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31 歳の乳がん罹患から 8 年が経過し初めて

同世代の仲間が集うPink Ring のイベントを

体感した時の感想です。

罹患 2 年目からは「同病者の力になりたい」

と想い、自分自身が 手 術を受けた乳 腺 外 科

で看護師として勤務しています。勤務後 CNJ

（キャンサーネットジャパン）認定乳がん体験者

コーディネーターの資格も取得し、そこでの学

びも活かしながら乳がん看護に従事してきま

した。そんな中、CNJ 様からの紹介で若年性

乳がん患者支援団体 Pink Ring の北海道初

開催イベントに携わる機会を頂きました。「自

分のがん体験」と「医療職」の両面を活かして

同病の方をサポートしたいという一心でそれま

で歩んできましたが、白衣を着ることでカモフ

ラージュされていた「乳がんサバイバー」とい

う自分自身の内側の想いと罹患当時に抱えて

いた孤独な想い、そして何年経過しても再発に

対する不安はゼロにはなっていない想い、そん

な様々な想いが表面化した時間でした。同じ

想いの若年性の仲間がこんなに近くにいたん

だ、頑張ってきたのは私だけじゃないんだ、ひ

とりじゃないんだと強く感じ、深い安堵感から

冒頭のような感覚につながったのだと思います。

「恋愛・結婚」「妊娠・出産」「子育て」「就

労」「お金」など、若年特有の多様な問題を抱

える方が多いにも関わらず、同世代の患者同

士が出会い、情報交換などの交流ができる場

所は少なく孤独を抱えがちです。また北海道

は広大な地域性からも同世代の仲間に出会う

機 会は更に乏しいのが実情です。自分の体

験も通して若年性乳がん患者の居場所の必要

性を強く感じ 2018 年から「Pink Ring 北海道

branch」を設立させて頂き活動がスタートし

札幌ことに乳腺クリニック
看護師

PinkRing北海道branch
代表

永井 都穂美

「窮屈だった心がフワッと緩み、
全身があたたかくなる感覚」

若年性乳がん患者は全乳がん患者の
２～４％と言われています。

「Pink Ring 北海道 branch」のメンバーのみなさま
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ました。「ひとりじゃないよ、同じ気持ちの仲間

がいるよ」という当会の大切な想いと共に、若

年性乳がん特有の悩みや不安を共有しあえる

コミュニティの提供、そして病気や治療と向き

合う上での必要な正しい情報の提供を行って

います。

「真っ暗なトンネルにひとりぼっちで出口が

見えなかったけれど、同世代の仲間と出会っ

て光が差した」「正しい知識を得ることで安

心できた」そんな感想を頂くたびに、張り詰め

ていた表情が笑顔になっていく姿を見るたび

に、ここにはがん体験者同士だからこそできる

コミュニケーションと価値があり、お互いの存

在だけでも安心感や勇気が生まれる空間だと

感じています。現在はコロナ禍の終息も見えず、

罹患や治療だけでも不安で辛いなか、感染に

対する不安や仲間と集う機会も制限され窮屈

な思いを抱かれている方も多いと思います。そ

して今もなお、孤独に乳がんと向き合っている

方もいらっしゃいます。このような状況下で今

の私たちにできることを模索し、今 年初春に

J.POSH 様の助成金も活用させて頂きながら、

私たちの想いが詰まった動画を作成致しまし

た。北海道在住の映像作家さんの手によるも

ので、この動画を通じて体験者の方にはもちろ

ん、体験者じゃない方にも当会の想いや活動

を知ってもらい、体験者の方には「あなたはひ

とりじゃないよ」というメッセージを、そして、体

験者じゃない方には「動画の女性たちは特別で

も、不憫でもなく、皆さんと同じように日常の暮

らしを営みながら希望を持って生きている」と

いうことをお伝えしていきたいと思っています。

そして同時に誰にでも起こりうる身近な病気で

あることも認識してもらえる啓発活動にもつな

げていきたいと思っています。

がんはマイノリティではなく多様性の中のひ

とつであり、その多様性を認め合うことで「お

互いさま」が当たり前の、やさしい社会になっ

てほしいと願っています。そして私たちの活動

がそのような社会実現の一助になれるようこ

れからも心を込めて活動を進めて参ります。

動画 【Pink Ring 北海道 branch】　～ いのちの勲章を胸に ～

動画はYoutubeの「若年性乳がんサ

ポートコミュニティPink Ring」チャ

ンネル内で公開されています。

ご視聴は下記URLへアクセスいただ

くか、スマートフォンで下のQRコード

を読み取りして下さい。

https://youtu.be/QJXJgwIx03I

Pink Ringでは、乳癌学会やピンクリボンフェスティバルな

ど、がんに関連する様々なイベントでブースを出展していま

す。写真はブースで頒布された【Pink Ring】公式グッズで

す。詳細・その他のグッズの情報等は Pik Ringホームペー

ジ（https://www.pinkring.info）へアクセスしてください。
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国に拡大する「乙女温泉」 「Reborn.R」（リボンアール）全

