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サポーターリスト 

日本イーライリリー株式会社 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 大日本印刷株式会社 

 メルクセローノ株式会社 エイペックスメディカル株式会社 アミン株式会社 

セコム損保株式会社 日本生命保険相互会社 株式会社トロップス 

アボットジャパン株式会社 株式会社カミツレ研究所 サンノーバ株式会社 

 サノフィ株式会社 株式会社アートネイチャー Frasers Hospitality Japan株式会社 

株式会社 ポーラ 株式会社インフロント ヒューマンテラス株式会社 

日本ベーリンガ―インゲルハイム株式会社 グラクソスミスクライン株式会社 JR内野カントリークラブ 

チューリッヒ生命 東急建設株式会社 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

株式会社エス・エム・エス 京の宿 洛兆 QOL総合研究所株式会社 

株式会社ダイアナ 昭和薬品加工株式会社 株式会社幻冬社 

 武田薬品工業株式会社 株式会社ジャンパール 株式会社博多大丸 

バイエル薬品株式会社 株式会社マーベルカンパニー 株式会社オーシャナイズ 

アラガン・ジャパン株式会社 株式会社ファントムフィルム 株式会社Isis 

ブリストル・マイヤーズ株式会社 明治安田生命保険相互会社 大阪ガスともしびクラブ 

アメリカンホーム保険会社 大正富山医薬品株式会社 

MSD株式会社 パルシステム共済生活協同組合連合会 

スペシャルサンクス 

日本肺癌学会  近畿大学医学部附属病院 

NPO法人日本臨床研究支援ユニット 日本臨床腫瘍学会 

株式会社東京義髪整形 相模原市 

メディアサイト株式会社 日本内科学会 

朝日新聞の医療サイト アピタル 精巣腫瘍患者友の会 

毎日放送 日本オストミー協会関西支部 

NPO法人婦人科悪性腫瘍研究機構 乳がん体験者の会KSHS 

NPO法人胸部腫瘍臨床研究機構 認定NPO法人オレンジティ 

NPO法人近畿がん推進医療ネットワーク NPO法人こどものちから 

株式会社ソラスト メラノーマ患者会 Over The Rainbow 

久留米大学先端癌治療研究センター 公益社団法人日本オストミー協会 

佐賀大学医学部血液・呼吸器・腫瘍内科 株式会社レレレ 

第23回乳癌学会学術総会 株式会社バリューブックス 

日本放射線腫瘍学会第27回学術大会 NPO法人神奈川標準的がん治療開発支援システム 

日本CNS看護学会 NPO法人神奈川胃癌ネッツ 

公益財団法人前立腺研究財団 興栄工業株式会社 

助成金 

かながわボランタリー活動推進基金21  公益財団法人大阪コミュニティ財団  平成24年度東京都地域中小企業応援ファンド  

＊サポータリスト・スペシャルサンクス・助成金ともに2014年度実績 

 NPO法人キャンサーネットジャパン 
2015年度（2015年4月1日～2016年3月31日） 

事業活動への ご寄付のお願い 

 
謹 啓 
 
 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜
り、厚くお礼申し上げます。 
 私どもNPO法人キャンサーネットジャパンは、患者・家族のニーズに応える
べく、科学的根拠に基づいた、その時々における良質で信頼性の高い医療情報を
提供しています。 
 
 近年、がん患者・家族、国民のがん医療への積極的な参画から、「がん対策基
本法」も施行され、がん患者・家族、一般市民のがん医療への関心・興味が高
まっています。同時に、医療提供者、医療関連NPO等には、正しい情報提供を
通じ「がん医療」に貢献する事が期待されています。  
 このような背景より、私どもは、セミナー開催、インターネットを通じた動画
配信、冊子の作成・配布等を通して、がん患者・家族、一般の方々へ適切ながん
医療情報を届けています。社会課題を解決するNPOとしての存在意義を「官」
でもなく「民」でもない「第三の公共」と位置付け、活動を持続し社会の変革を
目指してまいります。 
 
