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日本人乳がんの発生頻度は多く、早期発見により

治癒が得られていますが、中には再発する方もいま

す。そのような患者さんにとって、新薬の開発は生存

期間の延長に直結しており、重要な関心事となって

います。一方、新薬開発は欧米が中心的な役割を果

たしてきましたが、近年、日本発の新規抗がん剤が

期待され、明るい話題もございます。このような医学

研究をさらに日本で推進していくために、患者団体

の影響力は必要不可欠と言えます。欧米では患者

団体がイベントを通じて集めた寄付金を、有名なが

ん研究施設に研究資金として提供し、研究者たちも

それに見合う研究を患者団体へプレゼンし、進捗報

告していく仕組みがあり、患者の声を反映できます。

私は2012-2014年に米国ヒューストンにあるMD

アンダーソンキャンサーセンター（MDＡ)に留学して

いましたが、リレーフォーライフのイベントで得られた、

がん患者たちの寄付から頂いた奨学金で、身の引き

締まる思いで勉強していました。MDAは、かなり規

模の大きながんセンターで、従業員が19,000人以上、

ビルは20個以上あり、2012年のデータで、外来患

者数が年間128万人と、日本では考えられないほど

の大きな施設です。ここで行われている研究は壮大

で、1962年にケネディ大統領が、月へ行くアポロ計

画を打ち出したのが、ヒューストンであったことにち

なんで、50年経った2012年にMoon Shotプログラ

ムを発表しました。多くのがんを撲滅するキャンペー

ンを行おうというプロジェクトが始まり、アメリカの国

策として実施するプログラムに成長しました。

創薬については臨床試験を通して開発されます

が、第1相から第3相試験まで段階があります。最

初に薬が世の中に生まれてくる時には、それが本当

にいいものか悪いものかわからない状態なので、慎

重に行わないといけません。少数例の患者さんで

慎重に効き目を見る、それが第1相試験であり、新薬

が有望なものかそうでないかを選別する重要な過

程となります。

日本では、研究技術やアイデアは豊富で、後期臨

床試験はしっかりできる状況にありますが、第1相試

験という特殊な臨床試験を行う環境が不足していま

す。日本で抗がん剤の第1相試験を行えるのは、が

んセンターや大学病院の中でもわずかです。その

理由は、人材が育っていないことが背景にあります。

医師のみならず看護師、薬剤師、並びに研究支援す

るコーディネーター(CRC)など、施設内に臨床試験を

実施するサポート体制を持つことが極めて重要であ

りその院内体制を整備するのは容易ではありません。

一方アメリカでは、早期臨床試験のトレーニングシ

ステムが十分にあり、その実績があるため、人材育成

の場ができています。当然ながら新薬の新しい情報

も優先的に入ってきますので、その情報をもとに新し

い臨床研究がより多く発案される訳です。残念なが
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古屋ウィメンズマラソン２０１７名