兵庫県尼崎市の乳がん経験者コミュニティ

「Reborn.R」（リボンアール）の代表・渡辺愛さ

ん（49）が立案し、始めた「乙女温泉」が全国に

広がりを見せています。乙女温泉は同市内の

銭湯「蓬莱湯」の協力のもと、同湯の定休日に

乳がん経験者が手術痕を気にすることなく開

放された湯船でのびのびと入浴を楽しみ、参加

者同士の語りの場を設けるという催し。

2018 年 6月に乳がん手術を受けた渡辺さんが

立ち上げたリボンアールのアンケートに寄せら

いを持った人がいる」と、乙女温泉の実現に向

け動き始めました。渡辺さんからの相談に快く

会場を提供してくれたのが同市内の銭湯「蓬萊

湯」。同湯は公衆浴場法に基づくいわゆる“銭

湯”ですが、自前で掘った温泉の源泉かけ流し

湯もあり、 遠方からの常連客も少なくないとい

う人気の湯。経営者の稲里美（いなさとみ）さ

ん（61）は 「私自身生死をさまよう病気を経験し

た事があり、乳がん経験者の皆さんの気持ちは

よく分かります。相談を受けたとき、協力を即

答しました」と。渡辺さんは「稲さんが『幾つに

なっても女性は乙女よねぇ』とおっしゃったこと

ばがひらめき、乙女温泉と名付けさせて頂きま

した。 全国どこででも、同じ志を持った方々と

一緒にこの活動を開催できるように乙女温泉の

名称を商標登録しました」と言います。乙女温

泉の3 つの“お約束”は①運営スタッフに乳がん

経験者がいること②施設全館を女性限定とし

て男湯も女湯として使用③交流スペースの確保。

乙女温泉はSNSを通じて全国に広がってい

ます。新型コロナウイルスの急激な感染拡大の

状況下にあって、開催時期は“様子見”状態では

あるものの、北海道（複数）、新潟、滋賀、京都、兵

庫、東京（複数）…などの各施設で実施の方向

にあります。乙女温泉の狙いについて渡辺さん

は「『ゆったり湯に浸かれて気持ちよかった』だ

けでなく、お互いの経験や想いを聴いたり話した

りすることで、乳がん経験者の皆さんがまた社会

とつながるきっかけになれば」と語っています。

地域の銭湯を女性限定の貸切にして“ゆったり”と語りの場設ける

「
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れた「銭湯に行きたいけど行けない」という声

に共感した渡辺さんが、同じ思いのサバイバー

は少なくはないはずと呼びかけ、20 年10月に

乳がんの経 験 が 有る・無いに関わらず 30人

ほどの女性が集まって第 1回目を開催しまし

た。開催頻度は不定期で、第 2 回目は 21年３月

に大阪市の「昭和湯」で、6月には北海道函館

市の「笑 函館屋」で開催。湯上り後、参加者の

皆さんは自らの乳がん体験や想いを語り合っ

たということです。リボンアールの活動の1つ

は、乳がん経験者の経験談を募り、SNSで紹介

する活動。寄せられた声から生まれたのが「乙

女温泉」。渡辺さん自身も温浴施設が好きでよ

く足を運んでいましたが、手術後は足が遠のい

ていました。SNSで「乳がんになって気付いた

こと」をアンケートしたところ「銭湯に行きたい

けど行けない」という意見が目に留まり「同じ思
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族で湯ったりキャンペーン２０２１参加施設一覧家
2021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。詳細のご案内と申し込み方法は、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。）でご確認ください。本年も、コロナ禍にもかかわらず 26 施設の参加を頂き心から感謝申し上げます。

読者の皆さまへ心和む温泉気分を感じて頂きたく、ご協力施設様の写真を掲載いたしました。（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。）

①北海道
塩別つるつる温泉
2～4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/11～6/30までの平日

【利用不可】

2/10、2/22、4/28～5/5および特定日

②秋田県
男鹿温泉郷　萬盛閣
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/3～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

③秋田県
からまつ山荘　東兵衛温泉
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/6～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※毎週（火曜・水曜）は休館日です。

④岩手県
結びの宿　愛隣館
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/17～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※利用日は、平日のみ。

事前に要問合せ。

⑤新潟県
マリンホテルハマナス
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/6～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

⑥栃木県
かんすい苑　覚楽
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

ＧＷ期間及び特定日

下記の温泉施設に抽選で各1組
ご希望の施設を
おひとつ選び、
裏面の用紙にて
ご応募下さい

※施設により宿泊条件が
　変わります。ご注意下さい

11月10日
まで

応募
締切2021年

当選発表
2021年12月中旬頃
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⑦栃木県
奥那須・大正村 幸乃湯温泉
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/15～6/30までの平日

【利用不可】

4/29～5/4および特定日

⑧栃木県
益子舘里山リゾートホテル
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/10～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

⑨群馬県
老神温泉　伍楼閣
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/5～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※貸切露天風呂30分サービス、

　湯あみ着一枚無料貸与。

　人口乳房体験（エピテーゼ）1日500円

⑩群馬県
如心の里　ひびき野
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※お食事会場、お食事内容は

　おまかせになります。

⑪群馬県
小野上温泉 SUNおのがみ
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/11～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※予約の際、事前に施設へ

　日程を確認いただきます様

　お願い致します。

⑫長野県
浅間温泉　富士乃湯
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/11～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※不定休の為、空き状況をご確認ください。

⑬長野県
昼神温泉　万葉茶寮みさか
2～4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

4/1～4/15、4/26～5/6および特定日
バリアフリーではありませんので階段の利用が
できる方。食事などの制限があればお伝えください。
コロナ禍で対策はしていますが、入浴着は肌に
付けるものですので各自ご用意してお持ちください。

⑭山梨県
田中屋旅館
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※ご予約状況により、お受けで

　きない日もございます。まずは

　お問合せお願い致します。

⑮静岡県
伊豆・伊東　金目鯛の宿 こころね
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/6～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※火曜・水曜は、休館日の為

　利用不可です。

⑯岐阜県
下呂観光ホテル
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/6～6/30までの平日

【利用不可】

2/10～11、2/20～23、4/28～5/6および

全ての祝祭日と休前日

※増員の場合は1名につき

 　14,450円(税込)となります
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⑰岐阜県
高山グリーンホテル
2～4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

4/14、GW期間および特定日

⑱岐阜県
ぎふ長良川温泉 ホテルパーク
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/12～6/30までの平日

【利用不可】

1/17～1/28、GW期間および特定日

※岐阜県産のにんじんジュース

　お一人一本ずつプレゼント

⑲愛知県
ホテル　明山荘
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/5～6/30までの平日

【利用不可】

4/29～5/4および特定日

※全館貸切や全館休業の場合があります。

⑳滋賀県
びわ湖花街道
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

4/29～5/7および特定日

㉑三重県
季さら別邸 刻（Toki）
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/1～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※火曜休館の日程が多い為、

