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健やかな　未来のために　がん検診健やかな　未来のために　がん検診健やかな　未来のために　がん検診
●2011年のがん征圧スローガン

　９月はがん征圧月間。1960 年に定められ、がんの正しい知識と予防、早期
検診などを呼びかける催しが各地で繰り広げられています。今年のがん征圧
スローガンは「健やかな　未来のために　がん検診」。２日には鹿児島市で全
国大会が開かれます。10 月も普及・啓発の多彩な取り組みが予定されていま
す。大阪対がん協会の主催、後援イベントなど主な催しを紹介します。会場
にお出かけになり、がんについて知る機会とされてはいかがでしょうか。

《９月の主な行事》

・２日	 	がん征圧全国大会（鹿児島市）　「がん征圧の思い　つなげよう薩摩か
ら」をテーマに大会アピールや記念講演など。

・10～11日　リレー・フォー・ライフ芦屋（兵庫県芦屋市・川西運動場・体育館）
・13 日	 	第 53 回成人病公開講座（大阪府立成人病センター）　　テーマは「体

にやさしい最近の高精度放射線治療」。参加無料。定員 140 人
・17 ～ 18 日　リレー・フォー・ライフ in 京都（京都府亀岡市・七谷川野外活動センター）

 がん予防キャンペーン、今年のテーマは「大腸がん」
《10月の主な行事》

・１日	 	ブルークローバー・キャンペーンシンポジウム 2011（メルパルクホール大阪）　テーマは「前立腺がんを
考える」。専門医の講演とパネルディスカッション。参加無料。定員 1000 人

・９日	 	がん予防キャンペーン大阪 2011（大阪・御堂会館）　テーマは「大腸がん～早く見つけて、上手に治す～」。
大腸がん体験者の俳優・黒沢年男さんと専門医による特別対談、基調講演など。参加無料。定員 1000 人

・15日	 ピンクリボンシンポジウム神戸会場（神戸新聞松方ホール）　乳がんに関する講演、ゲスト対談など
・16日	 ピンクリボンスマイルウオーク神戸大会（神戸市中央区・東遊園地）　10 キロ、５キロの２種目
・21日	 大阪ピンクリボンキャンペーン 2011（大阪アメニティパーク）　乳がん体験者によるトークショーなど
・23日	 ピンクリボン大阪 2011　女性がんの検診啓発（りんくうパピリオほか）　音楽イベント、委託検診など
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☆ リボンの騎士ナイト2011　（主催：ロンマリ・プロジェクト、大阪対がん協会）
　音楽ショーとがんに関するトークを組み合わせたがん撲滅・啓発イベント「リボンの騎士ナイト2011 ～貴方

をがんから守りたい～」が７月10日、大阪市北区のサンケイホールブリーゼで
開かれ、約450人が来場しました。
　第一部の音楽ショーでは、歌手で俳優の佐川満男さん＝写真左＝が歌とトー
クでステージを盛り上げました。大塚善章カルテットやアルトサックスの藤田
博司さん、トランペットの手嶋祥一さんらのジャズ演奏、佐川さんの娘で歌手
の宙美さんも飛び入り出演したほか、追手門学院大学チアリーディング部によ
る元気いっぱいの演技も客席を魅了しました。
　第二部のトークショーには、専門医の澤田鉄二先生（大阪掖済会病院）と高
島勉先生（大阪
市立大学大学院）、
ともに胃がんの
手術を経験した

佐川さんと藤田さんが出演＝写真右。体験にもと
づく話題や検診の大切さなどを語り合いました。
第三部で様々な景品が当たるお楽しみ抽選会があ
りました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

☆ セミナー「ナースをがんから守る」　（主催：大阪対がん協会、協力：大阪府看護協会）

　看護週間中の５月14日、セミナー「ナースをがんから守る～
女性の健康について共に考えよう～」が、大阪市城東区の大阪
府看護協会レモンホールで開かれました。テーマを女性特有の
がんに絞り、看護師や看護学生、一般の方に広く参加を呼びかけ、
参加者は約550人に上りました。
　第一部では大阪がん予防検診センター婦人科検診部長の植田
政嗣先生が子宮頸がんについて講演、第二部では乳がん看護認
定看護師の梅本郁奈子看護師（市立貝塚病院）と渋谷和代看護
師（大阪府立成人病センター）、母性看護専門看護師の三宅知里

看護師（大阪労災病院）の３人が講演、第三部では講師の４人が参加者からの質問に答えました＝写真。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

☆ 生命の駅伝　（主催：ＥＫＩＤＥＮＮ ｆｏｒ　 ＬＩＦＥの会、共催：大阪対がん協会など）

　がん研究支援イベントの「第１７回生命の駅伝」が５月14日から22日
まで大阪と愛知、三重両県で開かれました。大阪では初日の14日午前、
大阪城公園内でラン＆ウオークがあり、約30人が参加しました＝写真。
大阪対がん協会は同日のイベントに協力し、参加や募金を呼びかけました。
　生命の駅伝は、がん研究補助の資金を募るために「希望のマラソン」
を始めたカナダの義足マラソンランナー、テリー・フォックスの遺志を
引き継ぐ形で三重県の「EＫＩＤEＮＮ for LＩFEの会」が主催し、毎年５月
に開催しています。今年集まった募金から30万円が大阪対がん協会に寄
付されました。