 とくに今年度は、がん関連各学会、医療を支えるメディカルスタッフの皆さん
との連携を強化してまいりたいと考えております。 
 つきましては、本邦において、がん医療、ヘルスケア、その他関連領域にて貢
献される貴社のご寄付、ご支援を賜りたく、ここに謹んでお願い申し上げます。 
 末筆ではございますが、貴社の益々のご活躍とご発展を祈念申し上げます。 
 
 
 

                謹 白 

  
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
〒113-0034  
東京都文京区湯島1-10-2御茶ノ水 K＆Kビル2階 
電話 : 03-5840-6072 
ファックス : 03-5840-6073 
E-mail：info@cancernet.jp 
 
Homepage：http://www.cancernet.jp/ 
Facebook：https://www.facebook.com/CancerNetJapan 
Twitter：https://twitter.com/CancerNetJapan 

 

 

NPO法人キャンサーネットジャパン 
理事長 岩瀬 哲 



わたしたちのミッション（使命）は 

がん患者が本人の意思に基づき 

がん治療に臨むことができるよう 

患者擁護の立場から、科学的根拠に基づ

くあらゆる情報発信を行うことです 

 

 

“No More Cancer”ではありません。“Know More Cancer ”です※  

毎年60万人以上もの人ががんに罹患し、多くのがん体験者が生活する今 

「がん撲滅」、「がん征圧」はしっくりきません。まずは、もっと、がんを、知ることからはじめませんか？ 

※正確には、Know More about Cancer.ですが、このメッセージではあえてKnow More Cancerとしています 

Our Vision わたしたちの夢 

わたしたちのビジョン（夢）は 

がん体験者・家族・遺族、その支援者、医療者と共に 

日本のがん医療を変え 

がんになっても生きがいのある社会を実現することです 

Vision 

Message 

Mission 

2015年度プロジェクト実施計画 

 
 

2015予算書 
平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日まで 

（単位：円） 

費目 予算額 

会費 900,000 

個人年間寄付 2,000,000 

法人年間寄付 12,000,000 

協賛金（プロジェクトベース） 66,000,000 

事業収益 75,000,000 

助成金 5,500,000 

【 収 入 計 】 161,400,000 

人件費 54,800,000 

業務委託費 24,000,000 

諸謝金 22,000,000 

印刷製本費 8,000,000 

会議費 2,000,000 

旅費交通費 11,000,000 

通信運搬費 9,500,000 

消耗品費 2,000,000 

諸会費 200,000 

会場費 8,000,000 

広告宣伝費 5,500,000 

交際費 200,000 

消耗什器備品費 150,000 

支払助成金 0 

租税公課 3,000,000 

仕入高 500,000 

支払手数料 2,900,000 

雑費 750,000 

地代家賃 5,200,000 

水道光熱費 830,000 

【 経常費用計 】 160,530,000 

税引前当期正味財産増加額 870,000 

2015年度予算書/事業内訳・規模の推移 

受取寄付金 

9% 

受取協賛金 

42% 

受取共催金 

5% 

受取助成金等 

3% 

事業収益 

41% 

２０１４収入内訳  

セミナー・ピアサ

ポート・ｷｬﾝｻｰﾁｬﾝ

ﾈﾙ等インターネッ

トによる情報発信

事業 

79% 

人材養成 

教育事業 

5% 

学会・セミナー等

受託事業 

15% 

がん情報ステー

ション・かつらデ

イリース事業 

1% 

２０１４  

プロジェクト比率  

収入 経常費用合計 
当期正味財産増

加額 

2010 90,546,283 78,178,286 12,367,997

2011 113,967,291 100,975,701 12,991,590

2012 186,571,439 155,278,940 31,150,590

2013 148,359,083 179,731,172 △ 31,520,615 

2014 159,404,450 166,359,829 △ 5,799,127 

△ 50,000,000 
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２０１０年度からの収入・費用・正味財産増加額 