　公式HPで販売している日程をご覧ください。

㉒大阪府
東大阪石切温泉
ホテル セイリュウ
2名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

㉓大阪府
あまみ温泉　南天苑
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/4～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※築108年の木造旅館ですので

　エレベーターやエスカレーターはありません。

　1階をご希望の場合はご予約時にお伝えください。

㉔鳥取県
三朝薬師の湯　万翆楼
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/1～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

㉕山口県
下関市営宿舎
サングリーン菊川
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/12～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

㉖福岡県
御宿　はなわらび
4名様（1泊2食付）
【期間】

2022年1/11～6/30までの平日

【利用不可】

GW期間および特定日

※定休日は不定休となっております

　のでお問い合わせください
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家族で湯ったりキャンペーン
2020当選者様のご感想

（一部抜粋）

東京都　Ｅさん

親切、丁重に接客頂き、素敵な旅行となりました。

　乳がんでも心置きなく温泉に浸かれるようにと貸

切風呂を用意して下さり嬉しかったです。お料理も

格別な味で、夕食、朝食共に堪能することができま

した。受付の方が観光地や、お土産を買える「道の

駅」等を教えて下さったおかげで観光を楽しむこと

ができました。ちょうどいちご狩りもできる時期で

したので、家族でイチゴの食べ放題を楽しみました。

　乳がんの告知から約1年2か月。半年間の抗が

ん剤と、手術というつらい体験を乗り越え、家族皆

で温泉旅行に行けたことは、まるで、頑張ったご褒

美のように感じられました。そして、結婚20年目の

良い思い出旅行になりました。

岩手県　Ｋさん

乳がんになる前にも、なってからも家族で温泉に

いきたいなぁ～と思いながら応募しました。当選

の便りにはとても驚いて、その後ジワジワと楽しく、

わくわくに変わりました。

　乳がんから3年無事過ごせた事にとても感謝し

ております。娘の高校卒業、息子の小学校卒業と、

とても記念になる今年、小学校卒業の日に家族

で出かけました。乳がんの告知はショックでした。

乳がんでたくさんの同じ病気の方にも出会いまし

た。優しさにふれました。今回宿泊の予約の受

付電話、当日のお食事、食事のご担当の方にはお

世話になりました。お布団敷の早業に息子は大喜

びでした。お部屋も眺めも良く、とても心地良い

幸せな時間でした。涙が・・・なんだかあふれ

て・・・感謝の気持ちでいっぱいです。私の周り

でも検診をためらう方も多いのですが、早期発見、

早期治療みんなが笑顔でいれますようにと最後の

アンケートにも思わず書いてしまいました。最高

の時間を本当にありがとうございました。

東京都　Ｈさん

乳がん発覚し、病院通いの生活。コロナ禍の中、自

分自身の生活も一変し、正直辛い日々でした。しか

し、生活の中、家族がたくさん支えてくれ、乗り越え

てくることができました。何か私にもできることはな

いかと思っていた所、病院の待合でこのキャンペー

ンに出会い、応募させていただきました。当選のご

連絡をいただき、「まさか！」と驚きました。コロナ

禍の影響もあり、伺うことが難しいと思っていました

が、タイミングよく宿泊できました。家族にとっても

久しぶりの温泉で、本当にゆったりと過ごさせてい

ただくことができ、有意義な時間となりました。親

孝行ができるきっかけをいただけて、感謝の気持ち

でいっぱいです。ありがとうございました。

奈良県　Ｔさん

やっと宿泊することができて嬉しかったです。

手術をしてから9月で2年になりますが、当初バス

タイムカバーを着用しての入浴は、なかなか理解

されず電話で問い合わせても良い返事はもらえ

ませんでした。ある時年配の女性が電話に出ら

れ、「お風呂は裸で入るものです」とものすごい

剣幕で言われた時はつらかったです。着用がそ

んなに悪いことかと自問する日々でした。でも理

解を示してもらえる施設もあり今では常連です。

　自問する中、「家族で湯ったりキャンペーン」を

知り、応募したところ運よく当選のお知らせを頂

いた時、これで人目を気にせず大好きなお風呂に

入れると思ったら泣けてきました。
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2021年度参加医療施設一覧 （2021年 9月20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　https://jms-pinkribbon.com

