
子宮がん検診啓蒙全国アクション



北海道

北海道は4/9の１３時から２０００部の配布を三越前の地下歩行空間にて
行いました。袋つめは前々日に２時間をかけ行い、当日に備えました。
配布も２時間ほどかかりましたが、なんとか２０００部は配布完了しました



青森県



岩手県
４月９日に啓発活動を行いました。

今年は活動に参加する人も増え、用意した配布物も例年よ
り早く配布し終わり盛況の内に終えることが出来ました。



宮城県

河北新報H29.4.9



福島県
4.17 福島民報



秋田県



山形県

４月９日、４月１６日で実施しました



新潟県
4月9日に開催しました。
当日はＴＶも2社取材に来て、翌日の朝・昼に放送されました。

例年と同じ感じですが、今年新調した幟と、学生向け「ミニ講演」
の様子です。



長野県
イベント予告

第7回「愛は子宮を救うin長野」
開催日：2017年9月3日（日）
場所：長野市若里市民文化ホール

4/30（日）に地元プロバスケットボールチームのホーム試合での
啓発活動を行いました。
今年は9/3（日）に第7回「愛は子宮を救うin長野」を開催します。



茨城県



群馬県

群馬県のマスコットぐんまちゃんと
LOVE49のバッジを作製しました。

今年度で3パターン目となり、ぐんま
ちゃんが正面を向いています。



埼玉県

埼玉はピンクで統一し「ブルゾン埼玉」として全員
一丸となって配っております．
毎年参加し手渡しが上手になってる人も多く，中に
は初めてなのに本業？というレベルの人も発掘して
おります．
一人でも多くの女性の方に検診を受けていただける
ようこれからもがんばります！！



東京都

上野：松坂屋店頭にて

2017 LOVE 49キャンペーン大丸上野松坂屋での
活動報告

4月15日（土）に「2017 LOVE 49キャンペーン」として
子宮頸がん検診の啓発につながる資料の配布を
大丸上野松坂屋店にて行いました
大丸上野松坂屋では1800部の資料を用意し, 全て
配布しました
活動開始時は, 袋が透明でないこともあり, 前年のよ
うな勢いがなく心配しましたが、
多くのメンバーが昨年も経験していたため, 時間とと
もに順調に配布活動を行い, その心配も危惧に終わ
りました
本年も, 大丸上野松坂屋さん東京都予防医学協会
の皆様のご協力に心より感謝します



東京都

中野駅北口
駅前広場

2017 LOVE 49キャンペーン中野駅北口広場
活動報告

「2017 LOVE 49キャンペーン」として，子宮頸がん検

診受診の啓発につながる資料の配布を中野駅北口
駅前広場にて行いました
中野駅北口駅前広場では例年とおり1,000部の資料
を用意し, 全て配布しました

当日は，人身事故による鉄道の乱れや強風のため，
活動開始時の通行人は少なく，予定の1,000部を配
布出来るか心配したが,時間が経つとともに通行人も
多くなり，14時前には配布を終了しました．約半数の

メンバーは街頭活動が初めてで、開始当初は緊張し
た様子でしたが，次第に慣れ，質問への対応や受け
取っていただく回数も多くなり，全体的に順調に配布
活動を行えました. 強風のため幟を支える事や桜の

はなびらとの闘いでしたが，若い男性陣の力もあり，
事故なく活動が終了することができました．終了時の
参加者の表情がとても明るく印象的でした．
本年も, 中野区が公益活動として駅前広場の使用を

許可してくださり，またニュースレターの作成に携わ
れた「からだにいいこと」の方々や，中野区区議会議
員の方が活動現場を訪れてくださいました．皆様のご
協力に心より感謝いたします.



子宮がん検診を受けましょう

LOVE49 全国街頭予防・啓発アクション in千葉 2017
共催：千葉県細胞検査士会 ・ 千葉県臨床細胞学会 ・ 公益財団法人ちば県民保健予防財団

後援：千葉県 ・ 厚生労働省

2017/4/23 JR千葉駅前

受けましょう！
子宮頚がん検診

千葉県



栃木県



「子宮の日」啓発キャンペーン
平成29年5月14日（日）
会場 桜木町駅前

PM12：30～
参加人数 28人
配布数 1500セット

今年は横浜駅前から、より若い人の多い桜
木町駅前に場所を変えて啓発グッズの配布
と頸がん検診に関するアンケート調査を実
施しました。
当初は「49の日」４月９日を予定していま

