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令和元年度がん対策推進事業実施報告書の発刊にあたって 

 
平素は、滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会が進めます事業に、ご理解、ご

支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
当委員会は、平成２５年度に滋賀県の呼びかけのもとで、がん患者団体や医

療関係者、事業所、⾏政等の関係団体が参画し、協⼒して、県内のがん対策の
普及啓発の推進に必要な事業を⾏うことを目的に⽴ち上げられ、関係団体それ
ぞれが一体となって事業の推進に取り組むためのコーディネートの役割を果た
しているところです。 

がんは、日本人の２人に１人がかかると言われる身近な病気となり、新たな
治療⽅法や治療薬の開発などにより、がんと向き合いながら日常⽣活を送る人
も増える状況にある中で、がん対策の取り組みも多様となり様々に広がりつつ
あります。 
 一⽅で、がん検診の受診率が伸び悩んでいるなどの課題に対しては、いろい
ろな手法を使いながら継続的に取り組んでいくことが求められているところで
す。 
 当委員会では、これまで、がん検診受診啓発広告プロジェクト、⼤切な人へ
のお手紙プロジェクト、がん検診ススメ隊プロジェクト、さらに、お知らせプ
ロジェクトの４つのプロジェクトを柱に事業を進めてまいりました。今後も、
私どもの事業に多くの県⺠の皆さんにご参画いただき、がん対策をさらに⼤き
く進める⼒へと発展することを切に願っております。 
 最後になりましたが、事業の趣旨にご賛同をいただき、ご支援とご協⼒を賜
りました協賛団体の皆さん、また、様々な活動にご尽⼒いただきました関係団
体の皆さんに深く感謝申し上げますとともに、今後の活動につきましても引き
続きご支援とご協⼒をよろしくお願い申し上げます。 
 
 令和２年３月 

滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会 
  委 員 ⻑     ⼩ ⻄  眞 

  



実 施 内 容



1.滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会事業

(1)滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会の開催
１）第 1 回実⾏委員会
日 時：令和元年７月５日（⾦） 14 時〜16 時 
場 所：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 １F ⼤会議室 
内 容：令和元年度 滋賀県がん対策推進運動事業について 

協賛について 
啓発資材の活⽤について 

２）第２回実⾏委員会の開催（中止）
日 時：令和２年３月２日（月） 14 時〜16 時 
場 所：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 １F ⼤会議室 
内 容：令和元年度 滋賀県がん対策推進運動事業実施結果について 

滋賀県がん対策推進運動事業 次年度の活動の⽅向性について 
協賛団体について 
啓発資材の活⽤について 
リーフレットの更新について
・委員会作成リーフレット
・財団 HP 記載のがん検診普及啓発・受診勧奨リーフレット

→開催予定であったが新型コロナウイルス流⾏の影響により開催中止となる。 
実⾏委員会の代替えとして、各委員へメールでの報告・意⾒交換となった。

(2)滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会事業実施内容
がんについての正しい知識を普及し、がん検診の受診活動をおこすことを目
的として以下 4 つのプロジェクトからなる活動を実施した。

1）がん検診受診啓発広告プロジェクト
①動画や活字で、⾒る人の⼼を動かすメッセージを発信

H29 年度作成した 15 秒間の啓発 CM に字を⼤きくするなどの改良を加え、
2019 年 11 月から 5 か月間、草津駅・手原駅のデジタルサイネージで放映す
るとともに、実⾏委員会ホームページにもアップした。 
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※参考：URL：kenkou-shiga.securesite.jp/gantaisaku/

エフエム滋賀「e-radio うちわ企画 2019」を利⽤し、うちわ 500 本作成
と県内配布（7・8 月）、20 秒ラジオ CM15 本放送（9 月）した。 
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滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会 20 秒 CM 

「２０１９年度スローガン」編  
O･A 2019/9/2 〜9/20 

⼥性    「がん検診 あなたを守る 新習慣」（リバーブ） 

男性は４０歳から、⼥性は２０歳から受けられます 

健康だからこそ定期的に！ 
 

なまず   ほなまず、検診いこかぁ〜 

 

フナ    ⾏かんでもわかる？   

んなあふな！ 

 

男性    詳しくは、お住まいの市町のがん検診受付窓口まで 

滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会でした 

 
 
②啓発ノベルティとリーフレットについて 
 滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会の名⼊れをしたがん検診に関するリー
フレット（がん検診 3000 部、乳がんセルフチェック 1700 部）、冊子（がん
読本 3350 冊）を作成した。 

