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なる副作用を有することも一般的です。そのた

TOPICS

め化学療法をより専門的に行うことが必要にな

腫瘍内科からみた乳がん

り、それを行う診療科が腫瘍内科となります。放
射線には放射線治療医がいるように、化学療法
には腫瘍内科医が癌の種類に関わらず適切な化
学療法を提供しています。また治療以外にも乳
がん診療では術後のリンパ浮腫や遺伝性腫瘍へ
のフォローアップなど治療に付随して必要性が出

医療法人徳州会
和泉市立総合医療センター
腫瘍内科・婦人科

中野

雄介

現する部門も存在します。複数の診療科や部門
が連携するチーム医療の重要性が言われていま
すが、がん診療の中で乳がんが最もチーム医療
が必要ながんであると考えています。腫瘍内科
はそのチームの中で化学療法を専門的に対応す
る診療科になります。今後も乳腺外科と連携し、

和泉市立総合医療センターで腫瘍内科として
診療を行っています。今回は「腫瘍内科からみた

より良い治療をより安全に提供できるよう診療を
行っていきます。

乳がん」ということでご依頼をいただきましたが、

がん遺伝子診療部門からみた乳がん診療

病院では腫瘍内科だけでなく、がん遺伝子診療

2 人に 1 人ががんになる時代と言われています

部門で遺伝性腫瘍
（遺伝性乳がん卵巣がん症候

が、全てのがんのうち 5 ～ 10％は遺伝的要因に

群など）の診療も行っています。その視点からみ

よって発症すると考えられています。これはがん

た乳癌についても記載したいと思います。

そのものが遺伝するという意味ではなく、がんに

腫瘍内科からみた乳がん診療

なりやすい個性が遺伝する
（次世代へ引き継が

以前は外科切除が中心であったがん治療でし

れる）という意味です。その代表的な疾患として

たが、１８９０年代より放射線治療が、１９６０年

遺伝性乳がん卵巣がん症候群
（HBOC）やリンチ

代より化学療法が出現し、大きくがん治療は変貌

症候群
（LS）があります。こういった疾患群を総

しました。手術、放射線、化学療法を組み合わせ

称して遺伝性腫瘍といいます。

ていくことで飛躍的に治療効果は上昇していま

従来、遺伝性腫瘍については濃厚な家族歴を

す。なかでも最近の化学療法の進歩には目を見

有するがん患者やその家族に対しての予防医学

張るものがあります。新規薬剤としてはノーベル

として行われてきました。そのため疾患に対す

賞でも有名となった免疫チェックポイント阻害剤

る情報提供は非常に限定された患者にのみ行わ

※

が有名です。従来とは異なる作用機 序 を有す

れてきました。しかし、HBOC の発がん機序※を

る薬剤が多数出現し、予後※の改善に役立ってい

治療ターゲットとした薬剤
（オラパリブ）が開発さ

ます。一方で、新規薬剤については今までとは異

れ、２０１７年１０月にオラパリブとともに治療適
認定 NPO 法人 J.POSH

2

ピンクリボン NEWS

2020・夏 vol. 9 No. 2

応を判断 する目的で HBOC の原因遺伝 子であ

の患者さんががんの発症する可能性が高いこと

るBRCA １/ ２遺伝子検査が保険でみとめられ

を知ることで、早期発見や予防的治療をすること

ました。再発乳がんと言う条件はありますが、遺

が可能な疾患になりました。適切に対応すること

伝性腫瘍の原因遺伝子を保険診療で行うことが

で通常よりも予後※が良好であるという報告もされ

できるようになったことは HBOC 診療にとって大

ています。遺伝子を調べることには抵抗がある

きな一歩になりました。

かもしれませんが、知らずにそのままにしておくこ

この大きな一歩から２年６か月後、２０２０年４

とが最も良くないことであることをたくさんの乳が

月に HBOC の診断を目的とした BRCA 検査も保

ん患者に伝えることができればと思っています。

険適応となりました。保険適応の条件は以下に

BRCA 検査の条件

示しますが、よりたくさんの乳がん患者に HBOC

１．45 歳以下の乳がん

の情報を提供するとともに BRCA 検査を提供で

２．60 歳以下のトリプルネガティブ乳がん

きるようになりました。またさらに大きな一歩とし

３．2 個以上の原発性乳がん
（同時性、異時性は

て、HBOC 患者への予防的乳腺摘出術や予防的
卵巣卵管摘出術が保険適応になりました。卵巣
がんは早期発見が非常に困難で、HBOC におい
て死亡率低下のためには予防的卵巣・卵管摘出