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。

2021年

10月17日日曜日は

乳 が ん 検 査 を 受 け る 事
が で き る 日 曜 日 で す

北 海 道

 NTT東日本札幌病院 ………………………札幌市中央区南1条西15丁目

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

 札幌厚生病院 ………………………………… 札幌市中央区北3条東8-5

 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

 勤医協中央病院 …………………………… 札幌市東区東苗穂5条1-9-1

 天使病院………………………………………… 札幌市東区北12条東3-1-1

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

 札幌東徳洲会病院※10/16(土)実施 ……… 札幌市東区北33条東14-3-1

 札幌禎心会病院※10/16(土)実施 … 札幌市東区北33条東1丁目3番1号

 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

 東札幌病院 ……………………………… 札幌市白石区東札幌三条3-7-35

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

 北海道大野記念病院 ……………………… 札幌市西区宮の沢2条1-16-1

 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

 手稲渓仁会病院 ……………………………札幌市手稲区前田1条12-1-40

 函館五稜郭病院 …………………………………… 函館市五稜郭町38-3

 市立函館病院 …………………………………………… 函館市港町1-10-1

 北美原クリニック ………………………………………函館市石川町350-18

 秋山記念病院※10/16(土)実施 …………………………函館市石川町41-9

 函館病院 ……………………………………………… 函館市川原町18-16

 共愛会病院 ………………………………………………函館市中島町7-21

 函館市医師会病院 ………………………………… 函館市富岡町2-10-10

 函館赤十字病院 …………………………………………函館市堀川町6-21

 函館中央病院 …………………………………………… 函館市本町33-2

 直江クリニック ……………………………………………小樽市豊川町3-10

 森山病院 ………………………………………………旭川市宮前2条1-1-6

 市立旭川病院 ………………………………………… 旭川市金星町1-1-65

 旭川がん検診センター ……………………………旭川市末広東二条6-6-10

 市立室蘭総合病院※10/24(日)実施 ………………… 室蘭市山手町3-8-1

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

 釧路協立病院※10/10(日)実施 …………………………釧路市治水町3-14

 市立釧路総合病院※10/16(土)実施 ……………………釧路市春湖台1-12

 釧路労災病院 ………………………………………… 釧路市中園町13-23

 北斗病院 …………………………………………… 帯広市稲田町基線7-5

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

 王子総合病院 ……………………………………… 苫小牧市若草町3-4-8

 江別市立病院 …………………………………………江別市若草町6番地

 総合病院伊達赤十字病院※10/24(日)実施 …………… 伊達市末永町81
青 森 県

 青森新都市病院 …………………………………………… 青森市石江3-1

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

 八戸市総合健診センター ………………………………… 八戸市青葉2-17-4

 ﾒﾃ ｨ゙ｶﾙｺｰﾄ八戸西病院付属 八戸西健診ﾌ ﾗ゚ｻﾞ ……八戸市長苗代字中坪74-1

 十和田市立中央病院………………………………十和田市西十二番町14-8
岩 手 県

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

 岩手県予防医学協会 ……………………………………盛岡市北飯岡4-8-50

 一関病院 ……………………………………………… 一関市大手町3-36
宮 城 県

 イムス仙台クリニック※9/26(日)実施 … 仙台市青葉区一番町2-4-1 読売仙台一番町ﾋ ﾙ゙4F

 イムス明理会仙台総合病院 ……………………… 仙台市青葉区中央4-5-1

 仙台徳洲会病院 ……………………………仙台市泉区七北田字駕篭沢15
秋 田 県

 JCHO秋田病院 …………………………………………… 能代市緑町5-22

 本荘第一病院 ……………………………………… 由利本荘市岩渕下110
山 形 県

 篠田総合病院 ……………………………………………… 山形市桜町2-68
福 島 県

 竹田綜合病院 ………………………………………… 会津若松市本町1-1
茨 城 県

 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

 木根淵外科胃腸科病院 ………………………………… 坂東市辺田1430
栃 木 県

 宇都宮東病院　健診センター ………………… 宇都宮市平出町368番地8

 菅間記念病院…………………………………… 那須塩原市大黒町2番5号
群 馬 県

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

 ソレイユあさひクリニック ……………………………… 前橋市朝日町1-35-9

 狩野外科医院 ………………………………………… 前橋市日吉町4-45-1

 高崎中央病院 ………………………………………… 高崎市高関町498-1

 桐生厚生総合病院 ……………………………………… 桐生市織姫町6-3

 伊勢崎市民病院 ………………………………… 伊勢崎市連取本町12-1

 おおたブレストクリニック ……………………………… 太田市西本町44-14

 イムス太田中央総合病院 …………………………… 太田市東今泉町875-1

 公立富岡総合病院 …………………………………………富岡市富岡2073-1

 角田病院 ………………………………………… 佐波郡玉村町上新田675-4
埼 玉 県

 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

 ティーエムクリニック ……………………………………… 熊谷市三ヶ尻48

 川口工業病院 乳腺外科 診療所 ……川口市青木1-18-21 ﾌ ﾗ゙ﾝｽ 川゙口元郷1･2F

 埼玉協同病院 ………………………………………………川口市木曽呂1317

本年度は、コロナ禍の影響にもかかわらず多数の施設のご協力を得ております。

多忙な平日を過ごしておられる方々に是非受診していただきたいと願っております。
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 行田中央総合病院 ……………………………………行田市富士見町2-17-17