「忘れないで！がん検診 〜健康だからこそ定期的に！〜」のメッセージ
と実⾏委員会の名⼊れをした⻭ブラシセット 1500 個を作成した。 

以前に作成した啓発ノベルティとあわせて、実⾏委員会構成団体が実施す
る講演会や街頭啓発で配布した。 
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＜啓発ノベルティ配布状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）⼤切な人へのお手紙プロジェクト 
 がん教育の一環として、児童・⽣徒の皆さんに家族等へメッセージを書い
てもらい、がん検診に関するリーフレットと一緒に滋賀県がん対策推進運動
実⾏委員会の封筒に⼊れ、家族等へ渡していただいた。封筒は 1,000 部、が
ん検診リーフレットは 800 枚⽤意したが、今年度は児童・⽣徒数が多く不⾜
した。不⾜分は、はぐくみ A5 クリアファイルおよび滋賀県のがん検診リー
フレットで対応した。 

メッセージカードは思春期であり恥ずかしがって記⼊しない等の理由で不
要とされる学校もあったが、9 校、1,245 枚配布した。 

  

滋賀県がん診療連携協議会 ①リーフレット
（がん検診）

②リーフレット
（乳がん）

③冊子
（がん読本）

④⻭ブラシ
セット

⑤A5クリア
ファイル

⑥マスク ⑦ティッシュ

滋賀県⽴総合病院 200 100 50 50 100 100
滋賀医科⼤学医学部附属病院 100 100 100 50 300 300 300
彦根市⽴病院 300 300 300 300 300 300 300
公⽴甲賀病院 100 100 100 100 100
市⽴⻑浜病院 100 100 100 150 330 200 500
放射線技師会 100 100 100 30 100

小計 900 800 650 580 1030 1100 1300
アフラック 1500 2000
朝日⽣命保険 200 120
第一⽣命 300 300 300 200
住友⽣命 1000 600 600 1000 3000
滋賀県健康づくり財団 800 500
患者会 100 200
日本⽣命 600 1200

小計その２ 2100 900 2700 920 2900 5000

合計 3000 1700 3350 1500 3930 1100 6300
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＜がん教育実施状況＞ 

  
３）がん検診ススメ隊プロジェクト 
 がん啓発イベントに参加し、がん読本、リーフレット、啓発ノベルティな
どの配布、乳がんパネルなどの展⽰を⾏った。 

がんに関⼼のない⽅々にも参加していただけるようなイベントを実施する
ことで、がん検診受診率の向上を目指すことが引き続き課題である。情報収
集のため、5 月 20 日に県庁で開かれた「がん検診担当者会議」にて、がん対
策推進事業に関する啓発活動情報の依頼をおこなった。 
 
 
がん啓発フォーラム 〜⾼島市 がんについて考える⽇〜 
日  時：令和元年 12 月 1 日（日）13 時半〜15 時半     
場  所：安曇川公⺠館 ふじのきホール 
主  催：まんまカフェ 
後  援：高島市、一般社団法人 清水健 基⾦、滋賀県がん対策推進運動 

実⾏委員会 
内  容：・藤田瞳さんによる講演会  

“藤田瞳のキャンサーギフト 〜子宮けいがんと共に〜” 
・高島市のがん支援団体からの活動報告 

6



（まんまカフェ、高島市⺠病院、ほっと湖⻄） 
     ・清水健さん達によるミニライブ 

・パネルディスカッション 
“私とがんとの出会い「今もけっこう楽しんでいます」” 

参加者数：約 90 名 
感想（抜粋）： 
①講演会 
  ・子宮頸がんのピークにある３０代にこれからなっていくので、定期的 

にがん検診をしっかり受けようと思った。 
  ・子宮頸がんは予防できる（予防接種）ということを話題にしておられ、 

今後どうしていけばいいかを考えるきっかけになった。 
  ・告知された時の気持ちや手術を受ける人の不安がよく伝わった。 
  ・つらかった経験を語るのはしんどいと思う。その勇気がまず素晴らし 

いと思うと同時に、多くの⽅へ健康を振り返るきっかけなどにつなが 
ると思う。  

  ・告知の１か月後が一番つらいことを知った。手術になるまでつらいと 
いう気持ちを知ることができた。  

②活動報告・パネルディスカッション 
  ・早期発⾒だったので「良かったね」とたくさんの人に言われ、がんな 

のに良かったと言われるのが⾟く、不安になっている気持ちに寄り添 
ってもらいたかったと言われていたのが⼼に残りました。 

  ・病院の役割や相談支援センターのこと、またまんまカフェさんのよう 
な当事者同士のつながりの場など市内にこのような場があることを知 
って少し安⼼した。 

  ・自分ひとりで抱え込むことではなく、誰かに頼る。患者の意思決定の 
支援の場がある。 

 ③がんやがん予防について今後聞いてみたいテーマや内容など   
   ・がん患者サロンの具体的な様子      

・がん治療、仕事の両⽴について   
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４）お知らせプロジェクト
①