問わない）
４．第 3 度近親者内に乳がんまたは卵巣がんの
家族歴を有する乳がん
５．男性乳がん

が唯一の方法でした。しかし、その高額な治療費
（自費診療で約１００万円）のため施行できない患
者がほとんどでした。今後は乳がんや卵巣がん
の早期発見ではなくその発症そのものを外科的
処置で予防することが可能になります。
HBOC はがんになりやすいことから予後※が不
良な患者であると考えられていました。しかしそ

オ フィシャルサポーターの紹介

＊近親者
第１度近親者：両親、子供、きょうだい
第２度近親者：祖父母、孫、叔父、叔母、甥、姪
第３度近親者：いとこ、曾孫、甥や姪の子供など
※機序：しくみ
※予後：病気や手術の後、どの程度回復するか見通しを指
す言葉

〈寄稿〉
株式会社レリアン
「最高のおもてなし」によって、
「レリアンの洋服
を着る幸せ」をお客様にお届けしています。この、
企業行動指針を実践するためには、すべての人が

https://www.leilian.co.jp

健康であって頂きたいのです。
弊社は、全従業員の９５%を女性が占めており、

株 式会社レリアンは、百貨店・ファッションビ

お客様の多くは女性です。そのため、企業で何

ルを中心に
「 レリアン」をはじめ、
「 レリアンプ

かできることはないかと考えた時に、女性が特に

ラスハウス」「キャラ・オ・クルス」「アン レク

罹りやすい乳がんの、早期発見、早期診断、早期

レ」「ネミカ」「ランバン コレクション」「ランバ

治療の大切さを伝えるピンクリボン運動に取り組

ン オン ブルー」の 7 ブランドを展開、婦人服を販

もうと２０１９年１月にＪ.ＰＯＳＨオフィシャルサ

売しており
「すべてはお客様のために～ All for

ポーター認定を取得し、ピンクリボン運動推進委

Customers ～」を企業行動指針としています。

員会を発足しました。

素材、着心地、シルエットのすべてにおいて
「最

毎月行われる定例会では、各部署から選出され

高のモノづくり」を目指し、店頭での真心を込めた

た９名の女性メンバーでピンクリボン運動につい
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て積極的に意見を出し合い、企業で出来ることを

向上、受診率向上にも繋がり、お客様にもピンクリ

話し合っています。

ボン運動の啓発活動を行うことで、乳がん検診の
大切さを伝えることができたと思います。

ピンクリボン活動を通して、乳がんに対する知
識・理解を深めることができ、定期健康診断では

これからも全ての女性がいつまでも美しく輝い

乳がんと子宮がん検診のオプション差額を会社

ていられるように
「乳がんの早期発見・早期診断・

負担にし、自己負担なしで検診を受けられるよう

早期治療の大切さを伝える」ピンクリボン運動を

にしました。その結果、社員の検診に対する意識

推進していきます。

■■■ 2019 年度 活動報告 ■■■

■■■ 2020 年度 活動予定 ■■■

●講師の方を招いて、ピンクリボン運動啓発セミ

●顧客以外のお客様にもピンクリボン活動を知っ

ナーを６回実施

ていただく為に、ファッション誌
『éclat
（エクラ）』

◯ピンクリボン運動啓発セミナーの動画を社内

に掲載の商品を対象に、ピンクリボンキャンペー

イントラネットで配信

ンを実施中

● 研修で本 社に集まる従業員に向けて、マンマ

●
『ART EVERY DAY× PINK RIBBON

チェックパネルと乳がん触診モデルを設 置し、

for

啓発活動実施

が女性のためにできることファッションとアー

◯社内報のピンクリボンコーナーで、乳がん検

トを融合させたピンクリボンチャリティー』を

診の大切さを発信

Lanvin en Bleu

ランバン オン ブルー

実施中

●オリジナルピンクリボンバッジを作成し全従業
員に配布
●ピンクリボンキャンペーン実施
ソルダッド・ブラヴィ氏
2020 春販売中商品

カタログ商品に掲載されたピンクリボン寄付対
象商品をお買い上げ頂いたお客様には、乳がん
検診啓発のティッシュを配布し、売り上げの一
部をＪ.ＰＯＳＨ様へ寄付
●ピンクリボンスマイルウォークに参加
x

