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 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。皆さまからの 
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。   
       
 2014年度、NPO法人キャンサーネットジャパン（以下CNJ）は、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49回開催し、
7,256名の方にご参加いただきました。これらの活動の多くは、インターネット上に公開し、無料
でご覧いただけるよう、「キャンサーチャンネル」にて動画で配信しています。一昨年の3千万円
に及ぶ赤字決算のご報告の際には、2014年度は、私たちの活動が真に意義のあるものかどうかを
世に問う年であると宣言いたしました。そのような状況のなか「第三の公共」であるNPOとしての
誇りと使命を賭け、本邦初の試みとして実施した8月のAKIBA Cancer Forumでは、がん治療・
研究の第一線でご活躍される38人の先生方と33名の有志ボランティアの協力を得て、1日で50近
い講義を延べ3000名以上の方々に聴講していただく成功を収め、この日の講演に無償でご協力い
ただいた先生方からも高い評価を得ることができました。 
  
 また、これまでCNJは、がん患者・家族の方々に向けた情報発信を地道に続けて参りましたが、
多くのがんサバイバーの方々との交流の経験から、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ことも、私たちに課せられた重要な使命であることを認識し、昨年度から
は特に、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た企画にも積極的に取り組ん
でいます。がん医療に真摯に取り組むさまざまな組織からの信頼を得て企画をご一緒できることは、
私たちにとって、がん患者・家族の方々からの信頼と期待を受けることと同様に、身の引き締まる
想いであり、活動への活力となっています。 
  
 おかげさまで昨年度の決算では、何とか700万円弱の赤字に留めることができました。改めまし
て、ご協力いただきまし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。しかしながら、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は、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貴
社、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      
 