策活動団体の活動を
https://
<

 

 

４）お知らせプロジェクト
①がんについての情報提供

滋賀県がん対策推進運動
策活動団体の活動を
https://kenkou
<ホームページアクセス数

 

2019 年

４）お知らせプロジェクト
がんについての情報提供
滋賀県がん対策推進運動

策活動団体の活動を随時
kenkou-shiga.securesite.jp/gantaisaku/

ホームページアクセス数

 

年                        

４）お知らせプロジェクト 
がんについての情報提供 
滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会ホームページ

随時掲載した。
shiga.securesite.jp/gantaisaku/

ホームページアクセス数> 

  

                        

実⾏委員会ホームページ
掲載した。 

shiga.securesite.jp/gantaisaku/

                        

実⾏委員会ホームページに

shiga.securesite.jp/gantaisaku/

                        

に構成団体や

shiga.securesite.jp/gantaisaku/ 

                         2020 年 

構成団体や県内がん対

 

内がん対

8



②がん対策活動団体情報交換会の開催 
 活動の促進を図り、滋賀県のがん対策を推進することを目的として、県内
でがん対策に取り組む団体同士の情報交換会を開催した。 
  
日時：令和元年 9 月 3 日（⾦）10 時〜12 時 
場所：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 ⼤会議室 
内容：・各団体今年度事業予定 

・がん対策活動団体イベントスケジュールの HP 掲載について 
・令和 2 年度滋賀県がん対策団体・⺠間等自主事業費補助⾦について 

 
2.その他の啓発活動 

リレー・フォー・ライフ・ジャパンしが 2019 は台風のため、開催が中止さ
れた。 
 

道の駅 藤樹の⾥あどがわ がん啓発活動 
日  時：令和元年 10 月 1 日（火）8 時半〜11 時 
場  所：道の駅 藤樹の⾥あどがわ 
参加団体：まんまカフェ、高島市、公益財団法人滋賀県健康づくり財団 

No. 団体名
1 滋賀県がん患者団体連絡協議会

2 あけぼの滋賀

3 公益社団法人滋賀県臨床検査技師会

4 滋賀肺がん患者会 肺ゆう会〜しが〜

5 よりよいがん医療をめざす近江の会

6 婦人科がん患者会 Sweet Pea

7 特定非営利活動法人淡海かいつぶりセンター

8 日本オストミー協会滋賀県支部

9 ピンクリボン⻑浜実⾏委員会

10 リレー・フォー・ライフ・ジャパン滋賀医科⼤学実⾏委員会

11 Lake Family（⼩児血液悪性腫瘍患者会）

12 滋賀県⻭科医師会

13 ピンクリボンひこね実⾏委員会

14 滋賀県健康寿命推進課

15 公益財団法人滋賀県健康づくり財団
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内  容：啓発リーフレット配布、がん検診受診勧奨、高島市によるがん検 
診受付 

配布者数：約 200 名 

 
 
ピンクリボン湖北 
日  時：令和元年 10 月 20 日（日）9 時〜16 時、17 時半〜21 時半 
場  所：ホテル＆リゾーツ⻑浜（旧：⻑浜ロイヤルホテル） 
主  催：ピンクリボン⻑浜 
出展団体：ピンクリボン⻑浜実⾏委員会、⻑浜市、あけぼの滋賀、市⽴⻑浜 

病院、⻑浜⾚⼗字病院、滋賀県放射線技師会、国際ソロプチミス 
ト⻑浜、中北薬品、⽶原市、⻑浜保健所、滋賀県がん対策推進運 
動実⾏委員会 

内  容：⻑浜市によるがん検診実施、啓発ブース、ライブ、乳がんミニセ 
ミナー、⻑浜城ライトアップ 

参加者数：約 130 名 
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なるほどなっとく がんを知る教室 
日 時：令和元年 10 月 25（土）26 日（日）10 時〜18 時 
場 所：ビバシティ彦根 センタープラザ 
主 催：アフラック⽣命保険株式会社 
出展団体：ピンクリボンひこね、公益財団法人滋賀県健康づくり財団 
後 援：厚⽣労働省、滋賀県、滋賀県教育委員会、彦根市、公益財団法人 