エルズメディケア名古屋の出展ブースに集まる大勢の女性達

ら日本ではこれらはまだまだ整備不十分と言わざる

をえないでしょう。

さて、最近新薬として話題になっている、チェック

ポイント阻害剤について説明いたします。もともと免

疫は、がんに対する治療効果が示されており、CD8

陽性T細胞などの免疫細胞が、がん細胞を攻撃しま

す。このT細胞が、がん細胞を攻撃する際に、PD-1、

PD-L1という結合部でつながってしまうと、がんを敵

だと認識できなくなってしまう。ではPD-1、PD-L1

の結合部を外してあげたら、またT細胞は抗腫瘍効

果を再開するのではないか、というのがチェックポ

イント阻害剤のメカニズムです。実際に悪性黒色腫、

肺がん、腎細胞がんなど多数のがんで、免疫チェック

ポイント阻害剤の効果が証明されており、世界中で

この臨床試験が進んでいます。乳がんを対象とした

データはまだ少ないですが、特に肺がんなどの知見

が、うまく乳がんでも使えるように応用していかない

といけません。先は長いですが、乳がんの中でどの

ような患者が免疫治療の恩恵を受けるのかを突き止

めることは急務と言えます。

【終わりに】

最後になりますが、乳がんには既に多数の薬が

あります。それでも炎症性乳がんやトリプルネガ

ティブ乳がんのように、悪性度の高い乳がんにはま

だまだ十分と言えません。より効果的な薬剤を開

発することが重要になりますが、臨床試験と基礎

研究の間をつなげられるような、トランスレーショナ

ルリサーチという研究をしっかりやれる臨床家や

その体制が確立することで、有用な薬剤開発につ

ながると期待されます。

臨床試験は、患者さんの参加・協力があってこ

そ成り立つもので、患者さんの不利益にならないよ

うな配慮が必要です。特に、医療者と患者さんの

コミュニケーションの場が広がるようにして、お互い

にしっかりとした理解のもとで、適切に受け入れら

れ協力態勢ができると良いと考えています。初め

にも述べましたが、患者団体が研究を推進させるよ

うな活動が進むことを切に願っています。

3月12日、名古屋市のナゴヤドーム発着の ｢名古

屋ウィメンズマラソン２０１７｣ (日本陸上競技連盟,

中日新聞社主催)が開かれ、大勢の女性ランナー

たちが名古屋市内を駆け抜けました。中日新聞

社は毎年、この大会に出場するランナーなどにチャ

リティーを呼びかけ、寄付金をＪ．ＰＯＳＨに寄贈

して頂いています。マラソンに先立ち、10日から

はドーム内に協賛企業などがブースを出展しマラ

ソンの祭典を盛り上げました。Ｊ．ＰＯＳＨオフィ

シャルサポーターの女性専用健康診断施設 ｢医療

法人鹿志会エルズメディケア名古屋｣（名古屋市中

区、木俣清子理事長）は今年もブースを出展し、入

場者に乳がんの検診を呼びかけました。

エルズメディケア名古屋の出展ブースには大勢

の女性が集まり、乳がんの触診モデルに触れる女

性も多く見られました。山田邦夫事業部長は「芸

能人の乳がん罹患が報じられるなど、乳がんへの

社会的関心が高まっている。当方のブースの注目

度も年々高まっている感じです｣ と話していました。

ちなみに、7000セット用意した ｢受けよう乳がん

検査｣ と印字されたＪ．ＰＯＳＨのリーフレットや

歯ブラシなどをセットした頒布品袋は、早い時間に

終了してしまったとのことです。



3ピンクリボンNEWS　　vol. 6　No. 2

認定 NPO法人 J.POSH

ニア山（バティアン5199m） 、キリマンジャロ（5895m） 登頂！ケ

2016年2月乳癌手術を受け部分切除とセンチネ

ンルリンパ検査で４つのリンパ節を取りました。当

初は治療がどう影響して行くかを詳しく知らなくて、

病室でアフリカの山へ行く計画を練っていました。

退院後は放射線治療とホルモン治療を受けながら

リハビリトレーニングも始めましたが、腕を伸ばす

だけで痛む傷に加え、次第にあらわれてきたホル

モン治療の副作用に山に行くことができるかと不

安が募り、治療をやめてしまいたいと何度も考えま

した。睡眠の質も落ちていたけれど、高所へ行く

なら眠剤は飲めないので薬を飲まない練習を行っ

ていました。実際に山へ入ってみると、日々の夜中

の覚醒が身についていたので慌てることなく副作

用に感謝をしました。

高所に体を順応させながら、2016年8月4日バ

ティアン登頂。その後ケニアからタンザニアへ移

動して8月11日キリマンジャロにも登頂することが

できました。

【事務局から】

個人サポーターの進藤さんは、手術後キリマンジャ

ロに登頂。今年の初めにはJ.POSHのピンクリボン

ロゴの旗を作成し、南極最高峰ヴィソン、チリのサン

フランシスコ山に登頂され、現在は6月14日から7月8

日にかけてアラスカ　デナリ山に登頂準備中です。

― 「Ｊ.ＰＯＳＨ奨学金　まなび」支給者選考が終わりました。 ー

保護者が乳がん患者、または、乳がんで亡くなられた高校生のお子さんに、年間12万円(無返済)を支給する奨

学金です。「Ｊ.ＰＯＳＨ奨学金まなび基金」だけで、奨学金を支給できておりません。できるだけ多くの高校生

を支援できるように、ご賛同の皆様からの寄附をお待ちしております。　　　Ｊ.ＰＯＳＨ奨学金給付選考委員会

　

