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事業報告書

謹　啓

　皆さまにおかれましては益々御清栄のこととお慶び申し上げます。

　平素より、私どもの活動へのご理解・ご支援を賜り、誠にありがとうございます。皆さまから

のご支援により、おかげさまで昨年度も、多くの実りある事業を展開することができました。

                       　　

　2015年度、NPO法人キャンサーネットジャパン（以下CNJ）は、例年同様、がん患者・ご

家族・一般の方、医療従事者の方などにご参加頂けるセミナー・イベントを首都圏中心に全国各

地で開催することができました。また、実際に会場への参加が難しい方々へ、有益な情報をお届

けできるよう、スタジオでの講義動画収録・配信プログラムも充実させました。セミナー・イベ

ントの収録動画とあわせて「キャンサーチャンネル」にて配信し、動画の視聴総数は210万回を

超えました。AKIBA  Cancer  Forum  2015は、前年以上に多くの参加を得て、2016年度は、

2日間にわたり場所を日本橋に改め、開催の予定です。

　学術団体・研究機関や医療者向けのメディアとタイアップし、サバイバーの声を医療者に届け、

医療者と患者の橋渡しの役割を果たす取り組みにも注力することができました。

　私たちが活動開始以来大切にしてきたがん医療情報の「科学的根拠」。昨年度より、科学的根

拠を創るプロセスである臨床試験の支援への取り組みとして、被験者募集の案内を開始しました。

　決算の数字としては、一昨年度までの2年連続の赤字を脱することができ、本来意義のある

活動に邁進できる環境が整ってきました。2016年度は、今まで以上に「為すべきこと」「CNJ

だからこそできること」を意識して、活動に取り組みたいと考えています。

　改めまして、ご協力くださった講師の先生方をはじめ、ご支援いただいた企業、団体、個人の

皆さまに心より感謝申し上げます。これからも私たちが、社会にとって本当に意義のある活動を

続けていくために、引き続き皆さまのご理解・ご支援が必要です。

　

　末筆ではございますが、皆さまの益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　謹　白

NPO法人キャンサーネットジャパン　　　　　　

　　　　　　　　　理事長　岩瀬  哲

【サポーター企業】 【非営利組織サポーター】
【レモネードスタンド
                                  実施サポーター】

掲載順：寄付・事業支援の合計規模 掲載順不同 掲載順：実施日順、敬称略

　 　

日本イーライリリー株式会社 認定NPO法人西日本がん研究機構 川口ゆずか・有志一同

メルクセローノ株式会社 NPO法人近畿がん診療推進ネットワーク 星陵中学校

日本マイクロソフト株式会社 NPO法人日本肺癌学会 大和ヒロシ

MSD株式会社 NPO法人日本がん・生殖医療学会 東京医療保健大学　

武田薬品工業株式会社 NPO法人日本医療政策機構 　医療保健学部  医療栄養学科

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ  ｽｸｲﾌﾞ株式会社 NPO法人JORTC ぎゃらりいVoce

株式会社ポーラ NPO法人外科支援機構 高橋のり子

アラガン・ジャパン株式会社 NPO法人ブレイブサークル運営委員会 カフェ　メルシー

株式会社クリニカル・トライアル 公益財団法人前立腺研究財団 羽衣国際大学　現代社会学部　池田ゼミ

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ株式会社 一般社団法人日本ライフマイスター協会 ﾘﾄﾙｼﾞｪﾑｽ  インターナショナルスクール

アストラゼネカ株式会社 第39回日本頭頸部癌学会 ﾘﾄﾙｼﾞｪﾑｽ  ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ  ｽｸｰﾙ　東京ベイ校

