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合と分布を
「乳房の構成」として評価し、４つに分

TOPICS

類します。

高濃度乳房について

1. 脂肪性：乳房内はほぼ脂肪組織である。マン
モグラフィでは乳房全体がほぼ黒い。
2. 乳腺散在：脂肪組 織の中に乳腺 組 織が散在
している
（脂肪組織が 70－90％）。マンモグラ
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フィでは、黒い部分と白い部分が混じっている
が、黒い部分が多い。
3. 不均一高濃度：乳腺組織内に脂肪組織が混
在し、不均一な濃度を呈する
（乳腺内の脂肪組

センター 院長

織が 40－50％前後）。マンモグラフィでは、黒

福田 護

い部分と白い部分 が混じっているが、白い部
分が多い。
4. 高濃度：乳腺 組 織内に脂肪組 織の混在がほ

昨今高濃度乳房の話題がニュースなので取りあげ

とんどない
（乳腺内の脂肪組織が 10－20％前

られることも多く、福田先生に執筆をお願いした結

後）。マンモグラフィでは乳房全体がほぼ真っ

果、
ピンクリボンアドバイザー専用サイトでの高濃度

白である。

乳房についての発表原稿よりの転載となりました。

■

3. 高濃度乳房では病変を見つけにくい
乳房の構成が不均一高濃度や高濃度になると、

■

1. 乳腺濃度とは

乳腺散在や脂肪性の人に比べ、しこりなどの病変

乳房は乳腺組織、脂肪組織、皮膚、乳頭、乳輪、

が白く写る乳腺に隠れてしまい、乳がんを含めた

血管などにより構成されます。マンモグラフィでは、

病変が見つけにくくなる傾向がでます。そのため、

レントゲンが通過しにくい乳腺組織は白く、通りや

不均一高濃度と高濃度を合わせて、高濃度乳房

すい脂肪組織は黒く写ります。そのため、乳房に

（デンスブレスト）と分類し、注意が喚起されるよう

占める乳腺組織と脂肪組織の割合や分布により、

になりました。

マンモグラフィでは白い部分が多くなったり、黒い

■

4. 高濃度乳房は病気ではない

部分が多くなったりします。白い部分を乳腺濃度

乳房の構成は、年齢や人種によって差があるだ

といわれ、白い部分が多いと、乳腺濃度が高いと

けでなく、ホルモン補充療法で変化したり、妊娠・

表現します。乳腺濃度はあくまでマンモグラフィ

授乳で変化します。たとえば、高濃度乳房は、欧

で使用される言葉であり、触診や乳房エコーでは

米人比べ日本人、高齢者に比べ若い人に相対的に

使用されません。

多いことが知られています。日本人の約 40％が

■

2. 乳房の構成とマンモグラフィ

高濃度乳房と考えられています。つまり、高濃度

マンモグラフィでは、乳腺組織と脂肪組織の割

乳房はその人の乳房の個性
（体質）であり、病気で
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はありません。そのため検診では高濃度乳房で

■

8. 高濃度乳房の追加検査

あっても、要精密検査にはなりません。当然、保

高濃度乳房の対応として、乳房超音波検査、乳

健検診の対象ではなく、乳房エコーなどの追加検

房トモシンセシス
（3D マンモグラフィ）、乳房 MRI

査を行う場合、任意型検診になります。

などがあります。世界に先駆け、日本で早くから

5. 高濃度乳房と乳がんの発生リスク

高濃度乳房の問題に取り組み、研究してきたの

高濃度乳房では乳がん発生リスクがやや高く

が、J-START です。デンスブレストが多い 40 歳

（約1.2 倍）なることが報告されています。一方、高

代女性に対して、マンモグラフィに乳房超音波を

■

濃度乳房が少ない肥満の女性に乳がんが多い、

追加することにより、乳がん発見率、早期乳がん

高濃度乳房が多いアジア女性に乳がんが少ない

発見率、感度が上昇する結果が得られています。

など、高濃度乳房では乳がん発生リスクが高くな

しかし、対策型検診に導入する場合に必要な死

るとは矛盾する事実も分かっています。現在、高

亡率減少効果に関するデータは得られていませ

濃度乳房と乳がん発生リスクの関係はまだよく分

ん。そのため、平成 27 年 9月の
「がん検診のあり

かっていないと言えます。

方に関する検討会中間報告」では、
「乳房超音波

6. 高濃度乳房をお知らせすべきか

検査は、特に高濃度乳腺の者に対してマンモグラ

最近、その人の乳房の構成、特に高濃度乳房に

フィと併用した場合、
マンモグラフィ単独検診に比

ついて、その人にお知らせすべきかが問題になっ

べ感度及びがん発見率が優れているという研究

ています。高濃度乳房の判定基準が確立してい

結果が得られており、将来的に対策型検診として

ない、高濃度乳房とお知らせしても、その後何とす

導入される可能性がある。しかしながら、死亡率

べきかのコンセンサスがないなどの理由で、お知

減少効果や検診の実施体制、特異度が低下する

らせするのが時期尚早とする意見があります。一

といった不利益を最小化するための対策等につ

方、高濃度乳房を含めた乳房の構成は個人の知

いて、引き続き検証していく必要がある。」と報告

る権利であり、まず、個人にお知らせすることが大

されています。

■

切であるとの意見があります。私は、各受診者に
お知らせすべきであると考えています。お知らせ
については、対策型検診における問題として論議
されていますが任意型検診でも同様の問題があ
ります。
■

7. 高濃度乳房を知らされない不利益

図

乳房の構成
低い

乳房濃度

高い

容易

病変の見つけやすさ

困難

マンモグラフィ検診に利益不利益があるよう

デンスブレスト

に、高濃度乳房に追加する検査、例えば乳房超音
波検査にも、利益不利益があります。追加検査を
勧める場合、追加検査が持つ利益不利益も説明
すべきであると考えられます。しかし、マンモグラ
フィ検診受診者の目的は、乳がんがあれば見つけ
て貰うことです。マンモグラフィでは、乳がんを見
つけにくい乳房にも関わらず、それを知らされない
ために、早期発見を期待しながらマンモグラフィを
受け続ける受診者の不利益について論議が必要
です。また、受診者と医療側の信頼関係を損ねか
ねないという問題もあります。

少ない

日本人・若い人

多い

多い

欧米人・高齢の人

少ない

※画像提供：聖マリアンナ医科大学ブレスト＆イメージングセンター
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乳 がん検診回顧録
検診の一歩を踏み出しました。その後は、市内約
５０会場、年間約３００単位の巡回検診に加え、休

