
　謹　啓

　皆様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。皆様からのご支援により、昨
年度、私たちが成し遂げることができた活動について、ここに事業報告をまとめさせていただきました。

　2013 年度、NPO 法人キャンサーネットジャパンは、がん患者さん・ご家族・一般の方も含め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全て参加費無料にて 38 回開催し、4,210 名の方にご参加いただきました。こ
れらのセミナーは、同時に映像収録し、アーカイブの配信は、延べ合計 84,000 回以上もの再生回数となっていま
す。また、セミナーのアーカイブ動画を主に配信している「キャンサーチャンネル」では、2011 年 4 月に開設以来、
アライアンス団体の動画も含め 800 以上のコンテンツを配信するに至り、PV は 100 万回を超える等、多くの方々
に支持されています。Facebook など近年の著しい SNS の利用者増に伴い、私たちも SNS を効果的に活用するこ
とで、より多くの方々動画をはじめインターネット上に掲載している情報を届ける体制を築きあげることができ
ました。キャンサーネットジャパン、キャンサーチャンネルとも医療情報を発信する Facebook としては異例の
1 万を超える「いいね！」を獲得しています。セミナー・イベント、講座の開催にあたっては、各領域を代表する
医療者をはじめとし、約 200 名のエキスパートにご協力を得ることができました。

　昨年度は約 3 千万円の赤字となりました。私たちが、寄付や事業支援を得られなくても NPO としてミッション
の遂行に必要だと考えるプロジェクトに果敢に挑戦してきた結果でもあります。一昨年度の決算で蓄えた余剰資産
をその活動費に充て、総じて運営に支障のない範囲に収めることができました。今年度は私たちの活動が社会にとっ
て本当に意義のある活動をしているか、社会が評価する年だと認識しています。

　社会の課題を解決するミッションを持つ NPO として、社会に求められる存在であり続けるために、今年度は活
動の意義そのものを、社会に問いかけいてきたいと考えています。改めまして皆様のご理解・ご支援を賜れれば幸
いです。末筆ではございますが、貴社、皆様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
2013 年度（2013 年 4 月～ 2014 年３月）

