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TOPICS

サバイバーが
小・中生にがん教育

Ｊ. ＰＯＳＨ事務局より
前 号（2 019・夏 ）でご 紹 介 し た「 ＮＰＯ 法 人
くまがやピンクリボンの会」が展開している小中
学生を対象にしたがん教育。
『がん教育、生命（い
のち）の授業 』と銘打った授業は子供たちへの教
育ばかりでなく、受けた児 童・生徒らが 保護者に
「がん検診を勧める」副次的効果も大きい、といい
ます。 乳 がんサバイバーである栗 原 和 江代 表 理

NPO法人
くまがやピンクリボンの会

事が目指 す『 検 診 率 向 上 』に向けた「 がん 教 育」
の実態についてご執筆頂きました。

代表理事

栗原 和江

いく上で大きな意味合いがあります。
お隣の行田市も同様に現在、委託事業として小
中学 校を回っています。小 学 校は 45 分間、中学

【はじめに】
サバイバーが 話 すがん教育を始めたのは 6 年
前の 2014 年 6 月からです。
きっかけは、2013 年 2 月4日、国立がん 研 究セ
ンターにて開催された UICC 世界対がんデー公開

校は 50 分間授業です。2019 年度は、埼玉県立白
岡高校、深谷市立はばたき支援学校、嵐山町立中
学校 2 校、越谷市立中学校 2 校、アルスコンピュー
タ専門学 校、十文 字 女子大学、子育て 支 援セン
ター等の要望を受け授業を実施しています。

ワークショップ「小学生からのがん教育」報告の中

また、埼玉県内外から教育関係者、市議会議員

で、NPO 法人がんサポートかごしまの三好綾理事

など多くの参 観希望を頂き、学校側も気持ちよく

長のプレゼンテーションを拝聴したこと。がん教

受け入れてくださっています。

育の必要性と地元熊谷市のがん検診率の向上のた

【がん教育「生命（いのち）の授業」について】

めには「教育」しかない、という思いからでした。

がん教育の目的
（目指すもの）は、
「がんを正し

同年（2013 年）、熊 谷市 協働事 業 提案制度「熊

く知る」、
「健康と命の大切さを気づかせる」の 2

谷の力」の応募（第 1 次審 査は書 類審 査、第 2 次

点ですが、副次的効果として、子どもが父母等に

審査がプレゼンテーション）し、翌年単年度の採

「がん検診を勧める」点が顕著に検診率アップと

用が決まりました。初年度は熊谷市内小中学校

して反映されています。

29 校 31 回の 授業を展開。 ことのほか児 童 生徒

また、同時に「いじめ防止」や「自殺防止」、偏見

らの反応が良く、感想文に確かな手応えを評価さ

や差別をなくすことにも繋がっています。市内の

れ、翌年からは「委託事業」として予算が付き、契

某中学校では敢えて夏休み明け直後に授業実施

約を交わし、現在に至っています。弱体 NPOとし

を希望される校長先生もいらっしゃいます。なぜ

ては「予算が 付く」ことはとても運営を維持して

なら、統計的にその時期に自殺が多いからだとか。
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【文科省：
「がん教育」の在り方に関する検討委員会】

No. 3
るかどうか、あるいは、近々でご家族を亡くされた

埼玉県初のがん教育について、同会で報告され

児 童 生徒 が いたりするので、事前に保 護 者の方

ました。国の推奨する 5 大がんのいずれもが以下

に、このがん教育を受けていいかどうかの確認を

のように、がん教育実施年度から５～７ポイントも

取っていただいています。それでも、学校側で把

アップしています。

握しきれない場合があり、当日それがわかり、泣き

熊谷市 5 大がん検診率の推移

出してしまう生徒もいました。スタッフは授業中

＊Ｈ 28 年度数値から厚労省計算方式が変更
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の子どもたちの様子に変わったことはないかどう
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か目配りをしています。
また、校長先生や教頭先生の考え方で「うちは
こういうスタイルでやりたい」っていう希望を基
に話し合ってやっています。こじんまりした学校
であれば、コミュニティルームのようなところで膝
を突き合わせてやったり、保 護 者 参 観 がある学
校では生徒の隣に保護者が座ってうけてくれたり。
スタイルはいろいろです。フリー参観日に合わせ

【サバイバー講師とスタッフ】
現在、乳がん、子宮頸がん、前立腺がん、小児が
んの 家 族など 現 在 講 師は 9人います。 それぞれ

実施する学校もあります。保護者向けに視 触診
モデルを持 参し、
「プチ乳がんセミナー」も開催
しています。

の体 験 談の中で、がんを宣告された時の思い、治

【過去 5 年間のエピソード】

療中のこと、生活習慣、がん検診、家族への思いや

●普段やんちゃで手を焼いている児童（付属小 6

家族からの応援、がんを乗り越えた現在の気持ち
や活動、キャンサーギフト、がん患者の家族として、
母として、娘としてのメッセージなどを話します。
1コマの 授 業は 3 人の講 師 が 交 代 で 話します。

年）が授業終了直後にまっすぐ手を挙げて質問。
「僕のお父さんは脳腫瘍です。お父さんは死に
ますか？」。お父様はもう8 年間、病と向き合っ
て来られたそうです。ですので、
「お父さんは、

記録係、写真係を合わせ毎回 5 人のスタッフで学

きっと大丈夫！」と答えると、キラキラっとした

校に伺います。

笑顔を向けてくれました。なにも事情を知らな

基 本 的ながんの話やがんクイズなど 30 分、体

かった男性担任は授業後校長室で号泣。「彼

験談は 1 人 10 分で 2 人。原稿を作り、パワーポイ

が不安定だったのは、いつもお父さんが心配だ

ントにまとめ、年度初めには必ず教育委員会先生

からだったのだと。彼に悪かった」と…。

方の前で模擬授業をし、チェックを頂いてから、学
校での授業がスタートします。
差別用語や学校での禁止用語、難しい医療用
るためです。例えば、
「父兄」や「両親」（シング
ルファザーやシングルマザーのご家庭への配慮）
は使わず「保護者」で統一。「コンビニ弁当」とい
う言い方も使いません。
【事前打ち合わせ】
授業に行く前、先方の学校との打ち合わせに重
点を置いています。がんで闘病中のご家族や、が
ん以外でも病と闘っているご家 族 が いらっしゃ
認定 NPO 法人 J.POSH

学 校 長「 膀胱がん」、吉岡中学 校 長「 前立 腺 が
ん」、富士見中学校体育教師「骨肉腫」…授業
２０１７年 行田市南小学校で

語は使わずに、分かり易く児童生徒に授業を届け

●熊谷市立江南北小学校長「大腸がん」、江南中
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２０１８年 玉井中学校で