公益財団法人
兵庫県予防医学協会

日検診、イベント検診等、機動力を活かして受診機

健診運営部放射線科
科長補佐

会の拡大や啓発に活躍しました。

村上 亜希

■ 検診に従事して

乳がん検診事業にあたり装置の寄贈、検診への
後押し、乳がん予防への啓発活動など貴法人に心
より感謝いたしております。

Ｊ.ＰＯＳＨは平成 16 年より自治体様へマンモグ

当会初の乳がん検 診車は、乳がん検 診 事 業

ラフィー装置を寄贈してまいりました。その第一

の礎を築くこととなり、数々の思い出、装置への

回寄贈先が神戸市さんでした。そのマンモグラ

愛 着など 感 慨 深いもの があります。 これまで

フィー装置も今年でお役御免となりました。ご担

８４，９０２名の方が受診され３７９名の方
（平成

当されていた村上さんに執筆をお願いしました。

１７～２８年度当会調査）にがんを発見、直近デー
タ平成 27年度においては、がん発見率０. ６３％、

■ マンモグラフィ（乳房Ｘ線検査）
装置寄贈

早期がん割合は約６７％（未回答除く）、その中で

平成１６年、貴法人より、神戸市に乳房Ｘ線装置
が寄贈されました。神戸市は受診率向上のため、

乳房温存療法の割合は高く、定期検診の重要性を
実感しています。

この装置を検診車に搭載して巡回検診を実施す

初代検診車も平成２９年３月で、
次検診車に大役

ることとし、その運営を( 財 ) 兵庫県予防医学協会

を託し勇退することになりました。今後も精度管理
に努め乳がんで亡くなる方がいない社会を目指し、

（現 公益財団法人）が担うことになりました。
平成１７年６月、市花であるアジサイの花をモ

検診を通じ、
その一端を担っていきたいと思います。

チーフとした乳がん検診車が完成し、記者発 表、

最後になりましたが、貴 認定ＮＰＯ法人Ｊ.ＰＯ

市役所前でのお披露目式の後、７月より地域巡回

ＳＨの益々のご活躍、ご発展を願っております。

左上／公益財団法人兵庫県予防医学協会
左下／マンモグラフィ従事技師の皆様
左上／寄贈された装置を搭載した検診車
右下／寄贈マンモグラフィ―機器
セノグラフ８００Ｔ
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オ フィシャルサポーターのご活動
築野元則 室長（写真左）
と飲料水『わかやぎ』

https://www.tsuno.co.jp/
築野食品工業株式会社
（和歌山県伊都郡かつ
らぎ町、築野富美社長）は、米糠から抽出した食用
「こめ油」を主製品とし、
「イノシトール」
「ＩＰ６」
などの成分を抽出して医薬品、化粧品、化学品など
のファインケミカル製品の製造販売も手がけてい
る会社です。プロジェクト開発室の築野元則室長
は
「米糠には数々の有効成分が含まれ、こめ油は
栄養成分がたっぷり入った健康オイルです」と話し

ミン
「イノシトール」を配合した飲料水
『わかやぎ』

ておられます。
2016 年 6月からＪ．ＰＯＳＨのオフィ

の販売を開始しました。女人高野として有名な慈

シャルサポーターとしてご協力して頂いていますが、

尊院
（同郡九度山町）の近くの井戸からくみ上げた

「米糠を通じて健康に奉仕する精神のもと、乳がん

水を使用しています。慈尊院は弘法大師空海の御

撲滅を目標としたピンクリボン運動に参加すること

母公の廟で、安産、授乳、育児など女性･母子の健康

を決めました」ということです。活動として

とともに、乳がん平癒を祈るお寺としても知られてい

①社内及び地域向け啓発活動

ます｡『わかやぎ』は同院の安念清邦住職による加

②乳がん検診を受けやすい環境づくり

持祈祷を受け、Ｊ.ＰＯＳＨのロゴを印刷したペット

③新製品へのロゴ掲示を通じたピンクリボン運動の応援

ボトルに詰めて販売中。築野開発の築野元則副社

―を展開中。

長は
「売り上げの一部をＪ.ＰＯＳＨに寄付し、啓発

グループ会社の築野開発はこのほど、お米のビタ

活動に協力していきたい」と仰っていました。

慈 尊院ではピンクリボンのお守りが人 気
子授け、安産、育児、授乳、良縁、病気平癒など
院
（弘法大師様のご母堂を祭っています）。乳房
型
（ちちがた）や絵馬

慈尊院安念住職

を願う女性の姿が絶えることのない女人高野慈尊

の奉納のほか、ピンク

認定 NPO 法人 J.POSH

リボンの刺繍があざ

になったのは2012 年5月から。同県橋本市の紀

やかなお守りが人気。

和病院「紀和ブレストセンター」の患者会の人達か

同院でピンクリボン

ら
「乳がん患者向けのお守りが欲しい」と言う声が

が 織り込まれた
「乳

集まり、会員と医師，それに安念住職が思いを寄せ

がんお守り」が授与

合ってこのお守りを作りました。現在、乳がん平癒

（５００円）されるよう

を願う参拝者などに人気のお守りということです。
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上 士幌ガールズバルーンクラブ
私たち上士幌ガールズバルーンクラブは今年の
2月に結成した全国でも珍しい、道内では唯一の
女性のみで構成された熱気球のクラブチームです。
活動を応援したいという町内企業のご支援のも
と、８月に熱気球を持つことができました。気球
はピンク色、そしてワンポイントにハートのリボン
をつけています。愛称は町民限定で公募し、5
歳の女の子に
「りぼんちゃん」と名付けていただ
きました。私たちは、この可愛らしく女性らしい
熱気球とともに、単に競技に参加するだけではな
く、明るく元気に輝く女性を応援したいという思
いを持っていました。

北海道の大地に浮かぶ『りぼんちゃん』
（8月 北海道バルーンフェスティバル）

飾り、気球をイメージしたカンバッチやピンバッチ、
T シャツ、アクセサリー等オリジナルグッズを作
成。お買い上げいただいたお客様には、啓 発用
のティッシュを配布し、売り上げの一部はJ.POSH
様へ寄付することにしました。会場では
「実は私
も乳がんで手術をしたのです。こうして活動して
くれてうれしいです。」と応援の言葉をかけてくだ
さる方もいらっしゃいました。

可愛らしいハートのリボンをつけたピンクの熱気球「りぼんちゃん」

ちょうど上士幌町では、女性がん検 診普及啓
発キャンペーン事業を開始して 3 年目を迎え、徐々

ピンクリボンツリーやパネル掲示、グッズを作成して啓発活動を行う様子

に乳がん検診の受診率が上昇しています。何か

今後も、りぼんちゃんと上士幌ガールズバルーンク

女性らしさを生かしたクラブ活動として支援でき

ラブは、ピンクリボン活動を応援していきます。
（次回、

ることはないかと考え、８月に町内にて開催され

りぼんちゃんは、１１月におこなわれる佐賀インター

る北海道バルーンフェスティバルで、乳がん検診

ナショナルバルーンフェスタで空を飛ぶ予定です）

の普及啓発活動を行うことに決めました。会場
では、乳がんのパネルやピンクリボンのツリーを

※
『りぼんちゃん』写真撮影

岩崎量示 様
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家 族で湯ったりキャンペーン２０１7
2017年度も乳がん手術を受けられた方と、そのご家族を抽選で宿泊ご招待券をプレゼントする
「家族で湯ったり
キャンペーン」を実施します。このキャンペーンは、
「Ｊ．ＰＯＳＨピンクリボン温泉ネットワーク」に賛同し、ご参加
頂いている温泉パートナー様のご協力を得て、
行っています。詳細のご案内と申込方法は、
チラシまたはホームページ
（申込用紙はダウンロードできます）でご確認下さい。
ご協力頂いた温泉パートナー様には、心から感謝申し上げます。
読者の皆様へ心なごむ温泉気分を感じて頂きたく、ご協力頂いた温泉パートナー様の写真を掲載いたしました。