 所沢第一病院 …………………………………………所沢市下安松1559-1

 所沢市保健センター ……………………………………所沢市上安松1224-1

 庄和中央病院※10/24(日)実施 ……………………… 春日部市上金崎28

 春日部中央総合病院 …………………………………… 春日部市緑町5-9-4

 上尾中央総合病院 …………………………………… 上尾市柏座1-10-10

 戸田中央総合健康管理センター …………………… 戸田市上戸田2-32-20

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

 ＴＭＧあさか医療センター …………………………… 朝霞市溝沼1340-1

 ＴＭＧサテライトクリニック朝霞台 …………………… 朝霞市西弁財1-8-21

 あさか台乳腺クリニック …………………… 朝霞市東弁財1-5-18 ｶﾛｰﾀ3階

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

 新座志木中央総合病院 ………………………………… 新座市東北1-7-2

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

 八潮中央総合病院 ……………………………………… 八潮市南川崎845

 三愛会総合病院 ………………………………………… 三郷市彦成3-7-17

 吉川中央総合病院 ……………………………………… 吉川市平沼111番地

 伊奈病院 ………………………………… 北足立郡伊奈町大字小室9419

 内田クリニック ………………………………… 北足立郡伊奈町内宿台5-4

 イムス三芳総合病院 …………………………… 入間郡三芳町藤久保974-3
千 葉 県

 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

 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 ﾗ゙ﾝﾄ゙ ﾓｰﾙ1F

 市川乳腺クリニック ………………… 市川市市川2-1-4 Wakoukai Bldg.5F

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

 セコメディック病院※10/24(日)実施 ………………… 船橋市豊富町696-1

 船橋総合病院 ………………………………………… 船橋市北本町1-13-1

 安房地域医療センター …………………………………… 館山市山本1155

 松戸乳腺クリニック ………………………… 松戸市松戸2000 ｳ ｧ゙ﾝﾃｱﾝ 1F

 三和病院 ………………………………………………… 松戸市日暮7-379 

 成田赤十字病院 健康管理センター※10/24(日)実施 …成田市飯田町90-1

 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

 谷津保健病院 ………………………………………… 習志野市谷津4-6-16

 習志野第一病院 ……………………………………習志野市津田沼5-5-25

 東葛病院 …………………………………………………… 流山市中102-1

 千葉愛友会記念病院 …………………………………… 流山市鰭ヶ崎1-1

 セントマーガレット病院 ………………………………… 八千代市上高野450

 新浦安虎の門クリニック ……………………………… 浦安市日の出2-1-5

 印西総合病院………………………………………………印西市牧の台1-1-1

 国保匝瑳市民病院 …………………………………匝瑳市八日市場ｲ-1304
東 京 都

 イムス八重洲クリニック※10/10(日)実施 …… 中央区京橋2-7-19 京橋ｲ ｽーﾄﾋ ﾙ゙5F

 AIC八重洲クリニック画像検査センター … 中央区日本橋2-1-18 AIC八重洲ｸﾘﾆｯｸﾋ ﾙ゙

 芝健診センター …………………………………………… 港区新橋6-19-21

 大久保病院 …………………………………………新宿区歌舞伎町2-44-1

 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 ﾊ゙ ﾙﾋ ｿ゙ ﾝ゙ 87ﾋ ﾙ゙4F

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

 茗荷谷乳腺クリニック …………………… 文京区大塚 1-5-18 大伴ﾋ ﾙ゙4階

 永寿総合健診・予防医療センター ……… 台東区東上野3-3-3ﾌ ﾗ゚ﾁﾅﾋ ﾙ゙ 2F

 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

 田園調布中央病院 ………………………………… 大田区田園調布2-43-1

 玉川病院 ……………………………………………… 世田谷区瀬田4-8-1

 久我山病院 ……………………………………… 世田谷区北烏山2-14-20

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

 JR東京総合病院※10/23(土)実施 ………………… 渋谷区代々木2-1-3

 新宿ロイヤル診療所 ………………………… 渋谷区代々木2-9 久保ﾋ ﾙ゙2階

 東京衛生アドベンチスト病院 …………………………… 杉並区天沼 3-17-3

 池袋ロイヤルクリニック※10/10(日)実施 … 豊島区東池袋1-21-11 ｵｰｸ池袋ﾋ ﾙ゙ﾃ ｨ゙ﾝｸﾞ8F･9F･10F

 いとう王子神谷内科外科クリニック … 北区王子5-5-3 ｼ ﾒーｿ ﾝ゙王子神谷3F

 大橋病院 ………………………………………………… 北区桐ヶ丘1-22-1

 板橋中央総合病院 …………………………………… 板橋区小豆沢2-12-7

 葛飾区保健所 ………………… 葛飾区青戸4-15-14 健康ﾌ ﾗ゚ｻ がつしか内

 八王子山王病院 ……………………………… 八王子市中野山王2-15-16

 新町クリニック　健康管理センター …………………… 青梅市新町 3-53-5

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

 調布東山病院 ……………………………………… 調布市小島町2-32-17

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

 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

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

 西東京中央総合病院 ……………………………西東京市芝久保町2-4-19

 佐々総合病院 ……………………………………… 西東京市田無町4-24-15
神 奈 川 県

 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

 聖隷横浜病院 ……………………………… 横浜市保土ｹ谷区岩井町215

 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

 金沢文庫病院 ………………………………横浜市金沢区釜利谷東2-6-22

 横浜医療センター …………………………………横浜市戸塚区原宿3-60-2

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

 戸塚共立第１病院付属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 ﾙ゙ 6階

 さつき台診療所 …………………………………横浜市港南区大久保3-39-6

 横浜旭中央総合病院 ……………………………横浜市旭区若葉台4-20-1

 京浜保健衛生協会 …………………………… 川崎市高津区上作延811-1

 平塚共済病院 ………………………………………………平塚市追分9-11

 平塚市民病院 …………………………………………… 平塚市南原1-19-1

 湘南記念病院 ……………………………………………鎌倉市笛田2-2-60

 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 ﾙ゙2F

 藤沢市保健医療センター診療所 …………………………藤沢市大庭5527-1

 山近記念総合病院………………………………… 小田原市小八幡3-19-14

 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
富 山 県

 中村記念病院 ……………………………………………… 氷見市島尾825
石 川 県

 城北病院 ………………………………………………… 金沢市京町20-3

 KKR北陸病院※11/28(日)実施 ………………… 金沢市泉が丘2-13-43
福 井 県

 福井県済生会病院 ……………………………… 福井市和田中町舟橋7-1

 市立敦賀病院※11/14(日)実施 ………………………敦賀市三島町1-6-60

 春江病院 ……………………………………………坂井市春江町針原65-7
山 梨 県

 富士川病院 …………………………………… 南巨摩郡富士川町鰍沢340-1
長 野 県

 丸の内病院 …………………………………………………… 松本市渚1-7-45

 相澤健康センター ………………………………………… 松本市本庄2-5-1

 長野県立信州医療センター ………………………… 須坂市大字須坂1332

 前澤病院※9/26(日)実施 …………………………… 駒ヶ根市上穂南11-5

 北信総合病院 ………………………………………………… 中野市西1-5-63

 佐久総合病院 ……………………………………………… 佐久市臼田197

 東御市民病院※10/24(日)実施 …………………………… 東御市鞍掛198

 高橋医院 …………………………………………… 安曇野市穂高5622-1
岐 阜 県

 加納渡辺病院 ………………………………………岐阜市加納城南通1-23

 久美愛厚生病院 ………………………………………… 高山市中切町1-1 

 多治見市民病院 ………………………………多治見市前畑町3丁目43番地

 関中央病院 ………………………………………………関市平成通2-6-18
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 美濃市立美濃病院 ………………………………………… 美濃市中央4-3