【イプの効果】

中にカミングアウト、その後、生徒らは先生たち
にとても優しくなったとか

10 年前、アメリカ在住の友人が乳がんの硬さと

●大原中学校学年主任は 20 代で胃がん。「がん

大きさの 携 帯モデル「イプ」を教えてくれました。

にならなければ 陸 上のオリンピック選手 候 補

このイプを日本で作る許可を得ようと友人を介し、

でした。当時、子どもは赤ちゃんでした。何と

アメリカ対 がん協 会に手 紙を出し、日本 で 唯 一、

しても生きたい。その一心で治療を頑張りまし

許可を得ることができました。一昨年、弊会役員

た」と授業前挨拶でカミングアウト。生徒らの

メンバーとアメリカ対がん協会のニューヨーク本

真剣さがグッと増しました。

部に行き、お礼を伝えてきました。

●某小学校児童が授業を受けた 1 年後に白血病

イプは、熊 谷市立小中学 校の保 健 室に置いて

で他界。クラスメイトは最後まで普通に彼に接

あります。がん教育授業中に、児童生徒ら全員に

していたそうです。大人でもなかなかできるこ

イプを体感してもらっています。インタビューをし

とではありません。養護教諭は、
「がん教育を

ながら授業を進めていくんですけど、みんな声を

受けていて本当に良かったです」と話してくだ

揃えるように「硬いね」、
「こんなに硬いの？」、
「こ

さいました。

んなの体にできたらどうしよう」、
「お母さんに教

●熊 谷市立妻 沼東中学 校学 年主任の男性教 諭

えなくちゃ」とか、敏感に反 応してくれます。「こ

が妻を乳がんで失くし、シングルファザーにな

れが乳がんの硬さなんだ」ということが記憶に残

りました。「今日は 1 年間の中で最も重要な授

る、良いツールになっています。

業です…」と授業 前にカミングアウト。「 中学

年間で約 50 0 0 人の子どもたち、保護者皆さん

生の息子をひとりで育てています。夜はほか弁

から感想文（アンケート）を頂いています。私たち

になるときもある。けれど 朝は具 沢山のお味

がいつも子どもたちから感動を頂いています。中

噌汁を作り送り出しています」と。生徒全員が

学 3 年生の男子生徒が一行詩を寄せてください

胸に手 作りピンクリボンを着け、授業に臨んで

ました。「私にとって生命（いのち）とは、神様 が

くださいました。

くれた時間で、終わりの時間は検診で変えられる

●授業中、中学 2 年生の女子が泣き出してしまい

もの」。これからもスタッフ一同、真摯に、学校と

ました。母親が乳がん治療中で、
「お母さんが

の連携を大切に、がん教育に携わっていきたいと

乳がんになったのは自分 のせいだ」と数年間、

思います。

ずっと思い悩んでいたと、授業後打ち明けてく
れました。その日の夜、お母さんから連絡があ

連絡先：〒 360-0033 埼玉県熊谷市曙町 5-67

り
「娘の気持ちを全く知らなかった」と。現在、

熊谷市市民活動支援センター内

そのお母さんは当会運営委員となり、一緒に啓

NPO 法人くまがやピンクリボンの会

発活動をしています。

TEL.080–8908–2108
認定 NPO 法人 J.POSH
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女子学生81人が『ピンクリボン活動部』で啓発

日本で最初に創立された4 年制の医療
系大学である
「鈴鹿医療科学大学」
（三重
県鈴鹿市）には、学生たちの部活として
『ピ
ンクリボン活動部』
（野邑紗希部長、部員
81人＝全員女性）があり、校内外での募金
活動や地域の救急・健康フェア参画など
様々な乳がん啓発活動を繰り広げていらっ
しゃいます。
「知性と人間性を兼ね備えた医療・福祉スペシャリ

取材に協力してくださったピンクリボン活動部の皆さん。
左端が北岡助教、前列左から2人目が野邑部長

ストの育成」を教育理念に掲げ、チーム医療に貢献す
るスペシャリストを輩出している同大学。保健衛生学

ら2000 年に自ら部長として同部をスタートさせました。

部、医用工学部、看護学部、薬学部の 4 学部があり、保

以来17人の部長に引き継がれ、現在は野邑紗希さん

健衛生学部放射線技術科学科では乳がん検診に欠か

（放射線技術科学科、3 年生）がリーダーとして活躍し

せないマンモグラフィ技術修得が必須科目。このつな

ていらっしゃいます。野邑さんは
「みんなで一緒にや

がりからピンクリボン部での部活に参画する学生も少

ろー、の精神でいろいろなことに取り組んでいきたい

なくないといいます。

と思います。今後は、直接患者さんと触れ、話をして患

ピンクリボン活動部 (サークルOLIVEとして発足 )

者さんの気持ちになって貢献できたら―」と話してく

を立ち上げたのは同大の卒業生であり、現在、保健衛

れました。部員の皆さんは
「診療放射線技師としてマ

生学部放射線技術科学科の北岡ひとみ助教。マンモ

ンモグラフィに関わることを目指している自分にとって、

グラフィ技術を学んだ北岡さんは
「将来この仕事に携

ピンクリボン活動は将来のプラスになると思います」

わることになるが、ピンクリボン活動を通じて広く社会

（高田梨佳那さん・4 年）、
「叔母が乳がんに罹患し早

に乳がん検診の大切さを広めていきたい」との思いか

期発見の大切さを実感。この運動に参加しようと思い
ました」
（善財彩水さん・４年）などと語ってくれました。
これまでの活動は、学園祭で模擬店を出店し募金
活動、ピンクリボン標語募集、学生交流会など。募金
は毎年Ｊ．ＰＯＳＨにご寄付頂いています。鈴鹿市開
催の
「救急・健康フェア」に参加しフルーツゼリーを乳
がんに見立てた超音波体験を実演し、大勢の来場者

自分たちで作成した手作り標語

皇 子山 C.C.

の関心を集めた、など対外的な活動もしておられます。

ピンクリボンチャリティーを継続実施

皇子山カントリークラブ ( 滋賀県大津市、松崎英

ザ・クラシックGC（福岡県宮若市）、佐賀クラシッ

稔支配人 ) は 6月29 日、「第 1 回ピンクリボンチャ

クGC（佐賀県多久市）の 4 ゴルフ場、レストランな

リティー 吉川なよ子杯」を開催。チャリティー基

どを傘下にもつ「タニミズホールディングス
（株）」

金をＪ．ＰＯＳＨに寄贈して頂きました。
皇子山 CC のほか、西日本 CC（ 福岡県直 方 市）、
認定 NPO 法人 J.POSH

（福岡県宮若市、谷水利行社長）は、企業の社会的
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でおられます。
皇子山 CCもCSVの一環としてピンクリボン活
動を展開することになり、年 1 度のチャリティーゴ
ルフ大 会 の開 催を決 め、今 後 継 続 実 施されます。
2018 年に日本プロゴルフ殿堂入りした吉川プロは、
皇子山でプロゴルファー目指して修行を積んだ関
係の深いゴルフ場。自らもがんの経験がある吉川
さんは「吉川なよ子杯」に積極的に賛同されていま
す。「男性の皆さんも、女性の乳がんに関心をもっ