♨ ♨ ♨ 2017 年 度 キ ャ ン ペ ー ン 参 加 施 設 一 覧 ♨ ♨ ♨
キャンペーンにつ いての 詳 細 はJ.POSHの ホ ームページ からもご 覧 頂 け ます
（http://www.j-posh.com）

①秋田県

からまつ山荘 東兵衛温泉

④栃木県

奥那須・大正村 幸乃湯温泉

⑦長野県

ホテルシェラリゾート白馬

⑩大阪府

ホテル セイリュウ

認定 NPO 法人 J.POSH

②栃木県

益子舘 里山リゾートホテル

⑤長野県

⑧岐阜県

⑪鳥取県

浅間温泉 富士乃湯

下呂観光ホテル

三朝薬師の湯 万翆楼

③栃木県

⑥長野県

かんすい苑

覚楽

ホテルタングラム

⑨愛知県 【女性専用旅館】姫宿 花かざし

ピンクリボン NEWS

家族で湯ったりキャンペーン 2016
当選者様のご感想
（一部抜粋）
♨ I さん … 萬盛閣( 秋田･男鹿温泉 )
２月の日本海･･･。魚のおいしい宿に家族3人で泊まる
ことができ、本当に有難うございました。中居さんは、と
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来て良かったとしみじみ思いました。富士乃湯様は立派な老舗
旅館。掛け軸や兜など彼の興味をそそる数々の品が展示され
ており、大変興味深く拝見させて頂きました。サービスは一流で、
全てにおいて素晴らしかったです。本当に有難うございました。
♨ Ｍさん … 幸乃湯温泉（栃木･板室温泉）
森に囲まれた宿は騒音も無く、小鳥のさえずりが聞こえ、

ても優しい秋田娘でした。昨年3月の手術以降、久しぶ

到着してすぐにリラックスすることができました。館内の

りの温泉はとても気持ち良かったです。網元である宿の

廊下やお風呂の洗い場にまで畳が敷かれ、滑らないこと

料理は新鮮で味付けも最高。全てに満たされました。

や歩く音に対する配慮に感心しました。食事は、朝夕とも

♨ Ｍさん … かんすい苑覚楽 ( 栃木･那須黒磯温泉 )

に仲居さんが気を遣って下さいました。朝、不如帰の鳴き

2013年秋に両胸の全摘手術を受け、二度と温泉なんか

声で目覚め、感動しました。本当に有難うございました。

に行けないと悲観的になっていた私ですが、母への恩返

♨ Ａさん … 日長庵桂月
（長野・昼神温泉）

しも兼ねた大変良い思い出を作ることができました。母

毎月１回の抗がん剤治療も２３回目。副作用があ

と2人きりの旅を心ゆくまで満喫できるようにとのご配慮

まり出ない日時を選び、夫婦で行って来ました。治

なのでしょうか、仲居さん始めスタッフの方々が私たちを

療を受けながら看護師として働き続けていられるの

まるでVIPのようにもてなして頂きました。お宿の皆様

も、
夫のサポートがあればこそ。その夫と共に２人で

には大変感謝するとともに心よりお礼申し上げます。

ゆったりと過ごせたことは一番のご褒美でした。こ

♨ Ｋさん … 源泉ほたるのゆ
（栃木・板室温泉）

れからも頑張って楽しく生きていきたいと思います。

宿に着き、早速入浴させて頂きました。豊富な湯量
でのんびりと入ることができました。夕食と朝食には
女将がお料理の説明をして下さり、おいしく頂くことが

大切な思い出を下さり、
本当に有難うございました。
♨ Ｋさん … 下呂観光ホテル本館（岐阜･下呂温泉）
昨年は手術、抗がん剤･放射線治療と大変な１年でした。

できました。静寂さの中、心から癒されぐっすりと休む

子どもはまだ幼く、家族には大変苦しい時間を与えてしま

ことができました。7月は蛍の鑑賞で賑わうとか。機

い心苦しかったです。そんな時、インターネットで「湯ったり

会があれば是非またお世話になりたいと思います。女

キャンペーン」を知り応募。当選の知らせに大喜びしまし

将さん、
息子さんのご接待に心から感謝いたします。

た。お世話になった旅館は予約からチェックアウトまでと

♨ Ｙさん … 益子舘里山リゾートホテル（栃木･益子温泉）

ても親切でした。食事の際、幼い子どもに座りやすいよう

「がん」との闘いに無我夢中で過ごしてきましたが、心配

に工夫してくださったり、声かけして頂いたり、気持ちよく過

をかけた夫とともに、この旅行で還暦を祝うことができ大変

ごすことができました。食事から部屋に戻ると宿からのプ

感激し、感謝しています。ホテルの皆様のほどよい距離感の

レゼントとしてキャンドルと共に、飲み物まで用意して頂い

家族的サービスが心地よく、食事もおいしく頂きました。施

ていました。見送りの際には家族写真も撮って頂きました。

設内の所々にＪ．ＰＯＳＨのポスターが貼られ、乳がん啓発

子どもの笑顔をたくさん見ることができ、かけがえのない素

に対するホテルの取り組み姿勢を心強く感じました。文字

敵な時間を有難うございました。皆様に感謝いたします。

通り
「湯ったり」させて頂いたことに心から感謝申し上げます。

♨ Ａさん … 潮生館
（静岡･志太温泉）

♨ Ｉさん … 富士乃湯（長野 ･浅間温泉）

２０１４年２月に右乳房全摘出手術を受けた私と、同６月

私は息子と２人暮らしです。息子はお城が大好きで、今まで

に同じ手術を受けた伯母と２人でお世話になりました。胸部

いくつもお城を訪ねて一緒に旅をしてきました。ですが２０１４

をカバーする入浴着、時間貸しきりもあり、のんびりと入浴す

年に私が乳がんになり、お城めぐりはぷっつりと途絶えてしまい

ることができました。湯治場として歴史ある建物が登録文

ました。２０１６年、再建手術を受ける事ができ、中学生だった

化財とのことで、いたるところに職人のこだわりを感じました。

息子もこの春高校生になります。この度は富士乃湯様に宿泊さ

夜はカエルの合唱、朝はことりのさえずり、何と贅沢なひと時

せて頂き、念願かなって松本城に行くことができました。天守

だったことでしょう。宿の皆様の気配りに感謝しながら、伯

閣が見えたときの彼の喜びようといったらありません。一緒に

母とたくさん語り合いました。思い出に残る最高の旅でした。
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が で き る 日 曜 日 で す