銀行口座

口座名：  J.POSH奨学金まなび

　　　　特定非営利活動法人J.POSH 理事 田中完児

　　　　　ｼ ｪ゙ｲﾎ ｯ゚ｼｭｼｮｳｶ ｸ゙ｷﾝﾏﾅﾋﾞ

　　　　　ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄ゙ ｳﾀ ﾝ゙ﾀｲ　ｼ ｪ゙ｲﾎ ｯ゚ｼｭ　ﾘｼﾞ　ﾀﾅｶｶﾝｼﾞ

銀行名：三菱東京UFJ銀行　大阪営業部

口座番号：普通　3839367

郵便振替

口座名：J.POSH奨学金まなび

口座番号：00980-8-145817

クレジットカード

J.POSHホームページからお願いします。

http://www.j-posh.com/about/fund/manabi/

キリマンジャロからの太陽の光ケニア山の最高峰バティアン 進藤さん（右から2人目）とクルーの皆さん キリマンジャロに登頂された進藤さん

登山家　　進藤　麻紀子
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と   き

温根湯温泉 美白の湯宿 大江本家

源泉かけながしの宿　旅館 塩別つるつる温泉

浅虫温泉 南部屋・海扇閣

志戸平温泉 遊泉 志だて

岩手県鶯宿温泉 ホテル加賀助

男鹿温泉郷 網元の宿 男鹿萬盛閣

からまつ山荘　東兵衛温泉

かみのやま温泉 展望露天の湯 有馬館

月山志津温泉 変若水の湯つたや

板室温泉 大黒屋

板室温泉 Onsen Ryokan 山喜

板室温泉 源泉 ほたるの湯

板室温泉 あったか～いやど 勝風館

那須黒磯温泉 かんすい苑 覚楽

福島県福島市土湯温泉 自噴泉の宿 ニュー扇屋

会津東山温泉 いろりの宿 芦名

板室温泉 加登屋旅館

板室温泉 江戸や

板室温泉 旅館 山本荘

板室温泉 旅館 きくや一望館

秩父七湯《御代の湯》 新木鉱泉

四季の湯温泉 ヘリテイジリゾート 

季粋の宿 紋屋

亀山温泉ホテル

益子温泉 益子舘 里山リゾートホテル

丸沼高原　座禅温泉

塩原温泉 やまの宿 下藤屋

塩原温泉郷 湯守 田中屋

塩原温泉 彩つむぎ

板室温泉 奥那須・大正村 幸乃湯温泉

板室温泉 ホテル板室

板室温泉 水清館

新潟県瀬波温泉 大観荘せなみの湯

旭岳温泉

ラビスタ大雪山

旭岳温泉

ロッジ・ヌタプカウシペ

旭岳温泉

旭岳万世閣ホテルディアバレー

旭岳温泉

旭岳万世閣ホテルベアモンテ

旭岳温泉

大雪山白樺荘

旭岳温泉

湯元 湧駒荘

天人峡温泉 

御やど しきしま荘

天人峡温泉 

天 人 閣
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県
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森
県

岩
手
県

ピンクリボン温泉ネットワーク 温泉パートナーのご案内

　私たち日本人にとって、温泉は心身ともに癒しの場です。多くの乳がん経験者の方々は、乳がんで手術をする前と同じように家族や友人と温
泉に入りたいとの想いをもっておられます。しかしながら、手術の傷あとが気になり、温泉に行くことから遠のいてしまっている方が沢山おられる
のも事実です。掲載の施設はピンクリボン温泉ネットワークのパートナーとして「乳がんの手術を受けて、温泉には行きづらくなったと感じておられ
る方々にも温泉を楽しんでいただける」環境作りに取り組んで頂いております。※各施設の掲載は地域順です。※ピンクリボン温泉ネットワークに
ついてとその他の温泉パートナーは
J.POSHのホームページをご覧下さい。
（http://www.j-posh.com）
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ホテル小柳 