チャリティ基金を頂く十亀晋前事務局長（左）
右は吉川なよ子プロ。

て頂きたい」と話しておられました。
動に対しても当てはまるのに対し、ＣＳＶは企業の
ＣＳＶ：Creating
の創造

Shared

Value

共有価 値

ＣＳＲは企業の事業とは全く関係ない活

N

事業域に関連性を持つことのできる活動で、経済
的な価値がともに創造されることを意味します。

TT西日本東海病院 地域密着の啓発活動

NTT 西日本東海 病院（ 名古屋市中区松原）は、
Ｊ. ＰＯＳＨが 提唱しているJMS（ ジャパン・マン
モグラフィー

サンデー＝日曜日に乳がん検 査を

受けられる日）に継続参加されているのを始め、地
域住 民を対 象にした年１回の『健 康フェスティバ
ル』開催による募金 活動など、ピンクリボン活動
に積極的に取り組んでおられます。JMS への参
加のきっかけは、福井拓治副院長 ( 外科医師 ) が
この活 動を知り
『 是非、当院 でも実 施したい』と、
実施を決められました。

ピンクリボン活動を進めている皆さん
左から岩屋泰代さん、平野三和さん、福井拓治副院長、
市原茂医事係長

同 病 院 のJMS 参 加は 2016 年から。10 月第 三

体験、触診モデルで体感 ―など実施。また、チャ

日曜日の受診日に乳がん検 査を受け付けた件数

リティーバザーコーナーを設けて来場者に呼びか

は 16 年 度 14 件、17 年 度 11 件、そして 18 年 度 は

け、売上金は全額Ｊ. ＰＯＳＨにご寄 付頂きました。

31 件と増加。乳腺外来という枠にはとらわれず広

なお、病院の総合受付カウンターにはＪ. ＰＯＳＨ

く門戸をひろげ、受けたいと思うときにいつでも外

の募金箱が置かれていて、来院者の募金を募って

科の診療枠で柔軟に対応されています。

頂いています。

同病院は年 1 回、日曜日に病院本館を会場にし

地 域 密 着型の病院を目指 す同病院は、所在地

て地 域住 民を対 象にした
『 健 康フェスティバル』

の松原小学校の校区内の住民を対象とした高齢

を開催されています。今 年は 5月19 日に「健康寿

者向けの福 祉 給 食会や女性会に出向いて、出張

命をのばそう」をテーマに開催。映画「はなちゃ

の健康講座などを定期的に開催し、こうした催し

んのみそ汁」上映、「 がんを知り、いのちを考え

で乳がん予防の啓 発を行っています。本 年も10

る」をテーマに講演会、「認知症カフェ」などの催

月第三日曜日に実施するJMS に向けて、そのポス

しを実施。ピンクリボン関連では「乳がんセルフ

ターを回覧板に掲載してもらい地域の方に告知す

チェックコーナー」で模型を使ったセルフチェック

るなど、広報活動を行っておられます。
認定 NPO 法人 J.POSH
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家 族で湯ったりキャンペーン２０１９参加施設一覧
2019 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、
（掲載の写真はイメージです。ご利用頂く浴場とは異なる場合がございます。）
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。

1 秋田県

男鹿温泉郷 萬盛閣

4 栃木県

かんすい苑 覚楽

7 群馬県

老神温泉 伍楼閣

2 岩手県

5 栃木県

8 群馬県

結びの宿 愛隣館

3 福島県

土湯温泉 ニュー扇屋

奥那須・大正村 幸乃湯温泉

6 栃木県

益子舘里山リゾートホテル

老神温泉 吟松亭あわしま

9 長野県

昼神温泉 万葉茶寮みさか

10 岐阜県 下呂観光ホテル

11 大阪府 南天苑

12 大阪府 ホテルセイリュウ

13 鳥取県 三朝薬師の湯 万翆楼

14 徳島県 新祖谷温泉 ホテルかずら橋

15 山口県 きくがわ温泉 サングリーン菊川

認定 NPO 法人 J.POSH
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からまつ山荘 東兵衛温泉（秋田県）ご利用のIさん
乳がんにり患する前は温泉が好きで地元
の温泉に行くことがたびたびありましたが、
乳がん術後は傷が気になり、なかなか温泉

ホテルセイリュウ
（大阪府）ご利用の Kさん

に行く気になれずため息ばかりでした。こ
のキャンペーンを知り、家族と一緒に温泉に

この度は
「家族ゆったりキャンペーン」に

宿泊出来たら…と応募。そして当選し一歩

ご招待いただき誠にありがとうございまし

前進できました。温泉ではゆったりと入浴

た。おかげさまで、家族でゆっくりと良い

出来ました。宿の食事もおいしく頂きまし

時間を過ごすことができました。

たし、久々に家族がそろい、とてもいい思い

病気をしたことによって、失くしたものも

出になりました。ありがとうございました。

多かったのですが、このような機会を得て家
族で向き合う時間をもつことができ、
「病気
をしたけれど、良かったなあ」と思える一つ
の出来事になりました。これからも病気と

ホテルシェラリゾート白馬（岐阜県）ご利用の Oさん

向き合いながら、家族と協力して、日々を過
ごしていきたいと思っています。そして、感

娘たちの小学校の運動会の振替休日を

謝の気持ちを忘れないよう気づかせていた

利用し、宿泊させていただきました。家族

だいたこの旅を大切な思い出としたいです。

水入らずの旅行は妻ががんになってから初
めてでした。貸切風呂があり、家族 4 人で
ゆったりと温泉に浸かることができました。
今回の旅行で家族それぞれの思いを語り

ホテルかずら橋（徳島県）ご利用の N さん

合ったり、お互いの労をねぎらい、これから
も力を合わせてがんばって、また来たいね

「キャンペーンに当選しました」と通知を

と話をしました。乳がん患者の家族にこの

いただき、夫と祖谷方面に旅行することが

ような素敵なキャンペーンを用意していた

でき、この度は本当にありがとうございまし

だきありがとうございました。

た。掃除が行き届いた居心地の良い大き
なお部屋に案内され、そこにはバスタイム
カバーまで用意していただいており、さりげ
ない説明を受けました。露天風呂では山

三朝薬師の湯 万翆楼（鳥取県）ご利用の Sさん

鳥の鳴き声が聞こえてくる中、美しい山々を
眺めながら贅沢でゆったりとした時を過ご

夫と二人で久しぶりの夫婦二人旅で、静

しました。今回このキャンペーンを教えて

かな山の中の景色を楽しみながらの旅でし

いただき、寄り添っていただいた多くの方々、

た。お食事も食べきれない量で今度はカ

私はまだホルモン治療が続くのですが、今

ニの季節に行きたいです。この旅は 27年

後どのような困難にぶち当たっても前を向

間私を支えてくれた夫にも感謝できたので

いて歩いていければと思っています。

はないかと思います。
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乳 が ん 検 査 を 受 け る 事
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。

2019 年度参加医療施設一覧（2019 年 9 月 30 日現在）※各施設の検査内容をJ.M.S 特設サイトにて公開中です 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

NTT東日本札幌病院… ………………………札幌市中央区南 1条西15 丁目

岩 手 県

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… …………………………… 札幌市東区東苗穂 5 条 1-9-1