JMS プログラムは、認 定 NPO 法 人 J.POSH が 全 国の医 療
機関に呼びかけた、子育て、介護、仕事など多忙な平日を過
ごす 女 性のために「10 月第 3 日曜日に全 国どこでも乳がん
検査が受診できる環境づくり」への取組みです。

2017 年度 J.M.S 参加医療施設 一覧

（ 順 不同

※各施設の検査内容をJ.M.S 特設サイトにて公開中です

2 017 年 9 月 4 日現在）

http://jms-pinkribbon.com

北 海 道

十和田市立中央病院……………………………… 十和田市西十二番町14-8

渓仁会円山クリニック… ……………………… 札幌市中央区大通西26-3-16

北村医院むつレディスクリニック…………………………… むつ市柳町1-9-55

札幌病院… …………………………………… 札幌市中央区南1条西15丁目

岩 手 県

北海道支部 札幌商工診療所… …………… 札幌市中央区南1条西5-15-2

いわて健康管理センター… ……………………………… 盛岡市西仙北1-17-18

市立札幌病院… ……………………………… 札幌市中央区北11条西13-1-1

岩手県予防医学協会……………………………………… 盛岡市北飯岡4-8-50

札幌厚生病院… ……………………………………札幌市中央区北3条東8-5

ブレスト齊藤外科クリニック… …………………………… 盛岡市本宮6-17-6

札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル… … 札幌市北区北13条西4-2-23北大病院前

一関病院… …………………………………………………一関市大手町3-36

勤医協中央病院 ※10月22日(日)実施………… 札幌市東区東苗穂5条1-9-1

宮 城 県

天使病院 ※10月22日(日)実施………………… 札幌市東区北12条東3-1-1

イムス仙台クリニック ※10/10,11,13,14実施…… 仙台市青葉区一番町2-4-1仙台興和ビル4F

札幌フィメールクリニック………………………… 札幌市東区北21条東3-2-5

イムス明理会仙台総合病院………………………… 仙台市青葉区中央4-5-1

札幌東徳洲会病院 ※10月21日(土)実施……… 札幌市東区北33条東14-3-1

仙台徳洲会病院… …………………………… 仙台市泉区七北田字駕篭沢15

札幌センチュリー病院… ………………… 札幌市白石区菊水元町５条3-5-10

秋 田 県

東札幌病院… ……………………………… 札幌市白石区東札幌三条3-7-35

秋田病院… ……………………………………………………能代市緑町5-22

イムス札幌消化器中央総合病院………………… 札幌市西区八軒2条西1-1-1

本荘第一病院 ※10月22日(日)実施………………… 由利本荘市岩渕下110

札幌北辰病院 … …………………………… 札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1

山 形 県

手稲渓仁会病院… …………………………… 札幌市手稲区前田1条12-1-40

篠田総合病院……………………………………………………山形市桜町2-68

函館五稜郭病院… ………………………………………函館市五稜郭町38-3

東北中央病院… ………………………………………… 山形市和合町3-2-5

市立函館病院… …………………………………………… 函館市港町1-10-1

小国町立病院……………………………… 西置賜郡小国町大字あけぼの1-1

北美原クリニック… ……………………………………… 函館市石川町350-18

福 島 県

函館病院… ……………………………………………… 函館市川原町18-16

竹田綜合病院… ………………………………………… 会津若松市本町1-1

共愛会病院… ……………………………………………… 函館市中島町7-21

茨 城 県

函館市医師会病院… ………………………………… 函館市富岡町2-10-10

水戸中央病院… ……………………………………… 水戸市六反田町1136-1

函館赤十字病院… ………………………………………… 函館市堀川町6-21

龍ヶ崎済生会 総合健診センター… ……………………… 龍ケ崎市中里1-1

函館中央病院… ………………………………………………函館市本町33-2

木根淵外科胃腸科病院… ………………………………… 坂東市辺田1430

直江クリニック… …………………………………………… 小樽市豊川町3-10

栃 木 県

森山病院… ……………………………………………… 旭川市8条通6-左10

宇都宮東病院… ……………………………………… 宇都宮市平出町368-8

国立病院機構 旭川医療センター………………………旭川市花咲町7-4048

菅間記念病院………………………………………… 那須塩原市大黒町2-5

市立旭川病院… ………………………………………… 旭川市金星町1-1-65

群 馬 県

旭川がん検診センター……………………………… 旭川市末広東二条6-6-10

横田レディースクリニック……………………………… 前橋市下小出町1-16-5

市立室蘭総合病院 ※10月22日(日)実施……………… 室蘭市山手町3-8-1

マンモプラス竹尾クリニック………………………… 前橋市西片貝町3-379-1

日鋼記念病院……………………………………………… 室蘭市新富町1-5-13

狩野外科医院… ………………………………………… 前橋市日吉町4-45-1

釧路孝仁会記念病院… ………………………………… 釧路市愛国191-212

高崎中央病院… ………………………………………… 高崎市高関町498-1

釧路協立病院… …………………………………………… 釧路市治水町3-14

桐生厚生総合病院… ……………………………………… 桐生市織姫町6-3

市立釧路総合病院 ※10月22日(日)実施………………… 釧路市春湖台1-12

伊勢崎市民病院… ……………………………………伊勢崎市連取本町12-1

帯広第一病院…………………………………………… 帯広市西4条南15-17-3

イムス太田中央総合病院……………………………… 太田市東今泉町875-1

王子総合病院… ……………………………………… 苫小牧市若草町3-4-8

角田病院…………………………………………… 佐波郡玉村町上新田675-4

江別病院… ………………………………………… 江別市野幌代々木町81-6

埼 玉 県

そらち乳腺・肛門クリニック… …………………………… 滝川市明神町4-10-8

彩の国東大宮メディカルセンター………………… さいたま市北区土呂町1522

深川市立病院 ※10月22日(日)実施…………………………… 深川市6条6-1

ティーエムクリニック……………………………………………熊谷市三ヶ尻48

総合病院伊達赤十字病院 ※10月29日(日)実施………… 伊達市末永町81

武南病院附属クリニック… ……………………………… 川口市東本郷1432

北広島病院… …………………………………………… 北広島市中央6-2-2

ひふみクリニック… ……………………………………… 川口市東領家3-7-12

青 森 県

行田中央総合病院……………………………………… 行田市富士見町2-17-17

青森県総合健診センター…………………………………… 青森市佃2-19-12

所沢第一病院… ………………………………………… 所沢市下安松1559-1

八戸市総合健診センター…………………………………… 八戸市青葉2-17-4

庄和中央病院… ……………………………………………春日部市上金崎28

ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾄ八戸西病院付属 八戸西健診ﾌﾟﾗｻﾞ……… 八戸市長苗代字中坪74-1