 市立恵那病院 ………………………………………… 恵那市大井町2725

 木沢記念病院 ………………………………美濃加茂市古井町下古井590

 太田病院 ……………………………………… 美濃加茂市太田町2855-1

 国保白鳥病院※10/24(日)実施 …………………郡上市白鳥町為真1205-1

 海津市医師会病院 ………………………………海津市海津町福江656-16

 松波総合病院 …………………………………… 羽島郡笠松町田代185-1
静 岡 県

 静岡県結核予防会 ………………………………静岡市葵区南瀬名町6-20

 聖隷健康診断センター ………………………………浜松市中区住吉2-35-8

 浜松医療センター …………………………………… 浜松市中区富塚町328

 浜松ろうさい病院 …………………………………… 浜松市東区将監町25

 すずかけセントラル病院 ………………………… 浜松市南区田尻町120-1

 浜松赤十字病院 …………………………………浜松市浜北区小林1088-1

 大沢医院 ……………………………………………… 沼津市御幸町14-12

 五十嵐クリニック ………………………………………… 沼津市志下161-1

 聖隷沼津健康診断センター …………………… 沼津市本字下一丁田895-1

 熱海所記念病院 ……………………………………… 熱海市昭和町20-20

 川村病院 …………………………………………………… 富士市中島327

 磐田市立総合病院 …………………………………… 磐田市大久保512-3

 岡本石井病院 ……………………………………… 焼津市小川新町5-2-2

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

 中東遠総合医療センター ……………………… 掛川市菖蒲ヶ池1番地の1

 伊豆保健医療センター ……………………………… 伊豆の国市田京270-1
愛 知 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 ｽ゙ﾋ ﾙ゙ 2 階

 総合上飯田第一病院 …………………………名古屋市北区上飯田北町2-70

 ひまわりクリニック …………………………名古屋市西区則武新町3-8-20

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

 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 ﾙ゙3F

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

 だいどうクリニック ………………………………… 名古屋市南区白水町8

 守山内科・小児科 守山健康管理センター …… 名古屋市守山区新守山901

 大雄会　第一病院 ……………………………………… 一宮市羽衣1-6-12

 千秋病院 ……………………………………… 一宮市千秋町塩尻字山王1

 東海記念病院 ……………………………… 春日井市廻間町字大洞681-47

 津島市民病院 ………………………………………津島市橘町3丁目73番地

 稲沢市民病院 ………………………………………… 稲沢市長束町沼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