竹花乳腺クリニック… ……………………………… 奥州市水沢区山崎町 8-1

天使病院………………………………………… 札幌市東区北 12 条東 3-1-1

宮 城 県

札幌フィメールクリニック ※10/19(土)も実施… 札幌市東区北 21条東 3-2-5

イムス仙台クリニック… ……… 仙台市青葉区一番町 2-4-1 仙台興和ﾋﾞﾙ 4F

札幌東徳洲会病院 ※実施日10/19(土)……… 札幌市東区北 33 条東 14-3-1

イムス明理会仙台総合病院………………………… 仙台市青葉区中央 4-5-1

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

仙台徳洲会病院… ……………………………仙台市泉区七北田字駕篭沢 15

医療法人東札幌病院… …………………… 札幌市白石区東札幌三条 3-7-35

秋 田 県

KKR 札幌医療センター… …………………… 札幌市豊平区平岸1条 6-3-40

秋田病院… ………………………………………………… 能代市緑町 5-22

北海道大野記念病院… ……………………… 札幌市西区宮の沢 2 条 1-16-1

本荘第一病院… ……………………………………… 由利本荘市岩渕下 110

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

山 形 県

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

篠田総合病院………………………………………………… 山形市桜町 2-68

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

東北中央病院… ………………………………………… 山形市和合町 3-2-5

函館五稜郭病院… …………………………………… 函館市五稜郭町 38-3

福 島 県

市立函館病院… …………………………………………… 函館市港町 1-10-1

竹田綜合病院… ………………………………………… 会津若松市本町 1-1

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

常磐病院… ……………………………… いわき市常磐上湯長谷町上ﾉ台 57

秋山記念病院 ※実施日10/13(日)………………………… 函館市石川町41-9

茨 城 県

共愛会病院… ………………………………………………函館市中島町 7-21

水戸中央病院 健診センター百合ヶ丘…………………水戸市六反田町 1136-1

函館市医師会病院… ………………………………… 函館市富岡町 2-10-10

龍ヶ崎済生会 総合健診センター……………………………… 龍ｹ崎市中里 1-1

函館赤十字病院 ※実施日は 9月予定… …………………函館市堀川町6-21

セントラル総合クリニック………………………………… 牛久市上柏田4-58-1

函館中央病院… …………………………………………… 函館市本町 33-2

栃 木 県

小樽協会病院… ………………………………………… 小樽市住ﾉ江 1-6-15

宇都宮東病院 健診センター…………………………… 宇都宮市平出町 368-8

直江クリニック… ……………………………………………小樽市豊川町 3-10

菅間記念病院………………………………………… 那須塩原市大黒町 2-5

森山病院… …………………………………………… 旭川市 8 条通 6-左 10

群 馬 県

旭川医療センター……………………………………… 旭川市花咲町 7-4048

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

市立旭川病院… ………………………………………… 旭川市金星町 1-1-65

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

旭川がん検診センター……………………………… 旭川市末広東二条 6-6-10

狩野外科医院… ………………………………………… 前橋市日吉町4-45-1

市立室蘭総合病院 ※実施日10/27(日)………………… 室蘭市山手町 3-8-1

高崎中央病院… ………………………………………… 高崎市高関町498-1

日鋼記念病院……………………………………………… 室蘭市新富町 1-5-13

桐生厚生総合病院… ……………………………………… 桐生市織姫町6-3

釧路孝仁会記念病院… ………………………………… 釧路市愛国191-212

伊勢崎市民病院… ………………………………… 伊勢崎市連取本町 12-1

釧路協立病院… ……………………………………………釧路市治水町 3-14

おおたブレストクリニック………………………………… 太田市西本町44-14

市立釧路総合病院… ………………………… 釧路市春湖台1-12 7Ａ病棟

イムス太田中央総合病院……………………………… 太田市東今泉町 875-1

釧路労災病院 ※実施日10/27(日)……………………… 釧路市中園町 13-23

公立富岡総合病院 ※実施日11/10(日)……………………富岡市富岡2073-1

北斗病院… …………………………………………… 帯広市稲田町基線 7-5

角田病院…………………………………………… 佐波郡玉村町上新田 675-4

北海道医療団帯広第一病院… ………………………帯広市西4 条南 15-17-3

埼 玉 県

王子総合病院… ……………………………………… 苫小牧市若草町 3-4-8

彩の国東大宮メディカルセンター ※10/20(日)・27(日)実施……さいたま市北区土呂町1522

江別市立病院… ……………………………………………… 江別市若草町6

ティーエムクリニック………………………………………… 熊谷市三ヶ尻 48

そらち乳腺・肛門クリニック ※実施日10/19(土)……… 滝川市明神町4-10-8

川口工業病院 乳腺外科 診療所…………川口市青木1-18-21ﾌﾞﾗﾝｽﾞ川口元郷1･2F

深川市立病院………………………………………………… 深川市6 条 6-1

武南病院附属クリニック… ……………………………… 川口市東本郷 1432

総合病院伊達赤十字病院… ……………………………… 伊達市末永町 81

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

北広島病院 ※実施日10/27(日)………………………… 北広島市中央 6-2-2

埼玉協同病院…………………………………………………川口市木曽呂1317

青 森 県

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

青森新都市病院… …………………………………………… 青森市石江 3-1

所沢第一病院… …………………………………………所沢市下安松1559-1

青森県総合健診センター…………………………………… 青森市佃 2-19-12

所沢市保健センター………………………………………所沢市上安松1224-1

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

春日部中央総合病院……………………………………… 春日部市緑町 5-9-4
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上尾中央総合病院… …………………………………… 上尾市柏座 1-10-10

イムスｸﾞﾙｰﾌﾟ板橋中央総合病院… ……………………… 板橋区小豆沢 2-12-7

戸田中央総合健康管理センター……………………… 戸田市上戸田2-32-20

東京腎泌尿器センター大和病院…………………………… 板橋区本町 36-3

戸田中央総合病院…………………………………………… 戸田市本町 1-19-3

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

ＴＭＧあさか医療センター… …………………………… 朝霞市溝沼1340-1

葛飾区保健所… ………………… 葛飾区青砥 4-15-14 健康ﾌﾟﾗｻﾞかつしか内

ＴＭＧ宗岡中央病院…………………………………… 志木市上宗岡 5-14-50

東京臨海病院… ……………………………………… 江戸川区臨海町 1-4-2

新座志木中央総合病院… ………………………………… 新座市東北 1-7-2

八王子山王病院… ……………………………… 八王子市中野山王 2-15-16

堀ノ内病院………………………………………………… 新座市堀ﾉ内 2-9-31

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

八潮中央総合病院… ……………………………………… 八潮市南川崎 845

吉祥寺ブレストクリニック ※実施日10/19(土)…… 武蔵野市吉祥寺本町 2-10-8

イムス富士見総合病院…………………………………… 富士見市鶴馬1967-1

うしお病院………………………………………………… 昭島市武蔵野 2-7-12

三愛会総合病院… ………………………………………… 三郷市彦成 3-7-17

調布東山病院… ……………………………………… 調布市小島町 2-32-17

白岡中央総合病院…………………………………………白岡市小久喜938-12

あけぼの病院………………………………………………… 町田市中町 1-23-3

伊奈病院… ………………………………… 北足立郡伊奈町大字小室9419

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

内田クリニック… ………………………………… 北足立郡伊奈町内宿台 5-4

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

イムス三芳総合病院……………………………… 入間郡三芳町藤久保 974-3

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

千 葉 県

公立阿伎留医療センター………………………………… あきる野市引田78-1

千葉中央メディカルセンター……………………千葉市中央区加曽利町 1835-1

西東京中央総合病院… …………………………… 西東京市芝久保町 2-4-19

千葉ロイヤルクリニック……………… 千葉市中央区新町 1000 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ 8F