上尾中央総合病院…………………………………………上尾市柏座1-10-10
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メディカルトピア草加病院…………………………………草加市谷塚1-11-18

東大和病院附属セントラルクリニック…………………… 東大和市南街2-3-1

戸田中央総合健康管理センター……………………… 戸田市上戸田2-32-20

武蔵野総合クリニック… …………………………………… 清瀬市元町1-8-30

戸田中央総合病院…………………………………………… 戸田市本町1-19-3

公立阿伎留医療センター………………………………… あきる野市引田78-1

朝霞台中央総合病院……………………………………… 朝霞市西弁財1-8-10

西東京中央総合病院… …………………………… 西東京市芝久保町2-4-19

新座志木中央総合病院… ………………………………… 新座市東北1-7-2

佐々総合病院………………………………………… 西東京市田無町4-24-15

堀ノ内病院………………………………………………… 新座市堀ノ内2-9-31

神 奈 川 県

八潮中央総合病院… ……………………………………… 八潮市南川崎845

済生会神奈川県病院…………………………… 横浜市神奈川区富家町6-6

イムス富士見総合病院…………………………………… 富士見市鶴馬1967-1

神奈川県労働衛生福祉協会… …………… 横浜市保土ケ谷区天王町2-44-9

みさと健和病院…………………………………………… 三郷市鷹野4-494-1

金沢文庫病院… ……………………………… 横浜市金沢区釜利谷東2-6-22

三愛会総合病院… ………………………………………… 三郷市彦成3-7-17

金沢健診クリニック… …………… 横浜市金沢区谷津町35 VICSビル3F4F

伊奈病院… ………………………………… 北足立郡伊奈町大字小室9419

戸塚共立ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾃﾗｲﾄ健診ｾﾝﾀｰ… ………………横浜市戸塚区戸塚町3970-5

内田クリニック… ………………………………… 北足立郡伊奈町内宿台5-4

戸塚共立サクラスクリニック…… 横浜市戸塚区戸塚町4253-1サクラス戸塚ビル601

イムス三芳総合病院……………………………… 入間郡三芳町藤久保974-3

さつき台診療所…………………………………… 横浜市港南区大久保3-39-6

千 葉 県

上白根病院… …………………………………… 横浜市旭区上白根町2-65-1

千葉ロイヤルクリニック※10月14日・15日実施……千葉市中央区新町1000ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ8F

牧野レディースクリニック……… 横浜市緑区鴨居2-21-20 バラハイツ鴨居1階

総合クリニックドクターランド幕張… … 千葉市美浜区豊砂1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ幕張新都心1F