株式会社東京義髪整形 　 ・第4回アジア頭頸部癌学会 ネオプラスファーマ

小野薬品工業株式会社 第23回日本乳癌学会学術総会 荻野明伊・有志一同

中外製薬株式会社 第56回日本肺癌学会学術集会 NPO法人  bond  place

サノフィ株式会社 第34回日本口腔腫瘍学会 コマニー株式会社

株式会社ジャンパール 神奈川県 くまがやピンクリボンの会

エイペックスメディカル株式会社 相模原市 豊田西高校

株式会社インフロント 大和市立病院 天理大学  学生団体「くーき」

株式会社ツムラ 済生会横浜市南部病院 新潟青陵大学  短期大学部  高橋ゼミ

株式会社ダイアナ 藤沢市立病院 あべの翔学高等学校

東急建設株式会社 横須賀共済病院 Kインターナショナル

株式会社バリューブックス 市立岸和田市民病院 首都大学東京  健康福祉学部

株式会社メディコン 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京21世紀ライオンズクラブ

アボットジャパン株式会社 佐賀大学医学部  血液・呼吸器・腫瘍内科 株式会社かるてぽすと

ゴールドフラッグ株式会社 愛媛大学医学部　消化管・腫瘍外科学講座 Miracle  Breath

日本生命保険相互会社 精巣腫瘍患者友の会

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 メラノーマ患者会  Over  The  Rainbow レモン原液提供：

グラクソスミスクライン株式会社 アスパラの会 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

興栄工業株式会社 パイレーツオブ東京ベイ 　

株式会社サンメディカル 愛は子宮を救う（長野県細胞検査士会） 　

株式会社琉球機能診断センター JIMAユースアップの会 　

京の宿  洛兆 　

ポーラ近畿ゾーン 　 　

コロプラスト株式会社 【メディアサポーター】 　

テルモ株式会社 （掲載順：50音順） 　

株式会社リクルートホールディングス 株式会社朝日新聞社デジタル本部 　

コヴィディエンジャパン株式会社 株式会社エス・エム・エス（ナース専科） 　

シンワジャパン株式会社 株式会社かるてぽすと 　

ジョンソン・ｴﾝﾄﾞ・ジョンソン株式会社 株式会社ジェイ・ピーアール 　

ｽﾐｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾈﾌｭｰ  ｳﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 株式会社毎日放送 　