佐々総合病院………………………………………… 西東京市田無町4-24-15

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ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾓｰﾙ1F

神 奈 川 県

銚子市立病院 ※実施日10/20(日)11/10(日)… ………… 銚子市前宿町 597

神奈川県済生会神奈川県病院…………………… 横浜市神奈川区富家町6-6

行徳総合病院… ……………………………………… 市川市本行徳 5525-2

コンフォート横浜健診センター ※実施日10/27(日)…… 横浜市西区平沼2-8-25

いまい醫院…………………………………………………… 市川市妙典 4-14-1

聖隷横浜病院… ……………………………… 横浜市保土ｹ谷区岩井町 215

セコメディック病院 ※実施日10/27(日)………………… 船橋市豊富町696-1

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

船橋総合病院… ………………………………………… 船橋市北本町 1-13-1

金沢文庫病院… ………………………………横浜市金沢区釜利谷東 2-6-22

安房地域医療センター……………………………………… 館山市山本1155

横浜労災病院 ※実施日10/27(日)……………… 横浜市港北区小机町 3211

新東京クリニック… ………………………………………… 松戸市根本 473-1

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

新松戸中央総合病院 ※実施日9/8(日)10/20(日)… … 松戸市新松戸 1-380

サクラス乳腺クリニック… ……横浜市戸塚区戸塚町4253-1-601ｻｸﾗｽﾋﾞﾙ 6 階

三和病院… ………………………………………………… 松戸市日暮 7-379

さつき台診療所……………………………………横浜市港南区大久保 3-39-6

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

横浜旭中央総合病院… …………………………… 横浜市旭区若葉台4-20-1

津田沼中央総合病院……………………………………… 習志野市谷津1-9-17

上白根病院… …………………………………… 横浜市旭区上白根町 2-65-1

谷津保健病院… ………………………………………… 習志野市谷津 4-6-16

京浜保健衛生協会… …………………………… 川崎市高津区上作延 811-1

習志野第一病院… …………………………………… 習志野市津田沼 5-5-25

相模原中央病院… …………………………… 相模原市中央区富士見 6-4-20

おおたかの森病院……………………………………………… 柏市豊四季113

平塚共済病院… ………………………………………………平塚市追分 9-11

東葛病院… …………………………………………………… 流山市中102-1

湘南記念病院… ……………………………………………鎌倉市笛田2-2-60

千葉愛友会記念病院… …………………………………… 流山市鰭ヶ崎1-1

藤沢市保健所 健康増進課… ……………………………藤沢市鵠沼 2131-1

印西総合病院………………………………………………印西市牧の台1-1-1

湘南台ブレストクリニック……… 藤沢市湘南台1-1-6 湘南台駅前ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ 2F

北総白井病院… …………………………………………… 白井市根 325-2-1

藤沢市保健医療センター診療所……………………………藤沢市大庭 5527-1

国保匝瑳市民病院… ………………………………… 匝瑳市八日市場ｲ1304

山近記念総合病院………………………………… 小田原市小八幡 3-19-14

東 京 都

神奈川病院………………………………………………… 秦野市落合 666-1

イムス八重洲クリニック… ……………… 中央区京橋 2-7-19 京橋ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ 5F

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

東京高輪病院… …………………………………………… 港区高輪 3-10-11

ヘルスケアクリニック厚木…………………… 厚木市中町 3-6-17 ｵｰｲｽﾞﾐﾋﾞﾙ６Ｆ

大久保病院… ………………………………………… 新宿区歌舞伎町 2-44-1

富 山 県

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 ﾊﾞﾙﾋﾞｿﾞﾝ 87 ﾋﾞﾙ 4F

富山協立病院… ………………………………………… 富山市豊田町 1-1-8

春日クリニック… …………………………… 文京区小石川1-12-16 TG ﾋﾞﾙ 5F

石 川 県

東都文京病院… …………………………………………… 文京区湯島 3-5-7

城北病院… ………………………………………………… 金沢市京町 20-3

総合クリニック ドクターランド錦糸町………… 墨田区太平 4-1-2 ｵﾘﾅｽﾓｰﾙ 4 階

KKR 北陸病院 ※実施日11/24(日)… ……………… 金沢市泉が丘 2-13-43

がん研究会有明病院 ※実施日10/19(土)………………… 江東区有明3-8-31

公立つるぎ病院………………………………………… 白山市鶴来水戸町ﾉ 1

山下医院………………………………………………… 大田区西蒲田 5-12-10

福 井 県

田園調布中央病院… ………………………………… 大田区田園調布 2-43-1

福井県済生会病院… ……………………………… 福井市和田中町舟橋 7-1

玉川病院… ……………………………………………… 世田谷区瀬田4-8-1

春江病院… ……………………………………………坂井市春江町針原65-7

久我山病院… ……………………………………… 世田谷区北烏山 2-14-20

長 野 県

セントラル病院… …………………………………………… 渋谷区松涛 2-18-1

一之瀬脳神経外科病院… ………………………………… 松本市島立 2093

代々木病院……………………………………………… 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7

相澤健康センター…………………………………………… 松本市本庄 2-5-1

JR 東京総合病院… ……………………………………… 渋谷区代々木 2-1-3

長野県立信州医療センター………………………………… 須坂市須坂 1332

新宿ロイヤル診療所 ※実施日10/27(日)… … 渋谷区代々木 2-9 久保ﾋﾞﾙ 2 階

前澤病院… ……………………………………………… 駒ヶ根市上穂南 11-5

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

北信総合病院…………………………………………………… 中野市西1-5-63

高井戸東健診クリニック ※実施日10/19(土)… …… 杉並区高井戸東 2-3-14

佐久総合病院… ……………………………………………… 佐久市臼田197

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

東御市民病院… ……………………………………………… 東御市鞍掛198

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

髙橋医院… …………………………………………… 安曇野市穂高 5622-1

いとう王子神谷内科外科クリニック… … 北区王子 5-5-3 ｼｰﾒｿﾞﾝ王子神谷３F

ほたるの里健診センター ※実施日10/19(土)… 上伊那郡辰野町辰野1477-6

大橋病院… ………………………………………………… 北区桐ヶ丘 1-22-1

信越病院… …………………………………………上水内郡信濃町柏原 380

おりはた乳腺胃腸パラスクリニック……………… 北区赤羽 2-13-3 ｻﾄｳﾋﾞﾙ 3F

岐 阜 県

明理会中央総合病院… …………………………………… 北区東十条 3-2-11

加納渡辺病院… ………………………………………岐阜市加納城南通 1-23

日暮里健診プラザ………………… 荒川区西日暮里 2-20-1 ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾟｰﾄﾀﾜｰ 4F

久美愛厚生病院… ………………………………………… 高山市中切町 1-1

高島平中央総合病院…………………………………… 板橋区高島平1-73-1

多治見市民病院……………………………………………多治見市前畑町 3-43
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関中央病院… ……………………………………………… 関市平成通 2-6-18