粟津温泉 あわづグランドホテル

粟津温泉 あわづグランドホテル別館

山中温泉 花・彩朝楽

尾白の湯 白州・尾白の森名水公園べるが

昼神温泉 料理旅館 むらさわ

昼神温泉 お宿 山翠

昼神温泉 保養センター尾張あさひ苑

昼神温泉 昼神グランドホテル 天心

昼神温泉 癒楽の宿 清風苑

昼神温泉 飯伊森林組合 昼神荘

昼神温泉 ユルイの宿 恵山

昼神温泉 日長庵 桂月

昼神温泉 万葉茶寮 みさか

昼神温泉 旅の玉手箱 おとぎ亭光風

昼神温泉 懐石と炉ばたの宿 吉弥

昼神温泉 湯多利の里 伊那華

昼神温泉 ホテルはなや

昼神温泉 薬師館

浅間温泉 ホットプラザ浅間

ホテルタングラム

ホテル シェラリゾート白馬

下呂観光ホテル 本館

下呂観光ホテル しょうげつ

白樺ホテル

下呂温泉 木曽屋

志太温泉 潮生館

伊豆今井浜温泉　花の風

姫宿　花かざし

懐古ロマンの宿 季さら

天見温泉 南天苑

犬鳴山温泉 不動口館

伏尾温泉 不死王閣

東大阪 石切温泉 ホテルセイリュウ

南紀勝浦温泉 ホテルなぎさや

湯郷温泉 ゆのごう美春閣

三朝薬師の湯 万翆楼

きくがわ温泉 サングリーン菊川

新祖谷温泉 ホテルかずら橋

浅間温泉

東石川旅館

浅間温泉

菊  之  湯

浅間温泉

ホテルおもと

浅間温泉

富士乃湯

浅間温泉

ひなの湯

浅間温泉

香  蘭  荘

浅間温泉

尾上の湯旅館

昼神温泉 リフレッシュinひるがみの森

昼神温泉 阿智村保養センター 鶴巻荘

岐
阜
県

岐
阜
県
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知
県

静
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県

三
重
県

大
阪
府

和
歌
山
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山
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山
口
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鳥
取
県

徳
島
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長
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長
野
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北 海 道
•こみちの湯　ほのか
札幌市中央区南三条西2-15-5 ‥ ☎011-221-4126