事 業 報 告 書敬称略、50 音順

2013年度のキャンサーネットジャパンの
プロジェクトにご協力いただいた方々

赤倉 功一郎 JCHO 東京新宿メディカルセンター
秋沢 淳子 TBS アナウンサー
井川 聡 北里大学病院
池田 正 帝京大学
石井 京子 日本オストミー協会
石岡 千加史 東北大学加齢医学研究所
石黒 めぐみ 東京医科歯科大学大学院
磯部 宏 KKR 札幌医療センター
板橋 道朗 東京女子医科大学
市川 博久 がん体験者
いちのせ かつみ ファイナンシャルプランナー
一戸 辰夫 広島大学医学部附病院
乾 明夫 鹿児島大学大学院
今井 千晶 千葉大学医学部付属病院
今井 愛 麻布十番まなみウィメンズクリニック
井本 圭祐 NPO 法人にこスマ九州
岩田 広治 愛知県がんセンター中央病院
上園 保仁 国立がん研究センター研究所
上田 悦子 MBS アナウンサー
上野 創 がん体験者
上畑 綱次 がん体験者
宇都宮 興 今村病院分院 
梅田 恵 緩和ケアパートナーズ
江口 研二 帝京大学
大﨑 往夫 大阪赤十字病院
大島 寿美子 北星学園大学
大段 秀樹 広島大学
大西 俊介 北海道大学大学院
大沼 忍 東北大学
大野 真司 九州がんセンター
大野 智 帝京大学
大橋 靖雄 中央大学
大橋 一輝 がん・感染症センター都立駒込病院 
大平 達夫 東京医科大学
大八木 友之 MBS アナウンサー
大山 力 弘前大学大学院
小川 朝生 国立がん研究センター東病院
奥坂 拓志 国立がん研究センター中央病院
奥山 裕美 昭和大学病院
小椋 美知則 名古屋第二赤十字病院
小田 圭一 がん体験者
落合 和徳 東京慈恵会医科大学
勝俣 範之 日本医科大学武蔵小杉病院
加藤 健志 関西労災病院
加藤 晃史 神奈川県立循環器呼吸器病センター
金石 圭祐 JCHO 東京新宿メディカルセンター
川口 浩一 ATV アナウンサー
河村 裕美 女性特有のガンのサポートグループ　オレンジティ
神田 善伸 自治医科大学附属さいたま医療センター
菊地 栄次 慶応義塾大学病院
木下 敬弘 国立がん研究センター東病院
木村 晋也 佐賀大学 
清井 仁 名古屋大学
金 哲彦 NPO 法人ニッポンランナーズ
楠木 重範 NPO 法人チャイルド・ケモ・ハウス
工藤 裕美子 ブーケ（若い女性オストメイトの会）
國村 三樹 NPO 法人日本医療政策機構
弦間 昭彦 日本医科大学
河野 透 旭川医科大学
古賀 友紀 九州大学病院
國土 典宏 東京大学大学院医学系研究科
後藤 悌 東京大学医学部附属病院
小林 美幸 フリーアナウンサー
西條 長宏 日本臨床腫瘍学会
齋藤 博 国立がん研究センターがん予防・検診研究センター
斎藤 春洋 神奈川県立がんセンター
佐倉  徹 群馬県済生会前橋病院
佐々木 康綱 昭和大学
佐々木 治一郎 北里大学
笹子 三津留 兵庫医科大学病院
佐治 重衡 福島県立医科大学
佐藤 瑞穂 テレビ和歌山アナウンサー
里内 美弥子 兵庫県立がんセンター
四十坊 典晴 JR 札幌病院
篠崎 勝則 県立広島病院
篠田 裕介 東京大学医学部附属病院
清水 敏明 がん体験者
上坊 敏子 相模野病院
白井 信太郎 和歌山県立医科大学
白石 恵子 九州がんセンター
菅原 健一 日本オストミー協会
杉田 孝和 日本赤十字和歌山医療センター
杉谷 巌 日本医科大学付属病院
杉原 健一 東京医科歯科大学
杉本 直俊 大阪府立成人病センター
鈴木 美穂 がん体験者
角南 一貴 岡山医療センター
関 順彦 帝京大学
関岡 香 MBS アナウンサー
関口 建次 聖路加国際病院
関本 貢嗣 大阪医療センター
瀬戸 貴司 九州がんセンター
膳場 貴子 キャスター