敬称略、50音順

赤倉 功一郎 JCHO東京新宿メディカルセンター 田沼 明 静岡県立静岡がんセンター

秋元 哲夫 国立がん研究センター 東病院 田村 和夫 福岡大学病院

麻美 ゆま タレント 田村 恵子 京都大学

阿南 里恵 がん体験者 円谷 彰 横浜市立大学附属病院市民総合医療センター

安藤 寿彦 佐賀大学医学部附属病院 坪井 正博 国立がん研究センター 東病院

荒岡 秀樹 虎の門病院 鶴谷 純司 近畿大学医学部付属病院

生田 義明 JCHO人吉医療センター 寺島 雅典 静岡県立静岡がんセンター

池田 正 帝京大学医学部附属病院 照井 康仁 がん研有明病院

石川 敏昭 東京医科歯科大学医学部附属病院 土井 卓子 湘南記念病院

石黒 めぐみ 東京医科歯科大学 徳永 寛子 Over The Rainbow

伊藤 麻紀 日本赤十字社医療センター 豊島 美雪 フリーアナウンサー

いちむじん クラッシックギターデュオ 中井 美穂 フリーアナウンサー

板橋 道朗 東京女子医科大学 中川 和彦 近畿大学医学部付属病院

市川 靖史 横浜市立大学附属病院 中川 圭子 乳癌患者友の会きらら

一ノ瀬 正和 東北大学病院 永田 靖 広島大学病院

伊豆津 宏二 虎の門病院 中村 清吾 昭和大学病院

伊藤 公彦 関西労災病院 中村 晃和 京都府立医科大学付属病院

井上 法子 大阪市立総合医療センター 中山 貴寛 大阪府立成人病センター

今泉 清保 青森テレビ 中山 富雄 大阪府立成人病センター

今津 嘉宏 芝大門 いまづクリニック 涙-NAMIDA- アイドルグループ

岩岡 秀明 船橋市立医療センター 成田 善孝 国立がん研究センター 中央病院

岩槻 政晃 済生会熊本病院 西村 麻子 MBSアナウンサー

岩本　康男 広島市立広島市民病院 西村 元一 金沢赤十字病院

ｳｨﾘｱﾑｴﾀﾞ ﾒﾈｾﾞｽ がん体験者 Negicco アイドルグループ

上園 保仁 国立がん研究センター研究所 二瓶 圭二 都立駒込病院

上田 悦子 MBSアナウンサー 野村 久祥 国立がん研究センター 東病院

植竹 宏之 東京医科歯科大学大学院 橋本 佐与子 毎日放送

上原 圭介 名古屋大学大学院 長谷川 好規 名古屋大学医学部附属病院

内賀島 仁美 がん体験者 服部 政治 がん研有明病院

梅田 恵 オフィス梅田 花畑 憲洋 青森県立中央病院

江口 研二 帝京大学医療共通教育研究センター 馬場秀夫 熊本大学大学院

大西 秀樹 埼玉医科大学国際医療センター 早川 和重 北里大学病院

大野 智 帝京大学 早見和真 作家

大濵 江美子 大阪市立総合医療センター 原 純一 大阪市立総合医療センター

岡田 徹 名古屋大学医学部附属病院 樋口 彩夏 がん体験者

岡田 守人 広島大学原爆放射線医科学研究所 樋口 強 いのちの落語家・作家

岡本 浩明 横浜市立市民病院 樋口 比登美 昭和大学病院

沖 英次 九州大学大学院 医学研究院 久末 伸一 順天堂大学医学部大学院

奥坂 拓志 国立がん研究センター 中央病院 久富 崇 佐賀大学医学部附属病院

奥田 慎也 JR東京総合病院 久光 重貴 湘南ベルマーレ　フットサル選手

落合 和徳 東京慈恵医科大学付属病院 樋田 豊明 愛知県がんセンター 中央病院

加賀美 芳和 昭和大学病院 ヒューマンノート コーラスグループ

勝俣 範之 日本医科大学武蔵小杉病院 福井 朋也 北里大学病院

加藤 晃史 神奈川県立循環器呼吸器病センター 福島 安紀 医療ライター

金澤 旭宣 田附興風会医学研究所北野病院 福島 絵美 株式会社熊本放送

金石 圭祐 JCHO東京新宿メディカルセンター 福島 伯泰 佐賀大学医学部附属病院

川井 章 国立がん研究センター 中央病院 福永 哲 聖マリアンナ医科大学病院

川尾 朋子 書家 福本 晋悟 MBSアナウンサー

川口 美喜子 大妻女子大学 藤井 正人 東京医療センター

菊池 盤 順天堂大学医学部附属浦安病院 藤高 一慶 広島大学病院

菊池 栄治 慶応義塾大学病院 藤本 いづみ がん体験者

北田 なみ紀 大阪市立総合医療センター 古瀬 純司 杏林大学医学部付属病院

木村 正美 JCHO人吉医療センター　 朴 成和 聖マリアンナ医科大学病院

木村 晋也 佐賀大学医学部附属病院 細見 幸生 都立駒込病院

金 哲彦 プロランニングコーチ 堀 泰祐 滋賀県立成人病センター

楠木 重範 チャイルド・ケモ・クリニック 堀井 理絵 がん研有明病院

久宝 留理子 歌手 堀江 重郎 順天堂大学医学部附属順天堂医院

久保田 馨 日本医科大学付属病院 堀之内 秀仁 国立がん研究センター 中央病院

久保田 寧 佐賀大学医学部附属病院 増田 美加 女性医療ジャーナリスト

倉田 宝保 関西医科大学 真水 美佳 NPO法人E-BEC

賢見 卓也 NPO法人がんの暮らしを守る会 町 亞聖 フリーアナウンサー

黒田 尚子 ファイナンシャル・プランナー 松坂 方士 弘前大学医学部附属病院

小池 善 がん体験者 三木 恒治 済生会 滋賀県病院

小松 武幸 放送作家 溝口 綾子 乳がん体験者の会KSHS

小島 隆嗣 国立がん研究センター 東病院 光冨 徹哉 近畿大学医学部付属病院

小島 あゆみ 医療ライター 三鍋 俊春 埼玉医科大学総合医療センター

後藤 悌 国立がん研究センター 中央病院 南 秀明 JCHO人吉医療センター

小林 美幸 フリーアナウンサー 三宅 智 東京医科歯科大学医学部附属病院　