したが雨で中止。再度計画し直して無事完
了しました。

神奈川県

お友達、カップル、お母さん、
親子、外国人の方様々な方に
検診をアピールしました

充実の笑顔の面々



山梨県



富山県



石川県臨床細胞学会活動報告

「子宮頸がんを予防する日」（子宮の日）啓発キャンペーン

４月９日（日） １３：３０より イオン御経塚店にて、「子宮の日」啓発キャンペーンを行いました

石川県

今年は４月９日が日曜日と言うことで、参加者一同そして、
けんしんちゃん（今年はちゃんです！？）も張り切ってました！

石川県では、がん検診のお知らせも同時に配布し、どこで検診
を受診出来るのかもご案内しています。
細胞検査士と石川県立看護大学学生との合同で、
６００名の方にリーフレットを配布しました。そして、若いご夫婦や
カップルを中心に子宮頸がん検診の受診をお願いしました。



福井県

４月９日予定通りLove49キャンペーン活動を実施いたしました。
小雨で風が強く、寒い日でしたが、予定時間前に１０００部配布完了しました。



愛知県



愛知県

4/9 中日新聞記事

地元の中日新聞に掲載されましたが、翌日40枚
のTシャツをコインランドリーで洗濯
して、たんでいたらロゴの「細胞検査士会」を
見た老婦人に「今朝の新聞の・・・」
と声を掛けられ折りたたみを手伝ってくれまし
た。癌で悩んだ経験もある方でそんな話をしな
がら折りたたみました。



中部地区

西部地区 東部地区

静岡県
静岡県細胞検査士会

「子宮の日」子宮頸がん検診啓発活動

平成29年4月8日（土）10:00～13：00
参加者：47名
中部地区：①静岡市呉服町および青葉公園付近

②松坂屋静岡店
西部地区：③遠鉄百貨店前
東部地区：④サントムーン柿田川



静
岡
新
聞
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月
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日
朝
刊

静岡県
テレビ静岡

（ 4月8日 17:45~）
NHK静岡

（4月8日 18:45~）



岐阜県
4月15日（土）に、イオンモール各務
原にて活動いたしました
活動中、天候が一時急変し豪雨に
なりましたが、屋内での活動であっ
たため難を逃れることが出来ました
イオンモールのご理解に感謝感謝
でした
また、集合写真を撮影する時には、
さっきの豪雨がうそのように晴れわ
たっており、これも感謝でした
活動中は大きなトラブルもなく、
無事終了することが出来ました



三重県

LOVE49の4月9日（日）、三重の津市にある百貨店松菱で13:00から15:30に行いました。
今回はサクラの満開と晴天にも恵まれたせいか、客足は少なめでしたが、なんとか無事に終えることが
できました。
配布した人の中には詳しく尋ねられる方もいて、「いい社会貢献ですね！」と声を掛けていただきました。



滋賀県
滋賀県では、４月８日（土曜日）15：00～17：00 草津イオンモール
にて子宮頸がん検診啓発活動をおこないました。
参加者は 細胞検査士２１名 子供３名で, １０００個のティッシュ
やパンフレットなどの配布とアンケート調査を行いました。
この活動が少しでも受診者の増加につながればと思います。



兵庫県
4/8,9に実施しました。8日は天気が悪く活動がしにくかったですが、今年も４か所で
資料配布、ミニコンサート、顕微鏡コーナー、アンケート等の活動を行いました。
参加者は兵庫県細胞検査士会兵庫県臨床検査士会、神戸常磐大学学生、他、のべ
１００人を越し、６０００部の配布物はすべて完了しました。
報道のほうは神戸新聞に記事がのり、今回神戸市交通局の協力をえまして4-5箇所
の主要駅構内の掲示物置き場にイベントの事前案内をおかせていただきました。

神
戸
新
聞



奈良県
4/9にLOVE49活動を

行いました



大阪府
心斎橋 梅田



和歌山県
今回はまた駅前での配布活動に戻りましたが、今までの駅前
活動と違い、和歌山駅の中央口に絞り込み１カ所で、１６名
での活動となりました。
和歌山駅に駅前軒下借用の申請をし、検診啓発ポスター３枚
貼付して見ていただきました。
ポスター前で説明を聞いていただくこともでき、活動の趣意
をわかりやすく説明できたと感じました。ポスターを展示し
たことと、協力者１５、６名を一か所に集約したことが良い
結果につながったと感じました。

今回はまた駅前での配布活動に戻りましたが、今までの駅前
活動と違い、和歌山駅の中央口に絞り込み１カ所で、１６名
での活動となりました。
和歌山駅に駅前軒下借用の申請をし、検診啓発ポスター３枚
貼付して見ていただきました。
ポスター前で説明を聞いていただくこともでき、活動の趣意
をわかりやすく説明できたと感じました。ポスターを展示し
たことと、協力者１５、６名を一か所に集約したことが良い
結果につながったと感じました。