No. 3
育和会記念病院… ……………………………… 大阪市生野区巽北 3-20-29

美濃市立美濃病院… ………………………………………… 美濃市中央 4-3

森之宮病院… …………………………………… 大阪市城東区森之宮 2-1-88

市立恵那病院… ………………………………………… 恵那市大井町 2725

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

木沢記念病院 ※実施日10/13(日)…………… 美濃加茂市古井町下古井590

南港病院… ……………………………… 大阪市住之江区北加賀屋 2-11-15

太田病院… ……………………………………… 美濃加茂市太田町 2855-1

日本予防医学協会附属診療所ウェルビーイング南森町… … 大阪市北区西天満 5-2-18

国保白鳥病院 ※実施日10/27(日)…………………郡上市白鳥町為真1205-1

住友病院… ………………………………………… 大阪市北区中之島 5-3-20

海津市医師会病院… ………………………………海津市海津町福江656-16

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2-6-3 ｱｲｽﾞﾜﾝⅢ 2階

松波総合病院… …………………………………… 羽島郡笠松町田代185-1

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

静 岡 県

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 緒方ﾋﾞﾙ 6F

静岡県結核予防会… ………………………………静岡市葵区南瀬名町6-20

清恵会病院………………………………………… 堺市堺区南安井町 1-1-1

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

田仲北野田病院… ……………………………………… 堺市東区北野田707

ＪＡ静岡厚生連 遠州病院………………………………浜松市中区中央 1-1-1

馬場記念病院… ……………………………… 堺市西区浜寺船尾東4丁244

浜松医療センター……………………………………… 浜松市中区富塚町 328

ひらいクリニック… ……………………… 堺市南区鴨谷台2-1-3 ｱｸﾄﾋﾞﾙ１階

浜松労災病院 ※実施日10/6(日)… ………………… 浜松市東区将監町 25

関西メディカル病院… ……………………………… 豊中市新千里西町 1-1-7-2

聖隷予防検診センター……………………………浜松市北区三方原町 3453-1

健都健康管理センター……… 吹田市岸部新町 5-45VIERRA 岸辺健都 2 階

浜松赤十字病院… …………………………………浜松市浜北区小林1088-1

大阪府済生会千里病院… ……………………………… 吹田市津雲台1-1-6

大沢医院… ……………………………………………… 沼津市御幸町 14-12

大阪医科大学健康クリニック… ………高槻市芥川町 1-1-1 JR高槻駅 NK ﾋﾞﾙ

五十嵐クリニック… ………………………………………… 沼津市志下 161-1

愛仁会総合健康センター……………………………………… 高槻市幸町4-3

聖隷沼津健康診断センター……………………… 沼津市本字下一丁田 895-1

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

熱海所記念病院… ……………………………………… 熱海市昭和町 20-20

関西医科大学総合医療センター………………………… 守口市文園町 10-15

市立島田市民病院………………………………………… 島田市野田1200-5

市立ひらかた病院……………………………………… 枚方市禁野本町 2-14-1

宮崎クリニック… ……………………………………………富士市松岡300-15

藍野病院… ……………………………………………… 茨木市高田町 11-18

川村病院… …………………………………………………… 富士市中島 327

医真会八尾総合病院… …………………………………………八尾市沼1-41

磐田市立総合病院… …………………………………… 磐田市大久保 512-3

みちした乳腺クリニック… ……八尾市跡部北の町 3-1-26 久宝寺ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ 3F