近藤 丘 東北大学加齢医学研究所 都 啓一 キーボーディスト

近藤 恒徳 東京女子医科大学病院 宮崎 勝 千葉大学大学院

西條 長宏 日本臨床腫瘍学会 宮田 広樹 日本医科大学武蔵小杉病院

斎藤 博 国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 三好 康雄 兵庫医科大学病院

坂 英雄 名古屋医療センター 向井 未年子 愛知県がんセンター 中央病院

境 健爾 熊本医療センター 宗像 若菜 がん体験者

坂田 優 三沢市立三沢病院 村山 良 フォトグラファー

坂本 快郎 熊本大学医学部附属病院 室 圭 愛知県がんセンター 中央病院

佐々木 淳 医療法人社団悠翔会 在宅医療部 本部 森乃 福郎 落語家

佐々木 康綱 昭和大学病院 諸木 斗紀也 ギタリスト

笹子 三津留 兵庫医科大学病院 柳澤 隆昭 東京慈恵会医科大学

佐藤 武郎 北里大学 矢野 健二 大阪大学医学部附属病院

佐藤 太郎 大阪大学医学部附属病院 山内 英子 聖路加国際病院ブレストセンター

澤 祥幸 岐阜市民病院 山内 やよい 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科

篠崎 英司 がん研有明病院 山岡 鉄也 がん体験者

篠田 裕介 東京大学医学部附属病院 山口 研成 埼玉県立がんセンター

柴田 基子 日本赤十字社医療センター 山口 拓洋 東北大学大学院

GILLE 歌手 山崎 多賀子 美容ジャーナリスト

庄野 孝 熊本大学医学部附属病院 山﨑 直也 国立がん研究センター 中央病院

上坊 敏子 相模野病院 山下 恵子 がん体験者

神宮 啓一 東北大学病院 山下 秀也 がん体験者のご家族

進藤 岳郎 佐賀大学医学部附属病院 山田 麻記子 東京医科歯科大学医学部附属病院

春藤 紫乃 都立駒込病院 山手 美和 国立看護大学校

末岡 榮三朗 佐賀大学医学部附属病院 山中 竹春 横浜市立大学

菅原 俊一 仙台厚生病院 山本 悦秀 城南歯科医院理事長

杉谷 巌 日本医科大学 山本 精一郎 国立がん研究センター がん予防・検診研究センター

杉原 健一 東京医科歯科大学 山本 信之 和歌山県立医科大学付属病院

杉本 直俊 大阪医療センター 百合草 健圭志 静岡県立静岡がんセンター

角 美奈子 国立がん研究センター 中央病院 横井 香平 名古屋大学医学部附属病院

住吉 義光 玄々堂木更津クリニック 横山 琢磨 杏林大学医学部付属病院

関口 建次 苑田会放射線クリニック 吉川 貴己 神奈川県立がんセンター

高井 美紀 MBSアナウンサー 吉田 茂昭 青森県立中央病院

高野 利実 虎の門病院 吉原 麻里 佐賀大学医学部付属病院

高橋 和奈 若年性がん患者団体STANDUP!! より子 シンガーソングライター

高橋 里美 宮城県立がんセンター LinQ アイドルグループ

園田 マイコ モデル 和嶋 直紀 弘前大学医学部附属病院

高橋 聡 国立がん研究センター 中央病院 渡邉 古志郎 NPO法人胸部腫瘍臨床研究機構

滝口 裕一 千葉大学医学部附属病院 渡邉 聡明 東京大学

武内 務 がん体験者 渡辺 千鶴 医療ライター

田邉 聡 北里大学病院

Special Thanks!

2014年度キャンサーネットジャパンへご支援いただいた皆様



★は昨年度の新規プロジェクト

活動カテゴリ プロジェクト 方　法 時　期 場　所 対　象 参加人数（人） 動画視聴回数※ 参加者からの
寄付額（円）

その他備考

集客セミナー4回開催 7、10、2、3月 名古屋、大阪、人吉（熊本）、東京 患者・家族等 1,069 120,599

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 全国に消化器内科・外科医92名

啓発グッズの作成 通年 Web 患者・家族等

集客セミナー3回開催 6、9、11月 広島、名古屋、仙台 患者・家族等 674 47,100

特設Webサイト運営 通年 Web 患者・家族等

集客セミナー1回開催 9月 大阪 患者・家族等 137 2,670 51,155

レモネードスタンド実施 通年 全国16か所 一般 555,663 学生による自主的な実施もあった

チャリティライブ2回開催 6、11月 東京、京都 一般 520 229,118

AYA世代がん体験者招待 6、3月 東京、埼玉 患者 9 -

特設Webサイト運営 通年 Web 患者・家族等

啓発マテリアル・グッズ作成 通年 全国 一般・病院・行政等

特設Webサイト運営 通年 Web 一般・患者・家族等

分かち合いの会運営委託 11、12、1、2、3月 岐阜 患者 35

1団体5万円を限度に助成 通年 秋田、富山、群馬、千葉 患者 4団体

おしゃべりルーム7回開催 4、5、6、7、8、9、11月 東京 患者 94

COGS.net交流会開催 11月 東京 患者 11

患者へのﾒｲｸとﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ撮影 8月 東京 患者 13

★AKIBA Cancer forum 1日で42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 1,025 3,917 384,868 NHK取材対応、報道あり