川崎協同病院……………………………………………川崎市川崎区桜本2-1-5

銚子市立病院 ※10月22日(日)実施… …………………… 銚子市前宿町597

総合川崎臨港病院… ……………………………… 川崎市川崎区中島3-13-1

行徳総合病院… …………………………………………市川市本行徳5525-2

京浜保健衛生協会… …………………………… 川崎市高津区上作延811-1

船橋総合病院… ………………………………………… 船橋市北本町1-13-1

平塚共済病院… ……………………………………………… 平塚市追分9-11

新松戸中央総合病院……………………………………… 松戸市新松戸1-380

湘南記念病院… …………………………………………… 鎌倉市笛田2-2-60

三和病院… ………………………………………………… 松戸市日暮7-379

山近記念総合病院……………………………………小田原市小八幡3-19-14

聖隷佐倉市民病院 健診センター……………………… 佐倉市江原台2-36-2

神奈川病院………………………………………………… 秦野市落合666-1

メディカルスクエア奏の杜クリニック… … 習志野市奏の杜2-1-1奏の杜フォルテ2階

東名厚木メディカルサテライトクリニック …………………… 厚木市船子224

津田沼中央総合病院……………………………………… 習志野市谷津1-9-17

ヘルスケアクリニック厚木…………………………………… 厚木市中町3-6-17

谷津保健病院… ………………………………………… 習志野市谷津4-6-16

新 潟 県

習志野第一病院… …………………………………… 習志野市津田沼5-5-25

新潟縣健康管理協会 ※9/24,30・10/14,15実施… … 新潟市中央区新光町11-1

東葛病院… …………………………………………………… 流山市中102-1

石 川 県

千葉愛友会記念病院… …………………………………… 流山市鰭ヶ崎1-1

城北病院… ……………………………………………………金沢市京町20-3

印西総合病院……………………………………………… 印西市牧の台1-1-1

敬愛病院… …………………………………………… 金沢市兼六元町14-21

国保匝瑳市民病院… …………………………………匝瑳市八日市場イ1304

KKR北陸病院 ※11月19日(日)実施………………… 金沢市泉が丘2-13-43

東 京 都

公立つるぎ病院 ※10月21日(土)実施… …………… 白山市鶴来水戸町ノ1

イムス東京健診クリニック… ………… 中央区京橋1-1-5 セントラルビル7F

福 井 県

イムス八重洲クリニック ※10月14日(土)28日(土)実施…… 中央区京橋2-7-19京橋イーストビル5F

福井県済生会病院… ……………………………… 福井市和田中町舟橋7-1

新宿ブレストセンタークサマクリニック… … 新宿区西新宿7-11-9バルビゾン87ビル4F

福井勝山総合病院……………………………………… 勝山市長山町2-6-21

春日クリニック… ………………………… 文京区小石川1-12-16 TGビル6F

春江病院… …………………………………………… 坂井市春江町針原65-7

がん研究会有明病院 ※10月14日(土)実施… …………… 江東区有明3-8-31

長 野 県

山下医院………………………………………………… 大田区西蒲田5-12-10

一之瀬脳神経外科病院… ………………………………… 松本市島立2093

田園調布中央病院… ………………………………… 大田区田園調布2-43-1

相澤健康センター…………………………………………… 松本市本庄2-5-1

玉川病院… ……………………………………………… 世田谷区瀬田4-8-1

前澤病院… ……………………………………………… 駒ヶ根市上穂南11-5

代々木病院健診センター… …………………………… 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7

佐久総合病院… ……………………………………………… 佐久市臼田197

JR東京総合病院… …………………………………………渋谷区代々木2-1-3

髙橋医院… ………………………………………………安曇野市穂高5622-1

新宿ロイヤル診療所 ※10月29日(日)実施… … 渋谷区代々木2-9久保ビル2階

信濃町立 信越病院 ※10月29日,18年2月25日実施… …… 上水内郡信濃町柏原380

中野共立病院附属健診センター… ………………………… 中野区中野5-45-4

岐 阜 県

高井戸東健診クリニック ※10月14日(土)実施……… 杉並区高井戸東2-3-14

加納渡辺病院… ……………………………………… 岐阜市加納城南通1-23

東京衛生病院… …………………………………………… 杉並区天沼 3-17-3

久美愛厚生病院… ………………………………………… 高山市中切町1-1

池袋ロイヤルクリニック……………… 豊島区東池袋1-21-11ｵｰｸ池袋ﾋﾞﾙ8F

多治見市民病院…………………………………………… 多治見市前畑町3-43

おりはた乳腺胃腸パラスクリニック…… 北区赤羽2-13-3 LaLaガーデン･マツモトキヨシ薬局3F

関中央病院… ……………………………………………… 関市平成通2-6-18

高島平中央総合病院…………………………………… 板橋区高島平1-73-1

国民健康保険坂下病院… ……………………………… 中津川市坂下722-1

板橋中央総合病院… …………………………………… 板橋区小豆沢2-12-7

美濃市立美濃病院… ………………………………………… 美濃市中央4-3

東伊興クリニック… ……………………………………… 足立区東伊興3-21-3

市立恵那病院… ………………………………………… 恵那市大井町2725

葛飾区保健所… ………………… 葛飾区青砥4-15-14健康プラザかつしか内

木沢記念病院… ……………………………… 美濃加茂市古井町下古井590

八王子山王病院… ……………………………… 八王子市中野山王2-15-16

太田病院… …………………………………………美濃加茂市太田町2855-1

立川中央病院附属健康クリニック… ……… 立川市柴崎町3-14-2 BOSEN4F

国保白鳥病院……………………………………… 郡上市白鳥町為真1205-1

立川北口健診館… …………………… 立川市曙町2-37-7 コアシティ立川9F

まつなみ健康増進クリニック… …………………………羽島郡笠松町泉町10

吉祥寺ブレストクリニック…… 武蔵野市吉祥寺本町2-10-8フィオリトゥーラ吉祥寺Ⅰ-2F

松波総合病院… …………………………………… 羽島郡笠松町田代185-1

うしお病院………………………………………………… 昭島市武蔵野2-7-12

揖斐厚生病院… …………………………………揖斐郡揖斐川町三輪2547-4

一橋病院… …………………………………………… 小平市学園西町1-2-25
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静 岡 県

住友病院… ………………………………………… 大阪市北区中之島5-3-20

静岡県結核予防会… ……………………………… 静岡市葵区南瀬名町6-20

はやしレディース肛門泌尿器クリニック…… 大阪市中央区安堂寺町2丁目6番3号アイズワンⅢ2階

静岡徳州会病院… ……………………………… 静岡市駿河区下川原南11-1

有本乳腺外科クリニック本町… …大阪市中央区瓦町3-2-15瓦町ウサミビル3階

聖隷健康サポートセンターShizuoka… ………… 静岡市駿河区曲金6-8-5-2

リボン・ロゼ田中完児乳腺クリニック… …大阪市中央区今橋3-2-17 緒方ビル6F

SBS静岡健康増進センター… …………………………静岡市駿河区登呂3-1-1

清恵会病院……………………………………………堺市堺区南安井町1-1-1

ＪＡ静岡厚生連 遠州病院 健康管理センター… ………浜松市中区中央1-1-1

田仲北野田病院… ……………………………………… 堺市東区北野田707

浜松医療センター……………………………………… 浜松市中区富塚町328

馬場記念病院… ……………………………… 堺市西区浜寺船尾東4丁244

浜松労災病院… ……………………………………… 浜松市東区将監町25

乳腺ケア泉州クリニック… ……………………………岸和田市野田町2-17-11

聖隷予防検診センター…………………………… 浜松市北区三方原町3453-1

大阪府済生会 千里病院…………………………………吹田市津雲台1-1-6

浜松赤十字病院… …………………………………浜松市浜北区小林1088-1

大阪医科大学健康科学クリニック… …高槻市芥川町1-1-1 JR高槻駅NKビル

五十嵐クリニック… ………………………………………… 沼津市志下161-1

りょうクリニック……………………………………………… 高槻市川添2-2-21

聖隷沼津健康診断センター……………………… 沼津市本字下一丁田895-1

関西医科大学総合医療センター………………………… 守口市文園町10-15

熱海所記念病院… ……………………………………… 熱海市昭和町20-20

市立ひらかた病院……………………………………… 枚方市禁野本町2-14-1

市立島田市民病院……………………………………………島田市野田1200-5

藍野病院… ……………………………………………… 茨木市高田町11-18

宮崎クリニック… …………………………………………… 富士市松岡300-15

医真会八尾総合病院… ………………………………………… 八尾市沼1-41

川村病院… …………………………………………………… 富士市中島327

八尾市立病院… ………………………………………… 八尾市龍華町1-3-1

磐田市立総合病院… …………………………………… 磐田市大久保512-3

関西医科大学 香里病院……………………………寝屋川市香里本通町8-45

ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｽﾋﾟﾀﾙ甲賀病院… ……………………………… 焼津市大覚寺2-30-1