●本社にピンクリボン寄付自動販売機を設置
●
『がん対策推進企業アクション』に参加
※
『がん対策推進企業アクション』とは厚生労

佐伯ゆう子氏
2020 春販売中商品

働省の国家プロジェクトとして、がん検診
x

受診率の向上とがんになっても働き続けられ
る職場環境の構築を目指す活動です。
１９年５月 大阪会場での講演の様子

イラストレーター、佐 伯ゆう子氏とSoledad
BRAVI 氏
（ソルダッド・ブラヴィ）
のデザインで
オリジナルピンクリボン商品を作成し販売中。
●オリジナルピンクリボングッズを作成し販売予定
●乳がん検診啓発リーフレットを作成し、
商品をお
買い上げのお客様に配布予定
●子会社 株式会社アバンにもピンクリボン寄付自
動販売機を設置
認定 NPO 法人 J.POSH

ピンクリボン NEWS

4

2020・夏 vol. 9 No. 2

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 . P O S H のホームページ
をご 覧 下さい。
（http://www.j-posh.com）
規 約を変 更し令 和 2 年 3月より天 然 温 泉に限らず 大 浴 場 や 貸 切 風 呂の有る施 設にも広 げました。

福島県福島市土湯温泉

自噴泉の宿 ニュー扇屋

群馬県

美白の湯宿 大江本家

福島県

北海道

温根湯温泉

丸沼高原

座禅温泉
小野上温泉

会津東山温泉

旅館 塩別つるつる温泉

いろりの宿 芦名

SUNおのがみ

旭岳温泉

那須黒磯温泉

たちばなの郷

ラビスタ大雪山

栃木県

源泉かけながしの宿

城 山

かんすい苑 覚楽

老神温泉

青森県
岩手県
秋田県

旭岳温泉

板室温泉

旭岳万世閣ホテルディアバレー

あったか〜いやど 勝風館

伊藤園ホテルズ 山楽荘

旭岳温泉

板室温泉

老神温泉

旭岳万世閣ホテルベアモンテ

Onsen Ryokan 山喜

観山荘

旭岳温泉

板室温泉

老神温泉

大雪山白樺荘

大黒屋

旭岳温泉

板室温泉

湯元 湧駒荘

加登屋旅館

旅館 石亭

天人峡温泉

板室温泉

老神温泉

御やど しきしま荘

江戸や

東明館

天人峡温泉

板室温泉

老神温泉

天人閣

旅館 山本荘

仙 郷

浅虫温泉

板室温泉

老神温泉

南部屋・海扇閣

旅館 きくや一望館

穴原湯 東秀館

志戸平温泉

板室温泉

老神温泉

游泉 志だて

水清館

ニュー牧水苑

岩手県鶯宿温泉

板室温泉

老神温泉

ホテル加賀助

ホテル板室

新鉛温泉

板室温泉

結びの宿 愛隣館

奥那須・大正村 幸乃湯温泉

ホテル楽善荘

男鹿温泉郷

塩原温泉

老神温泉

網元の宿 男鹿萬盛閣

彩つむぎ

金龍園

ホテル山口屋
老神温泉

上田屋旅館
老神温泉

山形県

からまつ山荘

塩原温泉郷

老神温泉

東兵衛温泉

湯守 田中屋

吟松亭 あわしま

かみのやま温泉

塩原温泉

老神温泉

展望露天の湯 有馬館

やまの宿 下藤屋

ホテル 伍楼閣

月山志津温泉

益子温泉

変若水の湯つたや

益子舘 里山リゾートホテル

埼玉県
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昼神温泉

湯多利の里 伊那華

岐阜県

新木鉱泉

長野県

埼玉県

秩父七湯《御代の湯》

2020・夏 vol. 9 No. 2

千葉県

昼神温泉

季粋の宿 紋屋

昼神温泉

昼神温泉

薬師館

ホテル小柳