京都府



広島県

呉

広島

福山

4月7日呉、4月8日福山、4月9日広島の3地区にて行い、細胞検査士、臨床検査技師を始
め、看護師や学生、はたまた参加者のご家族など、多くの方に参加していただき、総勢
104名で1500部を配布しました。
福山地区では、福山のゆるキャラ「ローラちゃん」に参加してもらい、小さいお子さんを
連れたお母さんにもお渡し出来ました。
「ローラちゃん」効果は絶大で、ぜひ各地のゆるキャラに参戦していただきたいと思い
ます！



山口県



鳥取県
日本海新聞

4月8日に行いました。
地元の日本海新聞に取材を受け、掲載ました。
当日は天候が心配されましたが、検査士２９名
と保健福祉局の方1名の総勢３０名で
予定時間より早く配り終えてしまいました。
来年は部数を増やす方向で検討中です。



岡山県

岡山駅

倉敷駅

4/9（日）岡山駅および倉敷駅で
パンフレット配布を行いました。



島根県
今年はイオンモール出雲さんのご協力により、1日のイベントとして4月9日（日）に活動しました。
島根県臨床検査技師会や島根県のがん対策推進化の方、島根県立大学の学生さんたちの御協
力や地元ヒーロー戦隊の神話舞隊カミアリージャーや健康長寿しまねマスコットキャラクターの
まめなくんと一緒にパンフレット配布を行いました。
カミアリージャーが、がん細胞を答える場面もありました。
今年は風船を作成したところ、子供さんたちが興味を持ったことで、お母さんたちにお話しする
きっかけやアンケートに答えていただくきっかけとなりました。
また、その風船がイベントの宣伝効果となり、集客につながりました。
マリンバとピアノによる演奏会も、各年代の方から好評でした。
大きなトラブルもなく、無事にイベントを終了いたしました。



愛媛県



香川県

4月9日（日）にゆめタウン高松で子宮の日イベントをしま
した。
今回は初めての場所だったですが、県内で集客量の多い
店舗でしたのでいつもよりはやく1000部を配付できまし
た。ただ、目的の店に急ぐお客様が多かったせいかアンケ
ートの方はあまり取れませんでした。
次回は足を止めていただけるような工夫をしようと思い
ます。



高知県

高知は4月9日に17名で
500部配布しました

天気も良く、特に問題はあ
りませんでした。
地元の高知新聞の記事にも
していただきました。

2017.4.10 高知新聞朝刊



福岡県

筑後地区では4月9日にゆめタウン久留米で配布しました。
検査士27名、久留米大学医学部付属臨床検査技師専門学校
4名で行いました。

筑後地区福岡地区



佐賀県
風の強い日でしたが、資料配
布やアンケート調査には、快く
応じていただき、参加会員が
多かったこともあり、予定時間
よりも早く終了しました。

今回、佐賀県では、検診受診率
や頸がん罹患率の推移をパネ
ルして、説明したところ、数は
多くないものの、足を止めて
いただいた数人からは、
頸がんやがん検診の実態と共
に、検査士の数が少ないこと、
専門性が高いこと等に関心を
示していただきました。

初めて参加した会員もおり、こ
ちらも輪が広がれば良いなと
期待しています。



長崎県

4月9日（日）に佐世保市でLOVE49活動
を実施しました。
今回メディア取材はありませんでしたが、
長崎県マスコットキャラクターの
「がんばくん」「らんばちゃん」の応援活動
で盛り上がりました。



熊本県



大分県



4月9日（日）に配布活動を行いまし
た。
連日雨だった中当日は晴天に恵ま
れ、少し暑い中皆頑張りました。
活動の趣旨を伝えながら配布して
いると、皆様関心をもって受け取っ
てくださっているようでした。
「もっと多くの若い方々に受け取っ
てもらえるような場所で」や「今度
は地方市町村でもできたら」
などの意見も会員の中で挙がり、益
々活動の輪を広げられたらと思い
ます。

宮崎県



鹿児島県
4月9日にイベントを行いました。無料映画上映会（いのちのコール～ミセスインガ
をしっていますか～）、トークショー、検査士会ブース（顕微鏡コーナー・子宮頸がん
啓発パネル）を行いました。
来場者は70名程度でしたが、参加された方々からは『映画の後のトークショーは映
画と結びつけながらわかりやすく学ぶことができた』、『子宮頸がんについての意識
が変わった。周りの友人にも教えていきたいと思った』等の声をいただきました。来
られた方々へは子宮頸がんについて理解を深めていただけたと思います。このよ
うな内容でイベントを行えてよかったなと思います。



沖縄県