パルシステム共済生活協同組合連合会 メディアサイト株式会社 　

株式会社ヤクルト本社 　 　

缶缶娘 　 　

合同出版株式会社 【助成金】 　

株式会社レレレ 日本郵便年賀寄附金 　*掲載のご許可をいただいた団体様のみ

セコム損害保険株式会社 正力厚生会 　　記載させていただいています

QOL総合研究所株式会社 大阪ガス株式会社2016  

Frasers  Hospitality  Japan  株式会社 　カフェテリアプラン寄付 　

株式会社  Isis（イシス） 　

2015年度団体サポーター（支援者・寄付者）



活動カテゴリ プロジェクト 方　法 時　期 場　所 対　象 参加人数（のべ） 動画視聴回数※

疾患別

テーマ別

セミナー

大腸がん啓発
　ブルーリボンキャンペーン

集客セミナー6回開催 8、9、10、12、2、3月 松本、弘前、尼崎、東温（愛媛）、浦添（沖縄）、東京 患者・家族等 1,475

1,352
特設Webサイト運営 通年 Web 患者・家族等 　

活動に賛同する医師への協力要請 通年 47都道府県 医師ら100名 　

啓発グッズの作成 通年 Web 患者・家族等 　

肺がん
　疾患治療啓発キャンペーン

集客セミナー1回開催 5月 大阪 患者・家族等 220
5,861

特設Webサイト運営 通年 Web 患者・家族等 　

小児がん啓発

レモネードスタンド実施 通年 全国31か所 一般 約6000杯提供

小児がん研究支援 1月 NPO法人日本小児がん研究グループ 医師 　 　

小児がん患者支援（新古ウィッグプレゼント） 通年 全国 小児がん患者 4 　

子宮頸がん啓発
　ティール＆ホワイトリボンプロジェクト

婦人科がん講義ビデオ作成 12月公開 全国 一般・患者・家族 　

　特設Webサイト運営 通年 Web 一般・患者・家族等 　

患者へのﾒｲｸとﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ撮影 8月 東京 患者 6

AKIBA  Cancer  forum 1日で60コマのがんに関する講義を実施 8月 東京 一般・患者・家族等 3,974 23,370

MBS  Jump  Over  Cancer 報道番組連動  キャンサーフォーラム 11月 大阪 一般・患者・家族等 550 3,110

アピタルがん夜間学校シリーズ スタジオ収録・配信セミナー5回開催 通年、毎月第3水曜日 東京 患者・家族等 　 20,969

胃がん
　疾患治療啓発キャンペーン

集客セミナー2回開催 6、11月 香川、大阪 患者・家族等 316

6,539
啓発グッズの作成 通年 Web 患者・家族等 　

特設Webサイト運営 通年 Web 患者・家族等 　

GI  web  conference 12、1、2月 金沢、東京2回 消化器専門医 　

Over  Cancer  Together ワークショップ形式のスピーチ研修開催 3月 東京 患者・家族等 30 　

インターネット

による

情報発信

キャンサーチャンネル Web配信、SNSによる拡散 通年 Web 一般・患者・家族等 「いいね！」13,430 累計208万PV

20疾患フェイスブック SNSによる拡散、スポット広告 通年 Web 一般・患者・家族等 「いいね！」21,553　（20疾患合計）

乳房再建 特設Webサイトでの動画配信 通年 Web 一般・患者・家族等 「いいね！」320 6,564

悪性黒色腫：メラノーマ 特設Webサイトでの動画配信 通年 Web 一般・患者・家族等 「いいね！」646 7,253

冊子 ブックレット作成・配布 3冊作成、1冊改訂、シリーズ全22冊に 通年 全国がん診療連携拠点病院ほか 患者・家族等 　

　

相談事業
がん体験者ピアサポート ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰの派遣週1～2回 通年 大和市立病院ほか神奈川県内4病院 患者・家族等 570

がん情報ステーション 対面でのサポート 5-6回/月開催 東京・大阪 患者・家族等 120

養成講座

CIN：がん情報ナビゲーター養成講座 Web-Learning講座 7～3月 Web 主に医療従事者 37

BEC：乳がん体験者コーディネーター養成講座 Web-Learning講座＋対面講習 7～3月 Web・東京・大阪 乳がん患者ほか 40

BEC/CINフォローアップ 集客　認定者活動報告会開催 8月 東京 患者・医療従事者ほか 45

CSS：がん体験者講師養成講座 Web-Learning講座 通年 Web 患者 15

学会・研究団体等

との連携

NPO法人近畿がん診療推進ネットワーク 集客セミナー1回開催 2016年3月 大阪 医療従事者 140

第39回日本頭頸部癌学会 学術集会内でのシンポジウム開催 6月 神戸 医療従事者 70 動画未公開

第34回日本口腔腫瘍学会 学術集会内でのシンポジウム開催 1月 横浜 医療従事者 100 動画未公開

第56回日本肺癌学会学術集会 市民公開講座・市民向けプログラム 11月 東京、横浜 患者・家族等 350 動画未公開

第23回日本乳癌学会学術総会 FBの運営、セカンドアナウンスメント制作 通年 Web、全国への冊子配布 患者・家族、医療従事者等 　 　

日本肺癌学会・肺がん医療向上委員会 集客セミナー4回開催 7、8、9、10月 大阪、名古屋、福岡、東京 医療従事者 701 動画未公開

日本がん・生殖医療学会 特設Webサイトでの動画配信 3月公開 Web 一般・患者・家族等

　

1,197

佐賀大学医学部  呼吸器科 特設Webサイトでの動画配信 11月公開 Web 一般・患者・家族等 3,952

佐賀大学医学部  血液科 特設Webサイトでの動画配信 通年 Web 一般・患者・家族等 31,726

企業協働
かつらのデイリース 提携サロンにてスタイリング・提供 通年 全国 患者 延べ  6,000 　

ナース専科タイアップセミナー 集客セミナー3回開催 6月、7月、9月 東京 看護師 170 動画未公開

CNJ活動報告 季刊誌作成・配布 季刊誌冊子発行・送付 4、7、1月 事務局内 CNJ支援者ら 各刊　3,000部発行

　

その他

美恵ママ乳がん基金 いのちと心の授業開催 3月 文京区湯島小学校 小学6年生 30

がんの教育 中学校でのがんの授業 7月、9月 島根、東京 中学生 300

    企業に向けた事業     社内向け研修企画実施、社内向け動画制作等

NPO法人キャンサーネットジャパンは、これからも、科学的根拠に基づくがん医療情報をあらゆる方法で発信し続け、がんサバイバーの声を広く社会に届けることで、がんになっても、生きがいをもてる社会の実現に向け、邁進し続けて参ります。

NPO法人キャンサーネットジャパン　2015年度事業の概要
※動画再生回数は公開以降2016/4/15までの、のべ視聴回数。

昨年度実施プロジェクトの動画総再生回数は116,418回。	