静岡県

新潟県

新潟県瀬波温泉

木曽屋

ぎふ長良川温泉ホテルパーク

リフレッシュinひるがみの森

大観荘せなみの湯

下呂温泉

高山グリーンホテル

ホテルはなや

亀山温泉ホテル

志太温泉

潮生館
伊豆今井浜温泉

花の風
【女性専用旅館】

粟津温泉

浅間温泉

東石川旅館

粟津温泉

浅間温泉

あわづグランドホテル別館

菊之湯

愛知県

石川県

昼神温泉

阿智村保養センター 鶴巻荘

あわづグランドホテル

姫宿 花かざし
三河湾国定公園・三谷温泉

ホテル明山荘

尾白の湯

浅間温泉

白州・尾白の森名水公園べるが

富士乃湯

竜王ラドン温泉ホテル

浅間温泉

湯ーとぴあ

ホットプラザ浅間

昼神温泉

浅間温泉

犬鳴山温泉

料理旅館 むらさわ

ひなの湯

不動口館

昼神温泉

浅間温泉

天見温泉

お宿 山翠

香 蘭 荘

南天苑

昼神温泉

浅間温泉

東大阪 石切温泉

保養センター尾張あさひ苑

尾上の湯旅館

ホテルセイリュウ

ホテルタングラム

和歌山県

蓼科親湯温泉

岡山県

昼神温泉

飯伊森林組合 昼神荘

ホテル シェラリゾート白馬

兵庫県

昼神温泉

癒楽の宿 清風苑

日長庵 桂月

萃 sui 諏訪湖

昼神温泉

下呂温泉

下呂観光ホテル 本館

旅の玉手箱 おとぎ亭光風

下呂観光ホテル しょうげつ

昼神温泉

下呂温泉

懐石と炉ばたの宿 吉弥

白樺ホテル

福岡県

下呂温泉

高知県

昼神温泉

徳島県

上諏訪温泉

鳥取県

昼神温泉

山口県

上諏訪温泉

し ん ゆ

岐阜県

昼神温泉

ユルイの宿 恵山

万葉茶寮 みさか

京の宿 日昇別荘

大阪府

昼神温泉

懐古ロマンの宿 季さら

京都府

長野県

浅間温泉

ホテルおもと

三重県

山梨県

山中温泉

花・彩朝楽

昼神グランドホテル 天心

5

伏尾温泉

不死王閣

神戸みなと温泉

蓮

南紀勝浦温泉

ホテルなぎさや
湯郷温泉

ゆのごう美春閣
きくがわ温泉

サングリーン菊川
三朝薬師の湯

万翆楼
新祖谷温泉

ホテルかずら橋
北川村温泉

ゆずの宿
御宿はなわらび

認定 NPO 法人 J.POSH
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日帰り温 泉
ネットワーク
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 絢 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
宮 城 県
•仙台湯処サンピアの湯
仙台市若林区蒲町東 4-2‥ ‥‥‥ ☎ 022-352-4126
•やまびこの湯
仙台市太白区西多賀5-24-1‥ ‥‥ ☎ 022-302-7626
山 形 県
•肘折温泉 肘折いでゆ館
最上郡大蔵村大字南山 451-2‥ ‥ ☎︎ 0233-34-6106
•黄金温泉 カルデラ温泉館
最上郡大蔵村大字南山 2127-79‥ ☎︎ 0233-76-2622
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
•北橘温泉 ばんどうの湯
渋川市北橘町下箱田６０５−５‥‥ ☎︎ 0279-60-1126
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
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