滋賀県健康づくり財団、第一⽣命保険株式会社 滋賀支社、⼤同 
⽣命保険株式会社、日本郵便株式会社 近畿支社、ピンクリボン 
ひこね、アフラック滋賀県アソシエイツ会 

内 容：がんを知る教室、パネル展⽰、模型展⽰（乳がん・肺気腫）、スタ 
ンプラリー、⼩児がんの子供たちの作品集、自治体情報コーナー、
啓発ノベルティ配布

参加者数：1,621 名 
感想（抜粋）： 

・AYA 世代というのを初めて聞きました。勉強になりました。
・触って簡単に乳がんと分かると思っていたけど、案外難しかった。
・がんの怖さを改めて感じ、検診など積極的に受けたいと思いました。
・普段知らないことを知る機会はとても助かります。これからもあれば

参加したいです。 

11



3.事業所における⼥性がん検診推進事業
特に⼥性のがん検診に関して働く世代の⽅々にも関⼼を持ち、受診につなげ

て頂くことを目的に、H30 年度から開始となった乳がん検診集合契約およびす
でに実施されている子宮頸がん検診集合契約についてのリーフレットで周知を
⾏った。 
 滋賀産業保健総合支援センターにご協⼒いただき、4 月・5 月に衛⽣管理者・
産業医向け研修会にて集合契約の説明とリーフレットの利⽤勧奨を⾏った。 

4.⽇本対がん協会 無料クーポン券利⽤数
実施機関：滋賀県健康づくり財団
利⽤数 ：子宮頸がん検診  6 名

乳がん検診 29 名 
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協 賛 団 体 

（敬称略） 

⼤原薬品工業株式会社 東京本社 

ニプロ株式会社 医薬品研究所 

株式会社メディック 

社会医療法人誠光会 草津総合病院 

滋賀県農業協同組合中央会 

朝日⽣命保険相互会社 京滋支社 

一般財団法人 近江愛隣園今津病院 

一般社団法人 草津栗東医師会 

一般社団法人 湖北医師会 

一般社団法人 守山野洲医師会 

医療法人社団 仁⽣会 

栄研化学株式会社 

近江八幡市蒲⽣郡医師会 

公益社団法人 滋賀県理学療法士会 

甲賀湖南医師会 

滋賀県医師会 

滋賀県医師協同組合 

住友⽣命保険相互会社 滋賀支社 

第一⽣命保険株式会社 

高島市医師会 

日本⽣命保険相互会社 

東近江医師会 

彦根医師会 
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滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会委員 
（敬称略） 

滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会事務局 
公益財団法人滋賀県健康づくり財団（⽇本対がん協会滋賀県支部）内 

〒520-0834 滋賀県大津市御殿浜6番28号 

TEL：077 (536) 5210  FAX：077 (536) 5211 

ホームページ：https://kenkou-shiga.securesite.jp/gantaisaku/

E - m a i l：lav@kenkou-shiga.or.jp

役職 氏名 所属団体

実⾏委員⻑ ⼩⻄ 眞 一般社団法人 滋賀県医師会

実⾏委員 副委員⻑ 菊井 津多子 滋賀県がん患者団体連絡協議会

実⾏委員 村田 昌史 滋賀県がん診療連携協議会

実⾏委員 原田 光将 アフラック⽣命保険株式会社 滋賀支社

実⾏委員 髙橋 祐樹 東京海上日動火災保険株式会社

実⾏委員 德田 由晃 株式会社 滋賀銀⾏

実⾏委員 坂本 須麻子 第一⽣命保険株式会社 滋賀支社

実⾏委員 河野 孝宏 朝日⽣命保険相互会社 京滋支社

実⾏委員 脇園 聡 中外製薬株式会社

実⾏委員 田邉 伸彦 住友⽣命保険相互会社

実⾏委員 福田 義彦 日本⽣命保険相互会社

実⾏委員 山口 秀富美 びわ湖放送株式会社

実⾏委員 村松 泰 日本放送協会 ⼤津放送局

実⾏委員 ⼤井 恭子 滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課

実⾏委員 水田 和彦 公益財団法人滋賀県健康づくり財団
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＊この実施報告書は、滋賀県 HP および上記財団 HP よりダウンロードが可能です 

令和元年度 滋賀県がん対策推進事業実施報告書 

令和 2 年 3 月発⾏ 

滋賀県がん対策推進運動実⾏委員会 

事務局：公益財団法人滋賀県健康づくり財団 
〒520-0834 

 滋賀県⼤津市御殿浜 6 番 28 号 
TEL:077（536）5210 
FAX:077（536）5211 

URL:http://www.kenkou-shiga.or.jp 