曽我 友祐 がん体験者
園田 優 日本オストミー協会
園田 マイコ モデル
大幸 宏幸 国立がん研究センター東病院
高井 美紀 MBS アナウンサー
高塚 雄一 兵庫医科大学病院
高野 利実 虎の門病院
高橋 雅信 東北大学
武内 務 がん体験者
竹島 信宏 がん研有明病院
立松 三千子 愛知県がんセンター中央病院
田中 文啓 産業医科大学
田中 洋史 新潟県立がんセンター新潟病院
谷澤 泰介 がん研有明病院
玉木 康博 大阪府立成人病センター
陳 基明 日本大学
円谷 彰 湘南鎌倉総合病院
坪井 正博 国立がん研究センター東病院
寺島 慶太 国立成育医療研究センター
土井 卓子 湘南記念病院
得 みさえ 神奈川県立がんセンター
TOM G ラジオ DJ
豊島 美雪 フリーアナウンサー
中井 美穂 フリーアナウンサー
中川 和彦 近畿大学医学部
中川 けい NPO 法人広島がんサポート
中西 洋一 九州大学大学院医学研究院
永野 忠義 北野病院
中村 清吾 昭和大学
中山 優子 神奈川県立がんセンター
中山 貴寛 大阪府立成人病センター
成田 善孝 国立がん研究センター中央病院
錦織 桃子 京都大学医学部附属病院
西村 和郎 大阪府立成人病センター
西村 元一 金沢赤十字病院
西村 麻子 MBS アナウンサー
野澤 桂子 国立がん研究センター中央病院
野村 久祥 国立がん研究センター東病院
野村 秀高 がん研有明病院
芳賀 みゆき がん体験者
橋本 佐与子 MBS　ディレクター
濱中 真帆 がん体験者
林 ゑり子 藤沢湘南台病院
林 稔展 九州がんセンター
原 純一 大阪市立総合医療センター
原 千晶 女優
半田 寛 群馬大学医学部附属病院
樋口 由起子 国立がん研究センター中央病院
樋口 祐介 がん体験者
樋田 泰浩 北海道大学大学院
檜山 英三 広島大学病院
平岡 真寛 京都大学大学院医学研究科
平田 大二 日本赤十字社大阪赤十字病院
藤井 正人 東京医療センター
藤澤 正人 神戸大学
藤澤 浩美 兵庫医科大学
古瀬 純司 杏林大学
細井 創 京都府立医科大学附属病院
細見 幸生 都立駒込病院
堀井 理絵 がん研有明病院
堀江 重郎 順天堂大学
増田 美加 女性医療ライター
益田 典幸 北里大学医学部
松井 英雄 東京女子医科大学
松本 裕子 北海道文化放送
真部 淳 聖路加国際病院
三浦 裕司 虎の門病院
三木 恒治 京都府立医科大学
光冨 徹哉 近畿大学医学部
三橋 紀夫 東京女子医科大学
三鍋 俊春 埼玉医科大学総合医療センター
宮田 広樹 日本医科大学武蔵小杉病院
宮本 勝也 広島記念病院
三好 康雄 兵庫医科大学
椋田 千絵 ブーケ（若い女性オストメイトの会）
村田 里美 胃がん体験者
室 圭 愛知県がんセンター中央病院
森 久美子 がん体験者
柳澤 隆昭 東京慈恵会医科大学
柳澤 里弥 がん体験者
山内 英子 聖路加国際病院
山口 拓洋 東北大学
山崎 多賀子 美容ジャーナリスト
山﨑 直也 国立がん研究センター中央病院
山田 一彦 久留米大学医学部
山本 精一郎 国立がん研究センターがん対策情報センター
山本 信之 和歌山県立医科大学
山本 晴義 横浜労災病院
横山 太郎 横浜市立市民病院
吉田 羊子 がん体験者
吉増 達也 和歌山県立医科大学
若尾 文彦 国立がん研究センターがん対策情報センター
渡邉 古志郎 NPO 法人胸部腫瘍臨床研究機構

アーティスト協力：

麻美 ゆま
いちむじん
井上 俊次
大槻 ケンヂ
奥田 民生
影山 ヒロノブ
川尾 朋子
久宝 留理子
GRANRODEO
斉藤 和義
GILLE
JAM　Project
少年カミカゼ
デーモン閣下
TOKIYA
遠山 麻繭
涙 -NAMIDA-
二井原 実
Negicco
BABYMETAL
都 啓一
より子
LOUDNESS
LinQ
LAZY
ROLLY
和嶋 慎治

Special Thanks

NPO法人キャンサーネットジャパン

理事長 岩瀬 哲

NPO法人キャンサーネットジャパン
〒 113-0034 東京都文京区湯島 1-10-2 御茶ノ水 K ＆ K ビル 2F
電話 : 03-5840-6072　FAX : 03-5840-6073　Mail：info@cancernet.jp

Homepage：http://www.cancernet.jp/
twitter：https://twitter.com/CancerNetJapan
Facebook：https://www.facebook.com/CancerNetJapan