活動カテゴリ プロジェクト名 活動内容 

疾患別テーマ別セミナー 胃がん疾患治療啓発キャンペーン セミナー2回開催/特設Weｂサイト運営/啓発グッズの販売 

疾患別テーマ別セミナー 
子宮頸がん啓発ティール＆ホワイトリボン 

プロジェクト 
婦人科がん動画収録及び配信サイト作成/患者へのメークとポートレイト撮影/特設Webサイト運営/啓発グッズの販売/ 

リーフレットの作成配布 

疾患別テーマ別セミナー MBS Jump Over Cancer 1日で複数のがんに関するセミナー・イベントを実施 

疾患別テーマ別セミナー アピタルがん夜間学校シリーズ がんと向き合う際に生じるテーマ10を取り上げ、Web番組プログラムを配信 アピタルとの共催 

疾患別テーマ別セミナー 頭頚部癌学会共催セミナー 第39回日本頭頸部癌学会・第4回アジア頭頸部癌学会でのイブニングセミナー共催 

疾患別テーマ別セミナー AKIBA Cancer Forum 1日で62コマのがんに関する講義を実施 

疾患別テーマ別セミナー 乳房再建映像プログラム 乳房再建に関するWEBコンテンツ配信 

疾患別テーマ別セミナー Over Cancer Together がん体験者を、がん体験を語る講師として研修、講演機会を確保し、社会に発信していく 

疾患別テーマ別セミナー 肺がん疾患治療啓発キャンペーン セミナー1回開催/特設Weｂサイト運営/映像作成/スライドキッドの作成 

疾患別テーマ別セミナー 小児がん啓発セミナー セミナー1回開催 

疾患別テーマ別セミナー 小児がん啓発レモネードスタンド 小児がん・AYA世代支援のレモネードスタンド開催支援・新古ウィッグプレゼント 

疾患別テーマ別セミナー 
大腸がん疾患治療啓発ブルーリボンキャンペー

ン 
セミナー4回開催/アンバサダー100名就任を目指す/特設Weｂサイト運営/啓発グッズの販売 

インターネットによる 
情報発信 

佐賀大学医学部 血液・呼吸器・腫瘍内科 大学医局との共催による動画収録・配信 

インターネットによる 
情報発信 

キャンサーチャンネル がんに関する講演動画等のWeb配信、SNS拡散 

インターネットによる 
情報発信 

facebookでの発信 facebookでの疾患別ページ運営 

学会 第2回日本CNS看護学会 第2回日本CNS看護学会における広報等の支援 

学会 第56回日本肺癌学会学術集会 市民公開講座の企画・実施、学術集会本会での一般向けプログラムの実施 

学会 日本肺癌学会・肺がん医療向上委員会 医療従事者向けセミナー4回開催 

学会 第23回日本乳癌学会学術総会 第23回日本乳癌学会学術総会での広報支援等 

教育 がん教育 いのちの授業「がん教育」を4校で開催 

冊子 ブックレット作成・改訂 多発性骨髄腫冊子・頭頸部がん冊子・皮膚がん冊子・スライドキット作成・胃がん冊子改訂 

冊子 用語集作成 用語集・薬剤一覧冊子作成 

相談事業 がん体験者ピアサポート 主に神奈川県内でのがん診療連携拠点病院・地域でのピアサポートの実施 

相談事業 がん情報ステーション：大阪 乳がん・前立腺がん・精巣腫瘍・若年性乳がん 

相談事業 がん情報ステーション：東京 若年性乳がん・おしゃべりサロン・エステ・アロマ・乳房再建 

養成講座 がん情報ナビゲーター養成講座  がん医療・がん支援に携わる方々に向けた20コマ構成のWeb-Learning講座 

養成講座 乳がん体験者コーディネーター養成講座 乳がんを体験した方、支援する方に向けた、20コマ構成のWeb-Learning講座+対面講座 

養成講座 がん保険アドバイザー監修 がん保険を扱う方々を対象とした、がんを正しく理解し啓発・営業・患者支援を行う人材を養成する講座 

企業協働 ナース専科タイアップセミナー 看護師向けセミナー開催 

企業協働 かつらデイリース 提携サロンにてスタイリング・提供 

CNJ活動報告 広報誌作成 季刊誌年2回発行・マンスリーレポート発行 
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