和泉市立病院………………………………………………和泉市府中町4-10-10

藤枝市立総合病院… …………………………………… 藤枝市駿河台4-1-11

城山病院… ……………………………………………羽曳野市はびきの2-8-1

池田病院… ………………………………………… 駿東郡長泉町本宿411-5

東大阪生協病院… ………………………………………東大阪市長瀬町1-7-7

愛 知 県

兵 庫 県

総合上飯田第一病院…………………………… 名古屋市北区上飯田北町2-70

健康ライフプラザ………………………………神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300

ひまわりクリニック… ………………………… 名古屋市西区則武新町3-8-20

神戸百年記念病院……………………………………神戸市兵庫区御崎町1-9-1

公衆保健協会… ……………………………… 名古屋市中村区黄金通2-45-2

神戸協同病院……………………………………… 神戸市長田区久保町2-4-7

クリニック フラウ栄… ………… 名古屋市中区3-17-15エフエックスビル3F

舞子台病院… …………………………………… 神戸市垂水区舞子台7-2-1

エルズメディケア名古屋 ※10月29日(日)実施…… 名古屋市中区栄2-1-1日土地名古屋ﾋﾞﾙ3F

伊川谷病院… ………………………………………… 神戸市西区池上2-4-2

マリンクリニック… ………… 名古屋市中区丸の内3-20-17 KDX桜通ビル4F

製鉄記念広畑病院… ……………………………… 姫路市広畑区夢前町3-1

NTT西日本東海病院… …………………………… 名古屋市中区松原2-17-5

カーム尼崎健診プラザ……………………… 尼崎市御園町54 カーム尼崎2F

名南病院…………………………………………… 名古屋市南区南陽通5-1-3

長尾クリニック… ………………………………………… 尼崎市昭和通7-242

だいどうクリニック… ………………………………… 名古屋市南区白水町8

きたつじクリニック… ……… 尼崎市西立花町3-1-1 たちばなTWO-ONE101

大雄会第一病院… ………………………………………… 一宮市羽衣1-6-12

尼崎医療生協病院… …………………………… 尼崎市南武庫之荘12-16-1

千秋病院… ……………………………………… 一宮市千秋町塩尻字山王1

みやうちクリニック… ………………………………… 尼崎市武庫之荘4-10-5

碧南市民病院… …………………………………………… 碧南市平和町3-6

平井クリニック… ……………………………………………西宮市神楽町3-20

総合犬山中央病院 ※10月14日(土)実施………… 犬山市五郎丸二夕子塚6

さきたクリニック… …………………………………… 西宮市和上町2-35-101

刈谷豊田総合病院 高浜分院………………………… 高浜市稗田町3-2-11

加古川総合保健センター…………………… 加古川市加古川町篠原町103-3

岩倉病院… …………………………………………… 岩倉市川井町北海戸1

赤穂市民病院… …………………………………………… 赤穂市中広1090

三 重 県

ときわ病院…………………………………………… 三木市志染町広野5-271

恩賜財団済生会松阪総合病院… …………………… 松阪市朝日町1区15-6

柏原赤十字病院… ………………………………… 丹波市柏原町柏原259-1

松阪市健診センター………………………………………… 松阪市殿町1550

兵庫県立柏原病院……………………………………丹波市柏原町柏原5208-1

桜木記念病院… …………………………………………… 松阪市南町443-4

聖隷淡路病院… …………………………………………… 淡路市夢舞台1-1

鈴鹿中央総合病院…………………………… 鈴鹿市安塚町山之花1275-53

奈 良 県

湾岸さくらクリニック……………………………… 桑名郡木曽岬町和富10-17

大阪ブレストクリニック学園前…… 奈良市学園北1-14-13メディカル学園前4F

滋 賀 県

西奈良中央病院…………………………………………… 奈良市鶴舞西町1-15

大津赤十字志賀病院… …………………………………… 大津市和迩中298

葛城メディカルセンター…… 大和高田市西町1-45大和高田市保健センター3F

守山市民病院……………………………………………… 守山市守山4-14-1

済生会中和病院……………………………………………… 桜井市阿部323

東近江敬愛病院… ……………………………… 東近江市八日市東本町8-16

鎌田医院田園診療所………………………………………五條市田園3-11-10

京 都 府

和 歌 山 県

京都鞍馬口医療センター………………………… 京都市北区小山下総町27

中江病院… ………………………………………………… 和歌山市船所30-1

同仁会クリニック… … 京都市南区唐橋羅城門町30 京都メディックスビル1階内

紀和病院… …………………………………………………… 橋本市岸上18-1

洛和会音羽病院… ……………………………… 京都市山科区音羽珍事町2

有田市立病院………………………………………………… 有田市宮崎町6

田辺中央病院……………………………………… 京田辺市田辺中央6-1-6

健診センター・キタデ………………………………… 御坊市湯川町財部733-1

大 阪 府

和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院… …… 伊都郡かつらぎ町妙寺219

大阪病院… ………………………………………… 大阪市福島区福島4-2-78

鳥 取 県

大阪警察病院… ……………………………… 大阪市天王寺区北山町10-31

尾﨑病院… …………………………………………… 鳥取市湖山町北2-555

千船病院… ……………………………………… 大阪市西淀川区福町3-2-39

鳥取生協病院… ……………………………………… 鳥取市末広温泉町458

育和会記念病院… ……………………………… 大阪市生野区巽北3-20-29

島 根 県

すずかけの木クリニック… …大阪市阿倍野区松崎町2-3-37松崎町グリーンハイツ104

松江記念病院… ………………………………………… 松江市上乃木3-4-1
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安来市立病院… …………………………………… 安来市広瀬町広瀬1931

しぶた乳腺クリニック… …………………………… 福岡市西区内浜1-1-5-2F

島根県済生会江津総合病院… ……………………… 江津市江津町1016-37

大牟田市立病院……………………………………… 大牟田市宝坂町2-19-1

岡 山 県

久留米総合病院………………………………………………久留米市櫛原町21

セントラル・クリニック伊島…………………………… 岡山市北区伊島北町7-5

聖マリアヘルスケアセンター ※10月22日(日)実施…… 久留米市津福本町448-5

おおもと病院………………………………………………岡山市北区大元1-1-5

新古賀クリニック… …………………………………… 久留米市天神町106-1

ｳｪﾙ･ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ･ﾒﾃﾞｨｶ保健ｸﾘﾆｯｸ……岡山市北区本町6-36第一セントラルビル6F

田川市立病院……………………………………………… 田川市大字糒1700-2

岡村一心堂病院…………………………………… 岡山市東区西大寺南2-1-7

高木病院… ………………………………………………… 大川市酒見141-11

岡山大福クリニック… ………………………………… 岡山市南区大福393-1

福岡徳洲会病院… ………………………………………… 春日市須玖北4-5

渡辺胃腸科外科病院… ……………………………… 倉敷市玉島上成539-5

たなか夏樹医院………………………………………… 大野城市旭ケ丘2-1-20

まび記念病院…………………………………………倉敷市真備町川辺2000-1

宮田病院…………………………………………………… 宮若市本城1636

水島第一病院… …………………………………………… 倉敷市神田2-3-33

嘉麻赤十字病院… …………………………………………嘉麻市上山田1237

水島中央病院… ……………………………………… 倉敷市水島青葉町4-5

朝倉医師会病院… ………………………………………… 朝倉市来春422-1

総合病院 水島協同病院… ………………………… 倉敷市水島南春日町1-1

井上病院…………………………………………………… 糸島市波多江699-1

倉敷リバーサイド病院… ………………………………… 倉敷市鶴の浦2-6-11

福岡青洲会病院… …………………………… 糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8

倉敷成人病健診センター…………………………………… 倉敷市白楽町282

佐 賀 県

三宅内科外科医院… ……………………………………… 玉野市槌ヶ原1017

健診センター佐賀………………………………… 佐賀市高木瀬町長瀬1167-2

広 島 県

こいけクリニック… …………………………………… 佐賀市兵庫北2-19-12

中央通り乳腺検診クリニック… … 広島市中区三川町1- 20ピンクリボン39ビル 5F

こが医療館 明彦・まきこクリニック……………………… 鳥栖市大正町764-5

長崎病院… ………………………………………… 広島市西区横川新町3-11

やよいがおか鹿毛病院………………………………… 鳥栖市弥生が丘2-143

興生総合病院… ………………………………………… 三原市円一町2-5-1

長 崎 県

沼隈病院… ……………………………………… 福山市沼隈町中山南469-3

長崎掖済会病院… ………………………………………… 長崎市樺島町5-16

いしいクリニック… …………………………… 福山市神辺町十三軒屋136-3

聖フランシスコ病院… ………………………………………長崎市小峰町9-20

府中市民病院…………………………………………… 府中市鵜飼町555-3

いまむらｳｨﾐﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ………………………………………… 長崎市大浦町1-26