MBS Jump Over Cancer 報道番組連動セミナー5回開催 4、6、8、10、12月 大阪 一般・患者・家族等 439 5,184 - MBS：毎日放送でも特設ページあり

アピタルがん夜間学校シリーズ 集客セミナー12回開催 通年、毎月第3水曜日 東京 患者・家族等 1,065 13,010 220,355 朝日新聞デジタル医療サイト「アピタル」に特設ページあり

集客セミナー3回開催 8、10、１月 熊本、青森、横浜 患者・家族等 383 78,000 1月横浜セミナーはNPO法人神奈川胃癌ネッツとの共催

啓発グッズの作成 3月新規作成 Web 患者・家族等

特設Webサイト運営 8月新規作成 Web 患者・家族等

前立腺がんセミナー 集客セミナー1回開催 9月 東京 患者・家族等 140 2,066 62,280

乳がんセミナー 集客セミナー1回開催 2月 大阪 患者・家族等 208 517 85,135 公益財団法人大阪コミュニティ財団「木原隆がん基金」助成

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 NPO法人日本医療政策機構Japan for LIVESTRONGとの共催

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！」13,049 累計136万PV アライアンス　約50団体

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

★悪性黒色腫：メラノーマ 特設Webサイトでの動画配信 3月新規作成 Web 一般・患者・家族等 「いいね！」474 372 メラノーマ患者会Over the Rainbowとの共催

冊子 ブックレット作成・配布 3冊作成、10冊改訂、シリーズ全18冊に 通年 全国がん診療連携拠点病院ほか 患者・家族等

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 相模原協同病院ほか神奈川県内6病院 患者・家族等 556 かながわボランタリー活動推進基金21助成

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

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 48

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 41

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 42

CSS：がん体験者講師養成講座 Web-Learning講座 7月～3月 Web 患者 15 東京都中小企業振興財団助成

NPO法人胸部腫瘍臨床研究機構 集客セミナー1回開催 9月 東京 患者・家族等 115 2,457 32,171

★久留米大学先端癌治療研究センター 集客セミナー1回開催 7月 東京 患者・家族等 79 1,512 -

★NPO法人婦人科悪性腫瘍研究機構 集客セミナー1回開催 7月 東京 患者・家族等 136 1,713 29,500 臨床試験に関するセミナー

★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 3月 大阪 医療従事者 123 未公開 がん体験者の声を届けるセミナー

★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 579 未公開 -

★第55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 10、11月 大阪、京都 患者・家族等 290 未公開 - 市民公開講座、ペイシャント・アドボケイトプログラム

★日本放射線腫瘍学会 第27回学術大会 学術大会での市民向けプログラム 12月 横浜 一般・患者・家族等 49 未公開 - ペイシャント・アドボケイト・プログラム企画・運営

★佐賀大学医学部 血液・呼吸器・腫瘍内科 特設Webサイトでの動画配信 通年 Web 一般・患者・家族等 10,357

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 6,207

★ナース専科タイアップセミナー 集客セミナー5回開催 10、11、12、1、3月 東京 看護師 189 未公開 -

★映画「ぼくたちの家族」　上映会＆トーク 集客セミナー2回開催 5月 東京・大阪 医療従事者 292 未公開 36,718 NHK取材対応、報道あり

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

その他 企業に向けた事業 社内向け研修企画実施、研修資材作成、看護師意識調査ほか

「いいね！」15,531　（20疾患合計）

63,073DL/PV

4,900

インターネット
による

情報発信

3,456

5,850

未公開

★胃がん
疾患治療啓発キャンペーン

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。

2014年度事業の概要

疾患別
テーマ別
セミナー

学会・研究団体等
との連携

企業協働

各刊　2,500部発行

　　集客セミナー　49回実施（7,256名動員）、スタジオプログラム　26コンテンツ収録・配信
　　※動画再生回数は公開以降2015/4/15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65,603回。

啓発リーフレット10万部配布

約18,000杯提供

大腸がん啓発
　ブルーリボンキャンペーン

肺がん
　疾患治療啓発キャンペーン

小児がん啓発

Rock Beats Cancer

子宮頸がん啓発
　ティール＆ホワイトリボンプロジェクト

相談事業

養成講座
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