認定 NPO 法人 J.POSH

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。

•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
•前野原温泉 さやの湯処
板橋区前野町 3-41-1‥ ‥‥‥‥‥ ☎︎ 03-5916-3826
•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 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
新 潟 県
•天然温泉 麻生の湯
長岡市麻生田町南谷 2063‥‥‥‥ ☎︎ 0258-31-9300
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
•ふくい健康の森
（生きがい交流センター）
福井市真栗町47-51‥‥‥‥‥‥‥ ☎︎ 0776-98-5801
長 野 県
•山と渓流の宿 仙流荘
伊那市長谷黒河内1847-2‥ ‥‥‥ ☎ 0265-98-2312
山 梨 県
•富士眺望の湯ゆらり
南都留郡鳴沢村 8532-5‥‥‥‥‥ ☎ 0555-85-3126
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
•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
京 都 府
•京都桂温泉 仁佐衛門の湯
京都市西京区樫原盆山 5‥ ‥‥‥ ☎︎ 075-393-4500
大 阪 府
•極楽湯 堺泉北店
堺市南区豊田 825‥ ‥‥‥‥‥‥ ☎ 072-295-4126
•蔵前温泉 さらさのゆ
堺市北区蔵前町 1-3-5‥‥‥‥‥‥ ☎︎ 072-252-1533
•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
•岩塩温泉 和らかの湯
兵庫県尼崎市東七松町 2-4-32‥ ‥ ☎ 06-6481-4126
奈 良 県
•極楽湯 奈良店
奈良市大安寺町 510‥ ‥‥‥‥‥ ☎ 0742-32-1126
山 口 県
•割烹旅館 寿美礼
下関市竹崎町三丁目13-23‥‥‥‥ ☎ 083-222-3191
•竜崎温泉 潮風の湯
大島郡周防大島町東安下庄 685-2‥☎ 0820-77-1324
佐 賀 県
•世代間交流センター やすらぎ荘
唐津市浜玉町東山田 2201‥‥‥‥☎︎ 0955-56-2800
大 分 県
•北浜温泉テルマス
別府市京町 11番1号‥ ‥‥‥‥‥ ☎︎ 0977-24-4126
•竹瓦温泉
別府市元町１６−２３‥‥‥‥‥‥ ☎ 0977-23-1585
宮 崎 県
•極楽湯 宮崎店
宮崎市高千穂通 1-3-22‥ ‥‥‥‥ ☎ 0985-61-4126
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新型コロナウイルスに関する支援

新型コロナウイルスの感染が全国に広がり、
「緊急事態宣言」が発令される状況に至りました。この影響は、
まったく予測がつきません。各家庭の環境も大きく変化しております。そこで、認定 NPO 法人 J.POSHとしまして
は
「奨学金まなび」の奨学生に対して、
次の２種の支給を行いました。

１．
「まなび卒業生特別支援金」 今春の卒業生に対し、５万円を支給。５月７日振込済
２．
「奨学金特別増額」 奨学金受給の継続生、および新規生に対して４万円の増額
１.「まなび卒業生特別支援金」今春卒業し就職した人も進学した人も、コロナ禍
のために、
思い描いていた新しい生活にはならず、
経済的にも不安に過ごされてい

ご寄附をして
下さった皆様の
おかげで、これらの
支援が実現できました。
改めて感謝申し
上げます。

るであろう中、
もう少し応援すべく、
特別支援金として支給を決定いたしました。
２. 継続生については前期分に４万円増額の１０万円を５月１日に振り込みました。
新規生に対しては、
決定次第支給致します。
今は、ただ新型コロナウイルスの感染が収束し、以前の活気が戻ることを祈るのみです。
嬉しいことに受給生から感謝の便りが届きましたので、少し紹介させていただきます。