•湯の郷　綾　ほのか
札幌市清田区清田二条3-2-26 ‥ ☎011-881-2686

•ていね温泉　ほのか
札幌市手稲区富丘二条3-2-1 ‥‥ ☎011-683-4126

•苫小牧温泉　ほのか
苫小牧市糸井124-1 ‥‥‥‥‥‥ ☎0144-76-1126

•えにわ温泉　ほのか
恵庭市戸磯397-2 ‥‥‥‥‥‥ ☎0123-32-2615

•湯処　ほのか
北広島市虹ケ丘1-8-6 ‥‥‥‥‥ ☎011-374-2615

青 森 県
•極楽湯　青森店
青森市東大野2丁目4-21 ‥‥‥ ☎017-739-4126

茨 城 県
•極楽湯　水戸店
水戸市大塚町1838-1 ‥‥‥‥‥ ☎029-257-4126

•湯楽の里　日立店
日立市河原子町1-1-6 ‥‥‥‥‥ ☎0294-25-4126

•湯楽の里　土浦店
土浦市真鍋新町20-43 ‥‥‥‥ ☎029-825-1526

•湯楽の里　取手店
取手市寺田5001-2 ‥‥‥‥‥‥ ☎0297-70-5526

•ひたちなか温泉　喜楽里別邸
ひたちなか市市毛640-2 ‥‥‥‥ ☎029-229-2641

栃 木 県
•極楽湯　宇都宮店
宇都宮市御幸本町4880 ‥‥‥‥ ☎028-663-2641

•栃木温泉　湯楽の里
栃木県栃木市大町22-70 ‥‥‥ ☎0282-20-2641

群 馬 県
•湯楽の里 伊勢崎店
伊勢崎市韮塚町1191-1 ‥‥‥‥ ☎0270-22-2641

埼 玉 県
•おふろcafé utatane
さいたま市北区大成町4-179-3 ‥☎048-856-9899

•熊谷温泉 湯楽の里
熊谷市月見町2-1-65 ‥‥‥‥‥☎048-525-4126

•おふろcafé bivouac
熊谷市久保島939 ‥‥‥‥‥  ☎048-533-2614

•所沢温泉 湯楽の里
所沢市下富604 ‥‥‥‥‥‥‥ ☎04-2943-0126

•宮沢湖温泉 喜楽里 別邸
飯能市大字宮沢 27-49 ‥‥‥‥ ☎042-983-4126

•春日部温泉　湯楽の里
春日部市小渕105-1 ‥‥‥‥‥‥ ☎048-755-4126

•天然温泉　花咲の湯
上尾市原市570 ‥‥‥‥‥‥‥ ☎048-723-3726

•極楽湯　上尾店
上尾市上尾村500-1 ‥‥‥‥‥ ☎048-779-2641

•ゆめみ処おふろの王様 志木店
志木市上宗岡5-11-6 ‥‥‥‥‥☎048-485-2603

•極楽湯　和光店
和光市白子1-7-6 ‥‥‥‥‥‥‥ ☎048-451-4126

•北本温泉　湯楽の里
北本市二ツ家3-162-1 ‥‥‥‥‥☎048-590-4126

•極楽湯　幸手店
埼玉県幸手市東2-1-27 ‥‥‥‥☎0480-44-4126

•昭和レトロな温泉銭湯　玉川温泉
比企郡ときがわ町大字玉川3700 ☎0493-65-4977

•おふろcafé 白寿の湯
児玉郡神川町渡瀬337-1 ‥‥‥‥ ☎0274-52-3771

千 葉 県
•湯の郷ほのか　蘇我店
千葉市中央区川崎町51-1 ‥‥‥ ☎043-265-1726

•極楽湯　千葉稲毛店
千葉市稲毛区園生町380-1 ‥‥ ☎043-207-2641

•船橋温泉 湯楽の里
船橋市山手3-4-1 ‥‥‥‥‥‥‥ ☎047-495-2626

•湯楽の里 松戸店
松戸市和名ケ谷 947-3 ‥‥‥‥ ☎047-303-4126

•極楽湯　柏店
柏市大山台1-18 ‥‥‥‥‥‥‥ ☎04-7137-4126

•市原温泉 湯楽の里
市原市古市場329-1 ‥‥‥‥‥☎0436-40-4126

•酒々井温泉　湯楽の里
印旛郡酒々井町飯積1-1-1 ‥‥‥ ☎043-312-0026

東 京 都
•ゆめみ処おふろの王様　大井町店

品川区大井1-50-5 阪急大井町ガーデン内 ☎03-5709-2603
•東京染井温泉　ＳＡＫＵＲＡ
豊島区駒込 5-4-24 ‥‥‥‥‥‥ ☎03-5907-5566