 岩倉病院 ……………………………………… 岩倉市川井町北海戸1番地
三 重 県

 津生協病院附属診療所 健診センター …… 津市船頭町3453 津生協病院附属診療所3階

 山中胃腸科病院 ……………………………………… 四日市市小古曽3-5-33

 済生会松阪総合病院 ………………………… 松阪市朝日町1区15番地6

 松阪市健診センターぴーす ……………………………… 松阪市殿町1550
滋 賀 県

 公立甲賀病院 ……………………………………… 甲賀市水口町松尾1256

 東近江敬愛病院 ………………………………東近江市八日市東本町8-16
京 都 府

 同仁会クリニック …… 京都市南区唐橋羅城門町30 京都ﾒﾃ ｨ゙ｯｸｽﾋ ﾙ゙1階内

 京都民医連中央病院 ……………………… 京都市右京区太秦土本町2-1

 洛和会音羽病院 ……………………………… 京都市山科区音羽珍事町2

 男山病院 ……………………………………………… 八幡市男山泉19番地

 京都田辺中央病院………………………………… 京田辺市田辺中央6-1-6
大 阪 府

 大阪病院 ………………………………………… 大阪市福島区福島4-2-78

 千船病院 ……………………………………… 大阪市西淀川区福町3-2-39

 育和会記念病院 ……………………………… 大阪市生野区巽北3-20-29

 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 ﾘ゙ｰﾝﾊｲﾂ104

 本田病院 ………………………………………… 大阪市鶴見区鶴見4-1-30

 南港病院 ……………………………… 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15

 ウェルビーイング南森町 ……… 大阪市北区西天満5-2-18 三共ﾋ ﾙ゙東館5F

 住友病院 ………………………………………… 大阪市北区中之島5-3-20

 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 ﾙ゙6F

 しみずクリニック …………………大阪市中央区千日前1丁目 虹のまち5-3

 耳原総合病院 ………………………………………… 堺市堺区協和町4-465

 清恵会病院………………………………………… 堺市堺区南安井町1-1-1

 馬場記念病院 ……………………… 堺市西区浜寺船尾町東4丁244番地

 MIクリニック …………………………………………… 豊中市少路1-12-13

 井上病院附属診療所 …………………………… 吹田市江の木町14番11号

 大阪医科薬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ﾋ ﾙ゙

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

 もりクリニック …………………………高槻市大手町3-60 ﾌｨｰﾙﾄ゙ ﾊ゚ ｽｶﾙ101

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

 有澤総合病院 …………………………………… 枚方市中宮東之町12-14

 佐藤病院 …………………………………………… 枚方市養父東町65-1

 藍野病院 ……………………………………………… 茨木市高田町11-18

 医真会八尾総合病院 …………………………………………八尾市沼1-41

 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 ﾙ゙3F

 八尾市立病院 ………………………………………… 八尾市龍華町1-3-1

 関西医科大学　香里病院 ……………………… 寝屋川市香里本通町8-45

 和泉市立総合医療センター …………………………… 和泉市和気町4-5-1

 東大阪生協病院 …………………………………… 東大阪市長瀬町1-7-7
兵 庫 県

 神戸百年記念病院 ……………………………… 神戸市兵庫区御崎町1-9-1

 神戸協同病院 …………………………………… 神戸市長田区久保町2-4-7

 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

 カーム尼崎健診プラザ ……………………… 尼崎市御園町54 ｶｰﾑ尼崎2F

 尼崎中央病院 …………………………………………… 尼崎市潮江1-12-1

 尼崎医療生協病院 …………………………… 尼崎市南武庫之荘12-16-1

 みやうちクリニック …………………………………尼崎市武庫之荘4-10-5

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

 明和病院 ………………………………………………西宮市上鳴尾町4-31

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

 あいかブレストクリニック ………… 芦屋市大桝町5-13 芦屋ｸ ﾗ゙ﾝﾄ゙ ﾋ ﾙ゙ 2階

 加古川総合保健センター ………………… 加古川市加古川町篠原町103-3

 赤穂市民病院※10/31(日)実施 …………………… 赤穂市中広1090番地

 西脇市立西脇病院 …………………………………… 西脇市下戸田652-1

 丹波市ミルネ診療所・健診センター … 丹波市氷上町石生2059-5 丹波市健康ｾﾝﾀｰﾐﾙﾈ内

 聖隷淡路病院 …………………………………………… 淡路市夢舞台1-1

 多可赤十字病院 ………………………………… 多可郡多可町中区岸上280
奈 良 県

 西奈良中央病院 …………………………………………奈良市鶴舞西町1-15

 おかたに病院 ………………………………………… 奈良市南京終町1-25-1

 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

 済生会中和病院……………………………………………… 桜井市阿部323

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

 さくらい乳腺外科クリニック…………………………… 和歌山市三葛279-5

 中江病院 …………………………………………………和歌山市船所30-1

 紀和病院 ……………………………………………橋本市岸上18番地の1

 健診センター・キタデ …………………………… 御坊市湯川町財部733-1

 玉置病院……………………………………… 田辺市上屋敷2丁目5番1号
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鳥 取 県

 鳥取生協病院 ……………………………………… 鳥取市末広温泉町458
島 根 県

 松江記念病院 ………………………………………… 松江市上乃木3-4-1

 まつえ城下町レディースクリニック ………………………… 松江市殿町222

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

 安来市立病院 …………………………………… 安来市広瀬町広瀬1931

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

 セントラル・クリニック伊島 ……………………… 岡山市北区伊島北町7-5

 ｳｪﾙ･ﾋﾞー ｲﾝｸﾞ･ﾒﾃ ｨ゙ｶ保健ｸﾘﾆｯｸ …… 岡山市北区本町6-36 第一ｾﾝﾄﾗﾙﾋ ﾙ゙ 6F

 総合病院　岡山協立病院 …………………………岡山市中区赤坂本町8-10

 岡村一心堂病院※10/16(土)実施 …………… 岡山市東区西大寺南2-1-7

 三宅おおふくクリニック …………………………… 岡山市南区大福393-1

 渡辺胃腸科外科病院 ……………………………… 倉敷市玉島上成539-5

 まび記念病院 …………………………………… 倉敷市真備町川辺2000-1

 水島第一病院 ……………………………………………倉敷市神田2-3-33

 水島中央病院 ……………………………………… 倉敷市水島青葉町4-5

 総合病院 水島協同病院 ………………………… 倉敷市水島南春日町1-1

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

 倉敷成人病健診センター ………………………………… 倉敷市白楽町282
広 島 県

 中央通り乳腺検診クリニック …広島市中区三川町1-20 ﾋ ﾝ゚ｸﾘﾎ ﾝ゙ 39ﾋ ﾙ゙ 5F

 大谷しょういちろう乳腺クリニック ……広島市中区八丁堀4-18 ｸﾗ ｽー八丁堀ｻﾞ･ﾏｰｸ1F

 長崎病院※9/23(祝)実施 …………………広島市西区横川新町3番11号

 興生総合病院 ………………………………………… 三原市円一町2-5-1

 沼隈病院 ……………………………………… 福山市沼隈町中山南469-3

 市立三次中央病院 ………………………………… 三次市東酒屋町10531

 本永病院 ………………………………………………東広島市西条岡町8-13

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

 廣島総合病院………………………………………… 廿日市市地御前1-3-3
山 口 県

 下関さくらクリニック ……………………………………… 下関市有冨167-2

 針間産婦人科…………………………………………… 宇部市常盤町2-1-44

 阿知須同仁病院 …………………………………………山口市阿知須4241-4

 阿知須共立病院…………………………………………山口市阿知須4841-1

 佐々木外科病院 ……………………………………………山口市泉都町9-13

 岩国病院 ………………………………………………… 岩国市岩国3-2-7

 光市立大和総合病院……………………………………… 光市大字岩田974
香 川 県

 屋島総合病院……………………………………… 高松市屋島西町2105-17

 まるがめ医療センター …………………………………… 丸亀市津森町219

 滝宮総合病院 ……………………………………… 綾歌郡綾川町滝宮486

 多度津三宅病院※10/3(日)実施 ………… 仲多度郡多度津町栄町2-1-36
愛 媛 県

 順風会健診センター …………………………………… 松山市高砂町2-3-1

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

 松山赤十字病院 ………………………………………松山市文京町1番地

 済生会今治病院 ……………………………………… 今治市喜田村7-1-6

 今治第一病院 ………………………………………… 今治市宮下町1-1-21

 住友別子病院※10/10(日)実施 ……………………… 新居浜市王子町3-1

 済生会西条病院 ………………………………………… 西条市朔日市269-1

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

 九州鉄道記念病院 …………………………… 北九州市門司区高田2-1-1

 三萩野病院 …………………………… 北九州市小倉北区三萩野1-12-18

 九州病院…………………………………… 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

 原土井病院 …………………………………………福岡市東区青葉6-40-8

 木村病院 ……………………………………… 福岡市博多区千代2-13-19

 桜十字博多駅健診クリニック※10/24(日)実施 ………福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ﾋ ﾙ゙8F