開 催 報 告
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ご紹介／募金型自動販売機

ＮＴＴ西日本大阪病院に登場
　がん征圧支援を目的とした「募金型の飲料自動販売
機」が７月 23 日、大阪市天王寺区のＮＴＴ西日本大阪
病院の１階に設置されました＝写真。自販機の設置者に
入る手数料収入の一部を大阪対がん協会に寄付してい
ただき、協会の事業を通じてがん征圧に役立てるという
仕組みです。当協会支援の自販機は 2009 年度に大阪市
生野区の今里胃腸病院に設置されており、今回が２例目
となります。

●	マンモグラフィ検診無料券を66人にプレゼント
　40 歳以上の方が乳がんのマンモグラフィ検診を無料で受けられるクーポン券を、希望者にプレゼントする企
画に取り組みました。クーポン券は、公益財団法人日本対がん協会が 2011 年度に発行した中から大阪対がん協
会に提供されたものです。６月の１カ月間、往復はがきで応募を受け付けたところ、100 名の募集に対して 40
歳以上の 66 人の方から応募いただきました。全員を当選者として、７月上旬にクーポン券をお送りしました。
詳細は協会ホームページをご覧ください。

→　http://www.osakacancer.jp/information.html

●	がん啓発ＤＶＤとビデオの貸し出し
　がんの予防や正しい知識の普及・啓発活動として、協会在庫ＤＶＤやビデオの貸し出しサービスを始めました。
ＤＶＤやビデオは公益財団法人日本対がん協会などが企画・制作した作品で、一般の人に向けた分かりやすい内
容となっています。12 作品 44 本をリストアップしました。
　貸し出しを希望される方、または団体は、住所、氏名、年齢、電話番号と貸し出し希望のＤＶＤ、ビデオを書
き、はがき、ファクスまたはメールでお申し込みください。団体の場合は団体名、責任者の氏名と連絡先を明記
してください。貸し出しサービスは無料ですが、送料はご負担下さい。ＤＶＤとビデオ（ＶＨＳ）はクッション
にくるんで発送します。往復の郵送料とクッション代としてＤＶＤは 500 円分、ビデオは 800 円分の切手を、返
送の際に同封してください。リストなど詳細はホームページをご覧ください。

→　http://www.osakacancer.jp/dvd.html

2010年度事業報告と決算を承認　―― 理事会・評議員会 ――

　2010 年度の事業報告と決算が、５月 30 日に開かれた理事会と評議員会で承認されました。10 年度の収支は
390 万円の赤字で、事業積立金を 300 万円取り崩しました。理事会・評議員会ではこのほか「寄付金取扱規則」
を議決しました。協会が受けた寄付金の 50％以上を公益目的の事業に使うことを定めた規則です。
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申し込みは10月14日(金)まで

大阪府医師会保健医療センター  　電話　06-6768-1450
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）10時～12時　13時～16時

　　　　※「大阪対がん協会のがん検診希望」と言ってお申し込みください。
　　　　　  後日、ご自宅に受診票をお届けいたします。

□ 検診機関　大阪府医師会保健医療センター
〒 543-0011　大阪市天王寺区清水谷町 19 番 14 号　

□ 検診期間　10月３日（月）から11月30日（水）まで
□ 申込期間　９月１日（木）から10月14日（金）まで
□ 検診項目　（料金は、いずれも消費税等を含みます。）

胃　部 Ｘ線直接撮影（7,500 円）
◎午前に受診の方　前夜の夕食は午後 9 時頃までに摂り、就寝までお茶等は摂れます。
　検査当日の朝は絶飲食（禁煙）が原則ですが、喉が渇く場合は、午前 7 時頃まで
　コップ半分程度のお水は摂れます。
◎午後に受診の方　当日の朝は午前 8 時頃までに食パンとレモンティー（砂糖抜き）
　程度を摂ってください。それ以降は絶飲食（禁煙）です。

肺　部 Ｘ線直接撮影（1,900 円）喀痰細胞診（2,800 円）　
　　　 胸部ヘリカルＣＴ（8,400 円）

乳　腺 視触診（2,500 円）

　　　 視触診＋乳腺超音波　　　　　　（39歳以下）（5,000 円）
　　　 視触診＋マンモグラフィ２方向　（40歳代）　 （6,000 円）
　　　 視触診＋マンモグラフィ１方向　（50歳以上）（5,000 円）

乳がん検診関連学会の基準により、年齢に応じ、超音波（エコー）又はマンモグラフィを
お勧めいたします。

子　宮 子宮がんを主とする細胞診
頸部（3,500 円）　頸部＋体部（7,000 円）

大　腸 免疫学的便潜血反応（1,500 円）
お申し込み受付後に送付する検便キットを、採便後、当センターまでご持参いただく形
式となります。

 ◎人間ドックのお勧め
　各種のがん検診を始め、生活習慣病検診をセットにした人間ドックを実施いたしております。午
前中の半日ドックＡコース・半日ドックＢコース、レディースコース（１日）などで、対がん協会の
会員の皆様には、割引料金にて受診いただけます。詳細は、当センターにお問い合わせください。

検診の申し込みは　電話で

秋のがん検診  10月〜11月に実施秋のがん検診  10月〜11月に実施
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