市立三次中央病院… …………………………………… 三次市東酒屋町531

光晴会病院… ……………………………………………… 長崎市葉山1-3-12

本永病院………………………………………………… 東広島市西条岡町8-13

諫早総合病院……………………………………………… 諫早市永昌東町24-1

井野口病院… …………………………………… 東広島市西条土与丸6-1-91

宇賀外科医院 甲状腺・乳腺クリニック……………………諫早市貝津町1124

廣島総合病院………………………………………… 廿日市市地御前1-3-3

西諫早病院… ………………………………………………諫早市貝津町3015

山 口 県

山下外科医院…………………………………………… 大村市西三城町17-18

下関さくらクリニック………………………………………… 下関市有冨167-2

長崎県上対馬病院… …………………………… 対馬市上対馬町比田勝630

針間産婦人科…………………………………………… 宇部市常盤町2-1-44

長崎県対馬病院… …………………………… 対馬市美津島町雞知乙1168-7

阿知須同仁病院…………………………………………… 山口市阿知須4241-4

泉川病院…………………………………………… 南島原市深江町丁2405

佐々木外科病院 ※10月22日(日)実施… ………………… 山口市泉都町9-13

長崎百合野病院健診センター……………………西彼杵郡時津町浜田郷38-2

岩国病院… ………………………………………………… 岩国市岩国3-2-7

長崎県上五島病院… ………………… 南松浦郡新上五島町青方郷1549-11

光市立大和総合病院……………………………………… 光市大字岩田974

熊 本 県

香 川 県

熊本県総合保健センター……………………………… 熊本市東区東町4-11-1

屋島総合病院……………………………………… 高松市屋島西町2105-17

むらたクリニック… ……………………………………… 八代市横手本町2-1

麻田総合病院……………………………………………… 丸亀市津森町219

やまぐちマタニティ… …………………………………… 人吉市鬼木町562-5

香川成人医学研究所… ………………………………… 坂出市横津町3-2-31

公立玉名中央病院企業団… ……………………………………玉名市中1947

滝宮総合病院… ……………………………………… 綾歌郡綾川町滝宮486

宮崎外科胃腸科医院………………………………上天草市大矢野町上1519

愛 媛 県

天草中央総合病院… ………………………………………… 天草市東町101

乳腺クリニック・道後……………………………………… 松山市勝山町2-9-10

総合健診センター
「コスモ」
…………………………球磨郡多良木町多良木4210

松山赤十字病院 ※10月1日(日)実施………………………… 松山市文京町1

大 分 県

おおぞら病院……………………………………………… 松山市六軒家町4-20

大分県地域成人病検診センター…………………………… 大分市宮崎1415

今治第一病院…………………………………………… 今治市宮下町 1-1-21

大分三愛メディカルセンター…………………………………… 大分市市1213

高 知 県

敬和会健診センター………………………………… 大分市志村字谷ヶ迫765

高知生協病院… ………………………………………… 高知市口細山206-9

大久保病院… …………………………………竹田市久住町大字栢木6026-2

福 岡 県

鹿 児 島 県

ＪＲ九州病院…………………………………………北九州市門司区高田2-1-1

相良病院… ……………………………………………… 鹿児島市松原町3-31

三萩野病院… ………………………………北九州市小倉北区三萩野1-12-18

かねこクリニック… …………………………………… 鹿児島市上荒田町8-6

原土井病院… ………………………………………… 福岡市東区青葉6-40-8

さがらパース通りクリニック………………………… 鹿児島市新屋敷町26-13

木村病院… …………………………………………福岡市博多区千代2-13-19

相良病院附属ブレストセンター… ……………………鹿児島市樋之口町3-28

千鳥橋病院………………………………………… 福岡市博多区千代5-18-1

池田病院… …………………………………………… 鹿屋市下祓川町1830

ｳｪﾙﾈｽ天神ｸﾘﾆｯｸ乳がん診断ｾﾝﾀｰ ｾﾚﾅｰﾃﾞ… … 福岡市中央区天神1-14-4天神平和ビル5階

生駒外科医院… …………………………………………… 指宿市湊2-23-20

広瀬病院… …………………………………… 福岡市中央区渡辺通1-12-11

金子病院… ………………………………………… いちき串木野市照島6002

及川病院六本松乳腺クリニック…… 福岡市中央区六本松4-2-2
『六本松421』2Ｆクリニックゾーン内

沖 縄 県

労衛研健診センター…………………………………福岡市南区那の川1-11-27

宮良クリニック… ……………… 浦添市伊祖2-3-1 サンチャイルドめぐみ202

白十字病院… ………………………………………… 福岡市西区石丸3-2-1

浦添総合病院 健診センター……………………………… 浦添市伊祖3-42-15
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事務局からのお知らせ

新啓発グッズの登場
新啓 発グッズとして、
「コラーゲン入りあぶら
とり紙」
（ブックタイプ 20 枚入り２００円／冊）と

ピンクリボンエンジェルちゃん
ＬＩＮＥスタンプにＤＥＢＵＴ

ピンクリボンエンジェルキーホルダー（５００円／
個）を作成しました。同封の２０１７年度版
（下期）
グッズカタログをご参照ください。
一方で皆様のおかげをもちましてピンクリボンブ
ローチは完売しました。
↓裏面に How to 自己検診を掲載

マンマチェックで登場したピンクリボンエン

コラーゲン配合あぶらとり紙（ブックタイプ 20 枚入り 200 円／冊）

ジェルちゃんを、ＬＩＮＥのスタンプとしてＤＥＢ
ＵＴさせるプロジェクトを進めています。
登 録が済み次第お知らせします。しばらくお
待ちください。

自己検診啓発ティッシュ配り
今年も
「自己検診啓発ティッシュ配りキャンペー

ピンクリボンエンジェルキーホルダー（500 円／個）

ン」に多くの応募ありがとうございます。昨年より
応募者が増え、２２３団体から総数３０万５千個と
なりました。予定の２０万個を大幅に超え、多くの
方にお渡しできるよう数量を調整しましたが、にも

ピンクリボンNEWSあとがき
がんと闘う有名人の動静を伝えるニュースは、

かかわらず収まり切れず、抽選を行いました。ただ、

社会的に大きな影響を与えます。乳がんと闘い

増産を依頼し、配送スケジュール調整を行い抽選

続け、３４歳という若さで亡くなったフリ－・アナ

に外れた皆様にも５００個をお渡しできることにな

ウンサ－小林麻央さんの生き様は、大きな反響

りました。応募の皆様にはご迷惑をおかけしまし

を巻き起こしました。最期まで発信し続けた乳

たことをお詫びします。

がんとの闘いのブログは立派な啓発活動でした。

なお、イベントや配布風景等の写真をお送りく

歌舞伎俳優の夫、市川海老蔵さんと幼い子ども二

ださい。できるだけ多くピンクリボンニュー

人を残しての旅立ちは、さぞかし無念だったこと

スに掲載させていただきたいと思っています。

でしょう。愛妻を支え続けた海老蔵さんの会見

※当選のご確認はJ.POSHのホームページを

は涙なしでは見られませんでした。改めて患者と

ご覧ください。
認定 NPO 法人 J.POSH

家族について考えさせられました。合掌。 (T・I)