•ゆめみ処おふろの王様 光が丘店
板橋区赤塚町3-14-22 ‥‥‥‥‥ ☎03-3938-0123

•昭島温泉 湯楽の里
昭島市美堀町3-14-10 ‥‥‥‥‥ ☎042-500-2615

•ゆめみ処おふろの王様 花小金井店
小平市花小金井南町3-9-10 ‥‥ ☎042-452-2603

•国立温泉　湯楽の里
国立市谷保3143-1 フレスポ国立南内 ☎042-580-1726

•ゆめみ処おふろの王様 東久留米店
東久留米市八幡町3-14-4 ‥‥‥ ☎042-479-2603

•ゆめみ処おふろの王様 多摩百草店
多摩市和田1352-1 ‥‥‥‥‥‥ ☎042-311-2603

•極楽湯　多摩センター店
多摩市落合1-30-1 ‥‥‥‥‥‥ ☎042-357-8626

神 奈 川 県
•湯快爽快 たや
横浜市栄区田谷町146-3 ‥‥‥☎045-854-2641

•港北天然温泉　スパガーディッシュ
横浜市都筑区中川中央 2-7-1港北みなも３Ｆ ☎045-595-0260

•ゆめみ処おふろの王様 瀬谷店
横浜市瀬谷区目黒町24-6 ‥‥‥ ☎045-924-1126

•ゆめみ処おふろの王様 港南台店
横浜市港南区日野中央 2-45-7 ‥☎045-830-2603

•極楽湯　横浜芹が谷店
横浜市港南区芹が谷5-54-8 ‥‥☎045-820-4126

•ＲＡＫＵ ＳＰＡ　鶴見
横浜市鶴見区元宮2-1-39 ‥‥‥ ☎045-574-4126

•溝口温泉 喜楽里
川崎市高津区千年1068-1 ‥‥‥ ☎044-741-4126

•ゆめみ処おふろの王様 相模原店
相模原市南区大野台3-20-19 ‥‥ ☎042-730-2680

•ゆめみ処おふろの王様 町田店
相模原市南区鵜の森1-24-9 ‥‥ ☎042-707-2603

•湯楽の里　相模・下九沢店
相模原市緑区下九沢 2385-1 ‥‥ ☎042-764-2626

•横須賀温泉 湯楽の里
横須賀市馬堀海岸4-1-23 ‥‥‥ ☎046-845-1726

•ゆめみ処おふろの王様 高座渋谷駅前店
大和市福田2012-2  IKOZA ５F ☎046-201-0126

•ゆめみ処おふろの王様 海老名店
海老名市柏ヶ谷555-1 ‥‥‥‥‥☎046-236-0268

石 川 県
•極楽湯　金沢野々市店
野々市市若松町18-1 ‥‥‥‥‥ ☎076-294-2641

福 井 県
•極楽湯　福井店
福井市開発1-118 ‥‥‥‥‥‥‥ ☎0776-53-4126

山 梨 県
•富士眺望の湯ゆらり
南都留郡鳴沢村8532-5 ‥‥‥‥ ☎0555-85-3126

一般社団法人温浴振興協会さんのご協力で、専用入浴着を着用して

入浴できる日帰り温泉施設をご紹介致します。なお、一部を除きこ

れらの施設様では「ピンクリボン温泉ネットワーク」に加入の施設様

とは異なり、専用入浴着の貸出は行っておりません。ご注意ください。

日帰り温泉