奨学金まなび
鳥取県

卒業生特別支援金へ受けて

卒業生の声

Ｓさん

愛知県

Ｏさん

母子家庭に生まれた僕は、常に金銭面の問題

母の治療は、現在も続いています。治療しながら

に悩まされてきました。そして、母が乳がんを患っ

ダブルワークで働き大学進学へも応援してくれる母

たことで、不安はより一層大きなものとなりました。

の為にも費用の安い国立を目指して頑張りましたが

本当に自分は大学に進めるのだろうか。そのよう

残念ながら家から通える地元の国立は不合格でし

な心配を抱えていた私にとって
「Ｊ.ＰＯＳＨ奨学金

た。地元の私立大学へ進学することになりました。

まなび」は大きな支えとなってくれました。

なんとかバイトをして家計を支えるつもりが、コロナ

埼玉県

でこんなことになってしまい…。そんな中での今回

Ｓさん

私の家は、
母子家庭で母が癌です。お金の支給
のおかげですごく助かりました。本当に感謝して

のご好意はとても助かります。ありがとうございます。
東京都

Ｈさん

おります。昨年夏、進学か就職かの時に、進学した

おかげさまで、大学に進学できましたので、これ

くってという考えでしたが、暮らしていくためには

からも学び続ける事が出来ます。それでも、授業

働かなければと思い就職しました。

料等費用は嵩むので、
この度の 5 万円はすごく助か
ります。高校を卒業してまで、援助してもらえたこ

J.POSHまなび奨学金は乳がんで亡くなられた、また

とに驚きと感謝しかないです。

は闘病中の保護者を持つ高校生に、年間12 万円
（無返
済）を支給する奨学金です。今年は特に多数の応募がありました。さらに多くの給付ができればと思います。ご寄附をお願いします。
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
銀行名：三菱 UFJ 銀行 大阪営業部
口座番号：普通 3 8 3 9 3 67

郵便振替
口座名：J.POSH 奨学金まなび
口座番号：0 0 9 8 0 - 8 -14 5 817
クレジットカード
J.POSH ホームページからお願いします。
ht tp://www.j- posh .com/about /fund/manabi/
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事務局からのお知らせ
触診モデルの貸し出しについて

今年のJMS は１０月１８日です

触診モデルは、不特定多数の方が触るものであ

JMSも参加医療機関を募集しております。実

りますので、新型コロナの感染防止のため、現在は

際の開催に関しましては、１０月の新型コロナの

貸し出しを中止させて頂いております。再開につき

感染状況から、各医療機関様が個別で判断して

ましては、
世の中の状況を見ての判断と致します。

いただければ結構です。申し込んでいたけれど、

啓発パネルは、９月から貸し出し再開しますので、
ご予約を承っております。

キャンセル～という場合もありうる事も承知の上で、
J.POSHとしましては、
例年通りの準備はしておりま
す。COVID19 が一定の収束をしていることを祈る
ばかりです。

啓発ティッシュ配りキャンペーン
今年も、啓発ティッシュ配りキャンペーンを実施
致します。新型コロナ感染防止対策をしての配布
方法を考えて行って頂きますようお願い致します。
今年は、
例年より、
数を減らしての実施と致します。

J.POSH 奨学金まなび
今年は４月から全国の学校が休校であったこと
から、生徒に告知が難しいと先生方からのお声も

啓発ティッシュのデザイン

あり、また申請に必要な学校が発行する証明書を
もらいにくい等の状況から、締め切りを２週間延長
いたしました。よって、当誌発行時点では受給者
の選考がまだ完了しておりません。
（６月１０日現
在）締切後はすみやかに次の手続きに進み7月上
旬には振込を開始する予定です。

ピンクリボンNEWS あとがき
世界中を震撼とさせ、人や物の交流をピタリと止め

果関係はない」という専門家の発言もありました。乳

てしまった恐ろしい
「新型コロナウイルス」。日本でも

がん闘病中の皆さんには気になるニュースであったこ

2020 年４月7日に出された
『新型コロナウイルス感染

とでしょう。明るい光は世界中でウィルスに有効な

症緊急事態宣言』により、街の様相が一変してしまい

薬の開発、既存薬の効能確認などが急がれているこ

ました。在宅勤務やオンライン授業、オンライン飲み

と。過去、幾多のウィルスや疫病に打ち勝ってきた人

会…など新しい事象の出現に、これまでとは大きく異

類。明るい未来が待っていることを信じましょう。

なる社会の未来を語る向きも少なくありません。それ

今回コロナ禍で、
「奨学金まなび」受給生で今春

にしてもこの病気の恐ろしさを知らしめたのは志村け

卒業した方たちに、支援金を支給しました。そのお

んさん、岡江久美子さん、お二人の感染による突然の

礼のお手紙を読み久々に熱いものを感じました。
（I.T）

死でした。発覚・発症から旬日ありやなしやで死に至

追伸、これまでイニシャルをT.Iとしてきましたが、

るその恐ろしさー。岡江さんについて
「乳がん手術を

当ニュースを愛読する友人から
「今、世界標準は姓、

受け、放射線治療を受けていたことで免疫力が足りな

名前の順だ」と忠告を受けました。調べてみると確

かった」と報じられましたが、TVのチャンネルをあち

かに。今号から姓を先に名を後にさせてもらいま

こち回していると、
「放射線治療と免疫力とは直接因

す。IT
（情報技術）とは縁遠い男ですが…。
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