事業 方法 日程 場所 対象 参加人数（人） 動画視聴回数（回）

疾患ベースセミナー

UDX オープンカレッジシリーズ 集客セミナー 9 回開催 毎月第 3 土曜日 秋葉原 UDX 患者・家族等 527 34,642
MBS　Jump Over Cancer 報道番組連動セミナー 4 回開催 4、9、10、11 月 大阪 一般・患者・家族等 383 8,400
前立腺がんセミナー 集客セミナー 2 回開催 4、9 月 青森、大阪 患者・家族等 344 5,926
アピタルがん夜間学校シリーズ 集客セミナー 3 回開催 1、2、3 月 秋葉原 UDX 患者・家族等 289 6,206
★ HER2 Station（乳がんセミナー） 集客セミナー 4 回開催 7、8、9、11 月 東京、名古屋、福岡、大阪 患者・家族等 355 9,513

キャンペーン型啓発

大腸がん啓発
ブルーリボンキャラバン

集客セミナー 4 回開催 6、9、12、3 月 仙台、大阪、広島、東京 患者・家族等 951 7,923
特設 Web サイト運営 通年 Web 患者・家族等
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 4 回開催 4、7、9、10、11 月 福岡、東京、札幌、和歌山、大阪 患者・家族等 775 7,031
特設 Web サイト運営 通年 Web 患者・家族等

小児がん啓発
集客セミナー 1 回開催 9 月 福岡 患者・家族等 118 950
レモネードスタンド実施 通年 東京、福岡、大阪 一般 10,274 杯提供

Rock Beats Cancer
チャリティライブ 2 回開催 7、10 月 東京、京都 一般 1800 公開なし
特設 Web サイト運営 通年 Web 患者・家族等

★ Over Cancer Together 研修、フォーラム等開催 8 月、12 月 秋葉原 UDX 一般・病院・行政等 230 2,000

子宮頸がん啓発
ティール＆ホワイトリボンプロジェクト

啓発マテリアル・グッズ作成 通年 全国 一般・病院・行政等 啓発リーフレット 6 万部配布
特設 Web サイト運営 通年 全国 一般・患者・家族等
分かち合いの会運営委託 1 回 / 月 東京、群馬、富山、神戸等 患者 150
1 団体 5 万円を限度に助成 通年 全国 患者 3 団体
患者へのメークとポートレート撮影 6 月 東京 患者 4

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！」12950 100 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！」12366
★血液がんビデオセミナー スタジオ公開収録＆公開 12 回 毎月月末 Web 患者・家族等 スタジオ収録 8,647
★希少がんビデオセミナー スタジオ収録＆公開　20 疾患 5 ～ 9 月 Web 患者・家族等 スタジオ収録 6,214

冊子 ブックレット作成・配布 がん体験者らにより取材・編集 年度内に 7 冊作成 全国がん診療連携拠点病院 患者・家族等 56 万冊発行 146,830DL/PV

その他
がん体験者ピアサポート ピアサポーターの派遣週 1 ～ 2 回 通年 相模原協同病院、横須賀共済病院他 患者・家族等 648
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 100

養成講座
がん情報ナビゲーター養成講座 Web-Learning 講座 7 ～ 12 月 Web 主に医療従事者 51
乳がん体験者コーディネータ養成講座 Web-Learning 講座＋対面講習 7 ～ 3 月 Web 患者 52
★がん体験者講師養成 Web-Learning 講座 7 ～ 3 月 Web 患者 構築のみ

セミナー受託
コルサルティング事業

学会・研究団体等の市民公開講座企画・
運営受託等

NPO 法人胸部腫瘍臨床研究機構 9 月 相模原市 患者・家族等 149 1,482
厚労科研研究班（上園班・漢方） 11 月 東京 患者・家族等 137 1,358

CNJ 活動報告
★季刊誌作成・配布 季刊誌冊子発行・送付 4、7、10、1 月 事務局内 CNJ 支援者ら 各刊　3,000 部発行
★活動報告会開催 集客セミナー 2 回開催 7 月 秋葉原 UDX CNJ 支援者ら 102 公開なし

　　集客セミナー　38回実施（4210 名動員）、スタジオプログラム　32コンテンツ収録・配信　　
　　動画再生回数は公開以降 2014 年6月 30日までの、のべ視聴回数 （★は昨年度の新プロジェクト）