ネットワーク

岐 阜 県
•土岐よりみち温泉
土岐市土岐ヶ丘4-5-3 ‥‥‥‥‥ ☎0572-55-4126

•養老温泉ゆせんの里
養老郡養老町押越1522-1 ‥‥‥ ☎0584-34-1313

静 岡 県
•天下泰平の湯すんぷ夢広場
静岡市駿河区古宿294 ‥‥‥‥ ☎054-237-4126

•駿河健康ランド
静岡市清水区興津東町1234 ‥‥ ☎054-369-6111

•ＲＡＫＵ ＳＰＡ Ｃａｆｅ浜松 
浜松市南区若林町1680-5 ‥‥‥☎053-445-4949

•熱海温泉　サンミ倶楽部
熱海市和田浜南町5-8 ‥‥‥‥ ☎0557-81-8000

•極楽湯　三島店
三島市三好町4-23せせらぎパーク三好内 ☎055-991-4126

•伊東マリンタウンシーサイドスパ 
伊東市湯川571-19 ‥‥‥‥‥‥ ☎0557-38-1811

愛 知 県
•大平温泉　天風の湯
名古屋市中川区平戸町2-1-10 ‥‥ ☎052-355-4126

•極楽湯　豊橋店
豊橋市瓜郷町一新替13-1 ‥‥‥ ☎0532-57-2641

•天然温泉かきつばた
愛知県刈谷市東境町吉野55 ‥‥☎0566-35-5678

•長久手天然温泉　ござらっせ
長久手市前熊下田170 ‥‥‥‥ ☎0561-64-3511

三 重 県
•極楽湯　津店
津市白塚町3678SENOPARK津内 ☎059-236-1626

•熊野の郷　松阪店
松阪市中万町2074-1 ‥‥‥‥‥ ☎0598-29-4126

•癒しの里　名張の湯
名張市希央台2番町77-1 ‥‥‥ ☎0595-28-5526

•癒しの里　伊賀の湯
伊賀市久米町687-1 ‥‥‥‥‥‥ ☎0595-21-4126

滋 賀 県
•極楽湯　彦根店
彦根市西沼波町175-1 ‥‥‥‥‥ ☎0749-26-2926

大 阪 府
•極楽湯　堺泉北店
堺市南区豊田825 ‥‥‥‥‥‥ ☎072-295-4126

•極楽湯　吹田店
吹田市岸部南1-2-1 ‥‥‥‥‥‥☎06-6382-9926

•極楽湯　枚方店
枚方市招提田近3-8-1 ‥‥‥‥‥ ☎072-867-4126

•極楽湯　茨木店
茨木市田中町18-18 ‥‥‥‥‥‥ ☎072-645-4126

•極楽湯　東大阪店
東大阪市長田西3-5-17 ‥‥‥‥ ☎06-4309-1126

兵 庫 県
•極楽湯　尼崎店
尼崎市浜1-6-18 ‥‥‥‥‥‥‥ ☎06-6497-4126

奈 良 県
•極楽湯　奈良店
奈良市大安寺町510 ‥‥‥‥‥ ☎0742-32-1126

宮 崎 県
•極楽湯　宮崎店
宮崎市高千穂通1-3-22 ‥‥‥‥ ☎0985-61-4126

※掲載は地域順です
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方の声集める全国キャラバンを大阪で開催地
乳がん・子宮頸がん検診促進議員連盟は2015