岡本石井病院… ……………………………………… 焼津市小川新町 5-2-2

八尾市立病院… ………………………………………… 八尾市龍華町 1-3-1

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

関西医科大学 香里病院………………………… 寝屋川市香里本通町 8-45

掛川市・袋井市病院企業団 中東遠総合医療センター… …… 掛川市菖蒲ヶ池 1-1

星光メディカルクリニック…………………………………寝屋川市木田町 2-11

伊豆保健医療センター………………………………… 伊豆の国市田京 270-1

和泉市立総合医療センター……………………………… 和泉市和気町4-5-1

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

メディカルパーク今池… ………名古屋市千種区今池 1-8-8 今池ｶﾞｽﾋﾞﾙ 2 階

神戸海星病院………………………………… 神戸市灘区篠原北町 3-11-15

総合上飯田第一病院……………………………名古屋市北区上飯田北町 2-70

神戸百年記念病院 ※実施日10/27(日)………… 神戸市兵庫区御崎町 1-9-1

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

神戸協同病院……………………………………… 神戸市長田区久保町 2-4-7

公衆保健協会… ……………………………… 名古屋市中村区黄金通 2-45-2

ふくはら乳腺クリニック… …… 神戸市垂水区天ﾉ下町 1-1-256 ｳｴｽﾃ垂水 2F

ゆうこ乳腺クリニック名駅… … 名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ﾋﾞﾙ13F

カーム尼崎健診プラザ……………………… 尼崎市御園町 54 ｶｰﾑ尼崎2F

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

長尾クリニック… ………………………………………… 尼崎市昭和通 7-242

エルズメディケア名古屋… …… 名古屋市中区栄 2-1-1 日土地名古屋ﾋﾞﾙ 3F

尼崎中央病院… …………………………………………… 尼崎市潮江 1-12-1

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

尼崎医療生協病院… …………………………… 尼崎市南武庫之荘12-16-1

だいどうクリニック… ………………………………… 名古屋市南区白水町 8

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

大雄会第一病院… ………………………………………… 一宮市羽衣 1-6-12

いなとめ乳腺クリニック… …………… 西宮市高松町 5-39なでしこﾋﾞﾙ３階

千秋病院… ……………………………………… 一宮市千秋町塩尻字山王 1

明和病院… ……………………………………………… 西宮市上鳴尾町4-31

碧南市民病院… …………………………………………… 碧南市平和町 3-6

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

稲沢市民病院… ………………………………………… 稲沢市長束町沼100

市立伊丹病院… ………………………………………… 伊丹市昆陽池 1-100

せとかいどう花井クリニック………………………… 尾張旭市印場元町 3-4-5

加古川総合保健センター…………………… 加古川市加古川町篠原町 103-3

刈谷豊田総合病院 高浜分院………………………… 高浜市稗田町 3-2-11

赤穂市民病院… …………………………………………… 赤穂市中広1090

岩倉病院… …………………………………………… 岩倉市川井町北海戸 1

西脇市立西脇病院… …………………………………… 西脇市下戸田 652-1

三 重 県

ときわ病院…………………………………………… 三木市志染町広野 5-271

山中胃腸科病院………………………………………… 四日市市小古曽3-5-33

兵庫医科大学ささやま医療センター… …………………… 篠山市黒岡 5 番地

済生会松阪総合病院… ……………………………… 松阪市朝日町 1区15-6

丹波市ミルネ診療所・健康センター… …… 丹波市氷上町石生 2059 番地 5

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

滋 賀 県

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

大津赤十字志賀病院… …………………………………… 大津市和迩中 298

西奈良中央病院…………………………………………… 奈良市鶴舞西町 1-15

東近江敬愛病院… ………………………………東近江市八日市東本町 8-16

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

京 都 府

済生会中和病院……………………………………………… 桜井市阿部 323

京都鞍馬口医療センター………………………… 京都市北区小山下総町 27
同仁会クリニック… … 京都市南区唐橋羅城門町 30

京都ﾒﾃﾞｨｯｸｽﾋﾞﾙ1階内

田園診療所… …………………………………………… 五條市田園3-11-10
和 歌 山 県

洛和会音羽病院… ……………………………… 京都市山科区音羽珍事町 2

さくらい乳腺クリニック…………………………………… 和歌山市三葛279-5

田辺中央病院……………………………………… 京田辺市田辺中央 6-1-6

中江病院… …………………………………………………和歌山市船所30-1

大 阪 府

紀和病院… ……………………………………………………橋本市岸上 18-1

大阪病院… ………………………………………… 大阪市福島区福島 4-2-78

健診センター・キタデ… …………………………… 御坊市湯川町財部 733-1

らいふ内科･乳腺クリニック……………………… 大阪市西区九条 1-14-29 2F

鳥 取 県

大阪警察病院… ……………………………… 大阪市天王寺区北山町 10-31

鳥取生協病院… ……………………………………… 鳥取市末広温泉町458

千船病院… ……………………………………… 大阪市西淀川区福町 3-2-39
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島 根 県

広瀬病院 ※実施日10月13日(日)…………… 福岡市中央区渡辺通 1-12-11

松江記念病院… ………………………………………… 松江市上乃木 3-4-1

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

ひゃくどみクリニック…………………………………… 出雲市上塩冶町 142-1

福岡労働衛生研究所 労衛研健診センター… ……福岡市南区那の川1-11-27

安来市立病院… …………………………………… 安来市広瀬町広瀬1931

白十字病院… ………………………………………… 福岡市西区石丸 3-2-1

島根県済生会江津総合病院… ……………………… 江津市江津町 1016-37

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

岡 山 県

大牟田市立病院……………………………………… 大牟田市宝坂町 2-19-1

セントラル・クリニック伊島… ……………………… 岡山市北区伊島北町 7-5

久留米総合病院…………………………………………… 久留米市櫛原町 21

おおもと病院…………………………………………… 岡山市北区大元 1-1-5

聖マリアヘルスケアセンター………………………… 久留米市津福本町448-5

総合病院岡山協立病院………………………………岡山市中区赤坂本町 8-10

田山メディカルクリニック………………………………久留米市津福本町60-3

社会医療法人岡村一心堂病院…………………… 岡山市東区西大寺南 2-1-7

田主丸中央病院……………………………… 久留米市田主丸町益生田 892

三宅おおふくクリニック… …………………………… 岡山市南区大福 393-1

筑後市立病院…………………………………………… 筑後市大字和泉 917-1

渡辺胃腸科外科病院… ……………………………… 倉敷市玉島上成 539-5

福田病院…………………………………………………… 大川市向島1717-3

まび記念病院……………………………………… 倉敷市真備町川辺 2000-1

高木病院… ………………………………………………… 大川市酒見 141-11

水島第一病院… …………………………………………… 倉敷市神田2-3-33

福岡徳洲会病院… ………………………………………… 春日市須玖北 4-5

水島中央病院… ……………………………………… 倉敷市水島青葉町4-5

たなか夏樹医院 ※実施日10/27(日)………………… 大野城市旭ｹ丘 2-1-20

総合病院 水島協同病院… ………………………… 倉敷市水島南春日町 1-1

宮田病院…………………………………………………… 宮若市本城1636

倉敷中央病院リバーサイド… …………………………… 倉敷市鶴の浦 2-6-11

嘉麻赤十字病院… ……………………………………… 嘉麻市上山田1237

倉敷成人病健診センター…………………………………… 倉敷市白楽町 282

朝倉医師会病院… ………………………………………… 朝倉市来春 422-1

広 島 県

ヨコクラ病院……………………………………… みやま市高田町濃施 480-2

中央通り乳腺検診クリニック… … 広島市中区三川町 1- 20 ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ 39 ﾋﾞﾙ 5F

井上病院…………………………………………………… 糸島市波多江699-1

長崎病院… ………………………………………… 広島市西区横川新町 3-11

佐 賀 県

興生総合病院… ………………………………………… 三原市円一町 2-5-1

佐賀中部病院……………………………………………… 佐賀市兵庫南 3-8-1

沼隈病院… ……………………………………… 福山市沼隈町中山南469-3

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

いしいクリニック… …………………………… 福山市神辺町十三軒屋136-3

今村病院… …………………………………………… 鳥栖市轟木町 1523-6

市立三次中央病院… …………………………… 三次市東酒屋町 10531番地

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

本永病院………………………………………………… 東広島市西条岡町 8-13

やよいがおか鹿毛病院………………………………… 鳥栖市弥生が丘 2-143

はつかいち乳腺クリニック… ……………………… 廿日市市串戸4丁目14-14

長 崎 県

広島生活習慣病・がん健診センター大野… ………… 廿日市市大野3406-5

長崎掖済会病院… …………………………………………長崎市樺島町 5-16

廣島総合病院………………………………………… 廿日市市地御前1-3-3

聖フランシスコ病院… …………………………………… 長崎市小峰町 9-20

山 口 県

おおくぼ乳腺クリニック… …………… 長崎市矢上町 25-1幸照ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ 2F