 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 ﾙ゙5階

 天神健診センター※10/10(日)実施 …… 福岡市中央区天神2-8-36 天神NKﾋ ﾙ゙2

 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ｸﾘﾆｯｸｿﾞー ﾝ内

 福岡労働衛生研究所 労衛研健診センター※10/24(日)実施 … 福岡市南区那の川1-11-27

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

 大牟田市立病院……………………………………… 大牟田市宝坂町2-19-1

 久留米総合病院 ………………………………………… 久留米市櫛原町21

 聖マリアヘルスケアセンター ……………………… 久留米市津福本町448-5

 筑後市立病院 ………………………………………… 筑後市大字和泉917-1

 高木病院 ……………………………………………大川市大字酒見141-11

 福岡徳洲会病院 ………………………………………… 春日市須玖北4-5

 たなか夏樹医院 ……………………………………… 大野城市旭ｹ丘2-1-20

 宮田病院…………………………………………………… 宮若市本城1636

 嘉麻赤十字病院 ……………………………………… 嘉麻市上山田1237

 朝倉医師会病院 ………………………………………… 朝倉市来春422-1

 ヨコクラ病院 …………………………………… みやま市高田町濃施480-2

 井上病院 ………………………………………………… 糸島市波多江699-1
佐 賀 県

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

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

 やよいがおか鹿毛病院 ……………………………… 鳥栖市弥生が丘2-143
長 崎 県

 長崎掖済会病院 …………………………………………長崎市樺島町5-16

 おおの乳腺・甲状腺クリニック ………… 長崎市金屋町2-7 坂本屋ﾋ ﾙ゙3F

 おおくぼ乳腺クリニック …………… 長崎市矢上町25-1 幸照ﾒﾃ ｨ゙ｶﾙﾋ ﾙ゙ 2F

 光晴会病院 ……………………………………………… 長崎市葉山1-3-12

 諫早総合病院 ……………………………………………諫早市永昌東町24-1

 山下外科医院 ………………………………………… 大村市西三城町17-18

 長崎県対馬病院 …………………………対馬市美津島町雞知乙1168番7

 長崎県五島中央病院 ………………………………… 五島市吉久木町205

 愛野記念病院 ………………………………………雲仙市愛野町甲3838-1

 泉川病院…………………………………………… 南島原市深江町丁2405

 長崎北徳洲会病院 ……………………西彼杵郡長与町北陽台1丁目5番1

 長崎百合野病院 …………………………… 西彼杵郡時津町浜田郷38-2

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

 福田病院…………………………………………… 熊本市中央区新町2-2-6

 熊本県総合保健センター …………………………… 熊本市東区東町4-11-1

 くまもと県北病院　健康管理センター …………………… 玉名市玉名550

 宮﨑外科胃腸科医院…………………………… 上天草市大矢野町上1519

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

 大分県地域成人病検診センター …………………… 大分市大字宮崎1415

 大分三愛メディカルセンター ……………………… 大分市大字市1213番地
鹿 児 島 県

 かねこクリニック …………………………………… 鹿児島市上荒田町8-6

 池田病院 …………………………………………… 鹿屋市下祓川町1830

 金子病院 …………………………………………いちき串木野市照島6002
沖 縄 県

 かりゆし病院 …………………………………………… 石垣市字新川2124
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事務局からのお知らせ

ピンクリボンNEWSあとがき

扇型のシックなお盆の上に並んだ金・

銀・銅メダル。差し出されたメダルを

自分で手に取り、自分で首にかけ

るメダリストたち。表彰台上の

アスリートたちは誇らしげで

喜びに満ち溢れているものの、

顔の表情はマスク越しに想像

するのみ。満員の観客席から

の大声援もない静寂の中での試

合・表彰式…。新型コロナウイルス

に支配されたパンデミック下での「東京

オリンピック・パラリンピック2020」では、過去の熱

狂したオリ・パラとは全く違う世界が映し出されま

した。緊急事態宣言実施下での開催については反

対論も根強く「感染が拡大したら誰が責任をとるん

だ」という厳しい指摘もありました。とはいえ“バブ

ル方式”と名付け、競技者・関係者と市民を切り離し、

様々な制約の中で開催された大会ではありました。

ところで “バブル”という言葉で連想してしま

うのがバブル経済。1980年代後半に

始まったバブル経済はやがては

じ け、その 後「 失なわれ た20

年、30年」へと日本経済は

低迷期に陥ってしまったの

でありました。バブル（泡）

はやがてはじける運命。東

京 五 輪 の バ ブル は はじ け

たのか、はじけなかったのか

―。因果関係は分かりませんが、

五 輪 後 感 染 が 急 激 に全 国 へ 拡 大

し、医 療 現 場 が ひっ迫した事 実 は残ります。

期間中、TVカメラを向けられた医師、看護師

さんが『私たちはオリンピックどころではありませ

ん』と険しい表情で答え、患者対応に追われる

現場の厳しさを訴えていたシーンが頭に残って

います。「ピンクリボンNEWS」の読者には医療

関係者が少なくありません。皆様はどんな思い

で東京五輪を見つめていたのでしょうか（I・T）

本年は、予想以上に多くのご応募がありました。

総数に、限りがありますので、なるべく多くの方、団

体様にお送りする事が出来るよう、一律500個／

箱とさせて頂き、抽選で２０２団体が当選されまし

た。コロナの感染予防を徹底して頂き、有意義に

ご活用頂ければと存じます。よろしくお願い致し

ます。また、残念ながら今年は外れてしまわれた

皆様には、申し訳ございませんが、ご理解いただけ

ますようお願い申し上げます。

本年もコロナ禍の中多くの医療機関の皆様

にご協力いただき、Ｊ. Ｍ .Ｓを開催することにな

りました。「乳がん検診」を受けようと考えてお

られる皆様、昨年に引き続きコロナ禍の影響で、

Ｊ. Ｍ .Ｓへの参加を取り止める医療機関さんも

ありますので、申込を行う場合には、必ず最新の

情報を確認してください。

2021年度 自己検診啓発
ティッシュ配りキャンペーン 
配布先を決定しました

10月17日はＪ.Ｍ.Ｓ（乳がん検査
を受けられる日曜日）です

啓
発
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
デ
ザ
イ
ン

J.M.Sのサイトにて2021年10月17

日に乳がん検査を受けられる全国

の医療施設を公開しています。ス

マートフォンからは左のQRコードよ

りアクセスして下さい。

https://jms-pinkribbon.com/