年3月、野田聖子衆議院議員を会長とし、「守るこ

とができる女性の生命と健康を守る」ことを目標

に超党派で発足しました。この議員連盟の応援団

として、全国各地のピンクリボン啓発団体や患者会

等が２３団体、子宮頸がんの啓発活動等を行う６

団体が参加しています。

応援団の共同代表として、「認定 NPO法人子宮

頸がんを考える市民の会※１」の渡部享宏さんと、

「認定 NPO法人乳房健康研究会※２」の高木富

美子さんが、議員連盟の事務局と連携して、勉強会

などの企画の役割を担っていただいており、議員

連盟応援団の世話人として、大阪大学大学院医学

系研究科招聘教授の小林忠男先生にもご尽力頂

いています。

この議員連盟と応援団は、活動を通じて抽出し

た要望をまとめて、2016年11月30日厚生労働省

の塩崎大臣に直接「女性のがん対策に関する要望

書」を手渡しました。その要望書の骨子は…

職域におけるがん検診の充実

＊職域でのがん検診の法整備（適正ながん検診と

就業内での受診等の法制化）

＊中小企業対策（検診費用の補助等中小企業で

のがん検診の促進）

女性のがん対策

＊女性目線でのがん検診と検診技術向上（女性の

放射線技師、臨床検査技師の育成など）

＊検診の質の向上と精度の担保（高濃度乳腺、子

宮頸がん検診の方法の追加等）

＊検診弱者に対する配慮（医療過疎地対策、精度

の高い自己検診等）

次期がん対策基本計画について

＊女性の意見が反映される計画づくり（女性がん

検診受診率向上ＷＧの設置等）

しかしながら、その後の進捗は芳しくありません。

更に全国レベルの声を集めることで厚労省に働き

かけるため、認定 NPO法人Ｊ．ＰＯＳＨは5月13

日、関西圏での ｢女性のためのがん対策全国キャ

ラバン｣ を大阪市内で開催しました。会の参加者

は24人、ピンクリボン団体の代表者、Ｊ．ＰＯＳＨ

のオフィシャルサポーターの代表者と個人サポー

ター、乳房健康研究会ピンクリボンアドバイザーな

どです。

議員連盟副会長の伊東信久衆院議員（大阪選

出）の開会挨拶で始まり、「OFFICE林」の林昇甫

代表※３が ｢がん対策の歴史と知っておきたいポイ

ント｣ のタイトルで講演されました。次いで参加者

が4つのグループに分かれてグループワークを実

施。参加者それぞれの視点から、診断、治療、療

養などの分野の問題点や要望など話し合いました。

林代表は、「こうした声を国政に伝え、法制化に役

立てる方針です。」と語っておられました。

※１：認定ＮＰＯ法人子宮頸がんを考える市民の会

（渡部享宏理事長＝設立2005年2月）

※２：認定ＮＰＯ法人乳房健康研究会

（福田譲理事長＝設立2003年2月）

※３：林昇甫代表

外科医であり長年の臨床経験から更なるが

ん対策の必要性を感じて厚生労働省に入り、

第2期の基本計画策定に関わる

林代表の講演を聴講する参加者達（大阪市内で）
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秋のピンクリボン月間に向け、今年も啓発ティッ

シュキャンキャンペーンを実施します。昨年の同様

２０万個の啓発ティッシュを審査の上お送りします。

申込締め切りは８月１７日です。応募資格は、ピン

クリボン活動を行う団体さま、患者会さま、公的機

関（市町村と保健所等　但し病院は除く）およびＪ．

Ｍ．Ｓ参加医療機関さまに限ります。提供啓発

ティッシュは、500個／ 1,000個／ 2,000個の３パ

ターンに限り、一回での配送とします。詳細はＪ.Ｐ

ＯＳＨのホームページをご参照下さい。

　１０月の第三日曜

日に乳がん検 査が

受診できる環境作り

運動である、Ｊ.Ｍ.Ｓ

（ジャパン・マンモ

グラフィーサンデー）

は、１０月１５日で

す。ご賛同の上いた

だいている医療機関

様へのポスター、チラシ等の送付は、６月中旬より

行っています。また、J.M.Sの賛同医療機関さまの

２０１７年度の専用ホームページを７月１日から運

用開始します。Ｊ.Ｍ.Ｓへの参加を検討中の医療

機関の皆様「参加申込書」をお待ちしています。

乳がんのため右乳房の全摘出手術を受けたタレント

の北斗晶さんが、夫の佐々木健介さんと一緒に温泉宿

の露天風呂で汗を流しながら病との闘いを振り返って

いる旅番組を見ました。元気で明るく病気とは縁遠い

イメージの彼女が突然 ｢がん｣ であることを告白し、手

術を受けたのは2015年9月。社会に大きな衝撃を与え

ましたが、あれから1年半以上が経ち再び元気な姿を

見せた彼女に、心から「良かったね」と思いながら画面

を見つめました。苦しかった日々を乗り越えた妻と夫。

二人の会話は患者と支えてきた家族の真心そのものだ

と感じました。病気と闘う患者にとり、家族の支えは何

ものにも代えがたい大きな力となることはいうまでもな

いでしょう。そしてそれに打ち勝ったとき、絆はさらに

強まることでしょう。「頑張ったね北斗さん。頑張った

ね佐々木さん」。いつまでも良い夫婦でいて下さい。

追伸。北斗さんはその後、いろいろな番組に出てい

ます。阿川佐和子さん

との対談の中で、｢テ

レビで私の元気な姿を

見て頂くことで、同病で

闘っている皆さんが勇

気を出して下されば｣と

話していました。(T・I)

事務局からのお知らせ

啓発ティッシュ配りキャンペーンを実施

「家族で湯ったりキャンペーン」の募集

１０月１５日（日）Ｊ.Ｍ.Ｓです

本年も「家族で湯ったりキャンペーン」を実施し

たくＪ.ＰＯＳＨ温泉ネットワークの皆様には、短い

期間ではありますが、キャンペーンへの参加確認を

行っています。温泉ネットワークにご参加の各温泉

施設の皆様のご厚意で実施できる企画です。また、

「家族で湯ったりキャンペーン」ご当選の皆様から、

宿泊後のお礼のお手紙をたくさん頂戴しています。

それには、おもてなしの心にあふれたお宿であるが

記されています。ご旅行の際には、ぜひＪ．ＰＯＳＨ

温泉ネットワークのお宿をご利用ください。

※本紙の中刷りのピンクリボン温泉ネットワーク施設一覧

　をご参照ください。ホームページに掲載しております。
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