下関さくらクリニック………………………………………… 下関市有冨167-2

光晴会病院… ……………………………………………… 長崎市葉山1-3-12

針間産婦人科…………………………………………… 宇部市常盤町 2-1-44

諫早総合病院………………………………………………諫早市永昌東町 24-1

阿知須同仁病院……………………………………………山口市阿知須4241-4

宇賀外科医院 甲状腺・乳腺クリニック… …………… 諫早市貝津町 1124

佐々木外科病院………………………………………………山口市泉都町 9-13

山下外科医院…………………………………………… 大村市西三城町 17-18

岩国病院… ………………………………………………… 岩国市岩国 3-2-7

長崎県対馬病院… …………………………… 対馬市美津島町雞知乙1168-7

光市立大和総合病院……………………………………… 光市大字岩田974

愛野記念病院… ………………………………………雲仙市愛野町甲3838-1

光中央病院… ……………………………………………… 光市島田2-22-16

泉川病院…………………………………………… 南島原市深江町丁2405

徳 島 県

長崎百合野病院… …………………………… 西彼杵郡時津町浜田郷 38-2

徳島市民病院……………………………………………徳島市北常三島町 2-34

長崎県上五島病院… ………………… 南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11

徳島赤十字病院… ……………………… 小松島市小松島町字井利ﾉ口103

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

やまぐちマタニティ… …………………………………… 人吉市鬼木町 562-5

まるがめ医療センター… …………………………………… 丸亀市津森町 219

公立玉名中央病院附属健診センター………………………… 玉名市中1947

香川成人医学研究所… ………………………………… 坂出市横津町 3-2-31

宮崎外科胃腸科医院…………………………… 上天草市大矢野町上 1519

滝宮総合病院… ……………………………………… 綾歌郡綾川町滝宮486

天草中央総合病院… ………………………………………… 天草市東町 101

愛 媛 県

総合健診センター「コスモ」※実施日10/27(日)… … 球磨郡多良木町多良木 4210

順風会健診センター……………………………………… 松山市高砂町 2-3-1

大 分 県

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

大分県地域成人病検診センター…………………………… 大分市宮崎1415

松山赤十字病院… …………………………………………… 松山市文京町 1

大分三愛メディカルセンター ※実施日10/13(日)…………… 大分市市 1213

今治第一病院… ………………………………………… 今治市宮下町 1-1-21

大分リハビリテーション病院敬和会健診センター… 大分市志村字谷ヶ迫765

住友別子病院… ………………………………………… 新居浜市王子町 3-1

大久保病院… …………………………………竹田市久住町大字栢木 6026-2

済生会西条病院…………………………………………… 西条市朔日市 269-1

鹿 児 島 県

HITO 病院…………………………………………… 四国中央市上分町 788-1

相良病院… ………………………………………………鹿児島市松原町 3-31

高 知 県

鹿児島市立病院………………………………………… 鹿児島市上荒田町 37-1

高知生協病院… ………………………………………… 高知市口細山 206-9

かねこクリニック… …………………………………… 鹿児島市上荒田町 8-6

福 岡 県

池田病院… …………………………………………… 鹿屋市下祓川町 1830

ＪＲ九州病院……………………………………… 北九州市門司区高田2-1-1

生駒外科医院… …………………………………………… 指宿市湊 2-23-20

三萩野病院… …………………………… 北九州市小倉北区三萩野1-12-18

金子病院… …………………………………………いちき串木野市照島 6002

独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院… … 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

朝戸医院… …………………………………………… 大島郡和泊町和泊14

原土井病院… …………………………………………福岡市東区青葉 6-40-8

沖 縄 県

木村病院… ……………………………………… 福岡市博多区千代 2-13-19

かりゆし病院……………………………………………… 石垣市字新川2124

千鳥橋病院………………………………………… 福岡市博多区千代 5-18-1

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

ｳｪﾙﾈｽ天神ｸﾘﾆｯｸ乳腺診断ｾﾝﾀｰ ｾﾚﾅｰﾃﾞ… … 福岡市中央区天神1-14-4天神平和ﾋﾞﾙ 5階

浦添総合病院 健診センター……………………………… 浦添市伊祖 3-42-15

天神健診センター………………… 福岡市中央区天神 2-8-36 天神ＮＫﾋﾞﾙ 2
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事務局からのお知らせ

事務局長新任のご挨拶

乳幼児はとってもかわいくて、愛おしい。でも

2 019 年 8 月 21 日

育児は大変。ママが乳がんと診断されても、乳

に事務局長を拝 命し

幼児のお世話は待った無し。そんな状況での抗

ました 辻 本 雅 宏 で す。

がん剤治療中、体調がすぐれず、ゆっくり休みた

前任者 からの引継ぎ

い時には、安心して預けられるどなたかにお子さ

を受け、事務局の多岐

んのお世話をお願いしなければなりません。

に亘る業 務について

保育施設やシッターさんに依 頼するのはもちろ

日々勉強いたしており

んお金がかかります。例えばご実家のお母さん

ます。この春から
「ピ

だって、遠 方なら交 通費も必 要だし、友 人やご

ンクリボ ン 運 動 」に

近所の方に手伝ってもらうにしても、お礼はした

関わることになり、多

いで す。 そのような費用のほんの 一 部で すが、

くの女性がこの運動で頑張っておられることを

J.POSH でサポートできれば…。

知りました。その中で皆さんのパワーに圧倒さ

そんな想いからできた新しいプログラムです。

さんのお力添えもいただきながら、事務局スタッ

HP か ら
「 シ ッター
ム」をご 覧ください。

れるばかりでまだまだ十分なお手伝いをできる
ようなレベルにまでは達してはおりませんが、皆

詳しくはJ.POSH の
サ ポ ートプ ログ ラ

事務局長 辻 本 雅宏

乳幼児を養育中で
乳がん抗がん剤治療中のお母様へ

シッターサポートプログラム
乳 幼 児 を 育 て な がら、 抗 が ん 剤 治 療 を 受 けら れ て い る 乳 が ん 患 者 さん の た め に 、
お 子さんの 一 時 保 育を依 頼 するため 等 に 係る費 用 の 一 部を補 助 致します 。
治 療 中 の お 母 様 、 そして お 子さんの 双 方 にとって 安 心 できる環 境 のもと、 お 母 様 が
ひとときでもゆっくりと養 生 できれ ばと願っています 。

フライヤーも
みてね！

募
対 象 者

応募条件

集

概

要

・母親本人が乳がんの抗がん剤治療中。
・養育中の乳幼児 1 名以上が、保育園や幼稚園に通っていない。
以下のどちらかに該当すること
・2 カ月以内に乳がんの抗がん剤治療を開始。
・乳がんの抗がん剤治療中で、残り回数が 3 回以上。
（申込時点の日付に基づく）

補助内容

提出先・
お問合せ先

・補助期間は 6 カ月。（抗がん剤治療の平均的期間である 6 ヶ月間）

フとも協力し、J.POSH の理念の下、すべての女
性、患者のみなさん、家族のみなさんに対して、少
しでもお役に立てればと考えております。お目に
かかれる機会は多くはないかもしれませんが、オ
フィシャルサポーター様、オフィシャルパートナー
様、個人サポーター様、そしてピンクリボン活動

・お子さんの人数にかかわらず、一律１カ月１万円（一括で6万円を支給）。
〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2丁目6番3号 認定NPO法人 J.POSH
TEL：06-6962-5071 FAX：06-6962-0065 E-mail ： info@j-posh.com

応募方法、受給者の決定・支給については裏面をご覧ください

団体の皆様とできる限りお会いしたいと思って
おります。どうぞよろしくお願い致します。

ピンクリボンNEWS あとがき
「目的意識をもって学ぶ学生たちは清々しい」－。

思いでしょう。マンモグラフィの専門技術を身に

今 号で紹介させて頂いた鈴鹿医療科学大学の

付けた彼女たちが、ピンクリボン活動の精神と

学生の皆さんに取材した第一印象です。

共に医療の現場で生き生きと活躍する姿が目に

医療・福祉スペシャリストの育成を教育理念

浮かびます。各職場で活躍する若い皆さんがピ

に掲げる同大学は、その世界に多くのスペシャリ

ンクリボンの種を蒔き、大きく育ててくれること

ストを輩出していらっしゃいます。「診療放射線

でしょう。
『ピンクリボン活動を通じて広く社会

技師としてマンモグラフィに関わることを目指し

に乳がん検診の大切さを広めていきたい』との

ています」と話してくれた女子学生は「乳がん啓

思いで同部を立ち上げた北岡ひとみ助教。教壇

発活動は自分にとって将来のプラスになると思

に立つだけでなく、部の顧問として活動に積極

います」と明快。部活としての
『ピンクリボン活

的に取り組んでおられる姿に心を打たれます。

動部』に籍を置く81 人の皆さんは、全員が同じ
認定 NPO 法人 J.POSH

（Ｔ.Ｉ)

