平成24年度 細胞検査士会公益広報事業活動調査表（啓発事業）

北海道

活動名称

主催団体

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会北海道支部

2012「検査ｄｅフェスタ」

札幌臨床検査技師会

共催団体

日時

場所

内容

参加人数

2012年4月8日（日）

札幌三越前

子宮頸がん検診啓発グッヅ配布（1000部）

細胞検査士会会員20名

細胞検査士会北海道支部

2012年10月7日（日）

札幌大通地下歩行空間

子宮頸がん検診に関するパネル展示およびアンケート調査

細胞検査士会会員 14名

青森県

なし

岩手県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会岩手県支部

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

2012年4月7日（日）13:00～

イオンモール盛岡南

子宮頸がん検診啓発グッヅ配布（1000部）

細胞検査士会会員 12名

宮城県細胞検査士会

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

４月７日 11:00～13:00

藤崎ファーストタワー館前

子宮頸がん検診啓発グッヅ配布（1000部）

会員18名、リボンムーブメントの学生6名
県職員1名

宮城県

子宮の日LOVE49キャンペーン

秋田県

なし

新潟県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会新潟支部

平成２４．０４．０８

イオン新潟南店

ニュースレター配布

25人

山形県

子宮の日LOVE50キャンペーン

細胞検査士会山形県支部

4月13日

イオン南山形支店

子宮頸がん検診啓発グッヅ配布（1000部）

14人

福島県

なし

茨城県

子宮の日LOVE49キャンペーン

NPO法人子宮頚がんを考える市民の会

2012/4/8（13:00～15:00）

イオンモール水戸内原

子宮頸がん啓発ニュースレター配布、
子宮がん検診アンケート調査、他

22名

栃木県

なし

群馬県

細胞検査士会茨城県支部

子宮頸がん啓発ニュースレター配布、
子宮がん検診アンケート調査
ニュースレター、ﾎﾟｹｯﾄティッシュ、う,ちわ、ＨＰＶ、
頸がん検診説明資料等等を街頭配布

子宮の日LOVE49キャンペーン

群馬県細胞検査士会

NPO法人子宮頚がんを考える市民の会

2012/4/7（13:00～15:00）

きけやきウォーク前橋

埼玉県細胞検査士会

NPO法人子宮頚がんを考える市民の会
子宮頸がんから女性を守る会（任意団体）

2012/7/22,23（午後12時～午後17時）

熊谷コミュニティー広場

千葉県

子宮の日LOVE49キャンペーン
熊谷うちわ祭り（子宮頸啓発活動）
なし

東京都

子宮の日LOVE49キャンペーン

東京都細胞検査士会

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

平成24年4月8日（日）

池袋サンシャイン通り東急ハンズ前 ＆ 新宿小田急ハルク、ルミネ前

子宮頸がん検診啓発グッヅ配布（2000部）

細胞検査士15名、杏林大学学生5名

神奈川

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会神奈川県支部

NPO法人子宮頚がんを考える市民の会

平成24年4月7日（土）13:00～15:00

JR横浜駅西口

ニュースレター、ティッシュ等を街頭配布

22名

山梨県

がん征圧街頭キャンペーン

（財）山梨県健康管理事業団

山梨県ホスピス協会，山梨県，

平成23年9月4日（7：30～8：30）

甲府駅前

啓発パンフレット，ﾎﾟｹｯﾄティッシュ・花の種,コーヒー配布

細胞検査士1名

子宮癌検診キャンペーン

山梨大学産婦人科教室

山梨県産婦人科医会、山梨産科婦人科学会、山梨県、中央市

平成23年10月14日（10：00～17：00）

乳がん早期発見啓発キャンペーン『がんを知ろう』

山梨県健康増進課、山梨県放射線技師会

平成23年10月28日（13：00～16：00）

子宮癌検診についての説明や画像、細胞像などのパネル展示、
顕微鏡下での細胞の説明
乳癌検診についての説明や画像、細胞像などのパネル展示

細胞検査士5名

第2回子宮の日啓発イベント 愛は子宮を救うin長野

山梨県臨床検査技師会，
（社）日本臨床衛生検査技師会
細胞検査士会長野県支部

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

平成23年4月5日（11時～16時）

イオンモール甲府昭和店
3階イオンホール
イオンモール甲府昭和店
3階イオンホール
長野市生涯教育センター・トイーゴ

子宮頸がん啓発ニュースレター配布、ダンスイベント、ライブ音楽、パネルディスカッション

総参加人数380人 うち会員27名

がんに負けない社会づくり長野県民運動推進事業

長野県健康福祉部

細胞検査士会長野県支部

平成24年8月25日（10時～17時）

長野県山形村アイシティー21

がん検診率50％達成のためのPR活動(啓発活動、パネル展示、チラシ配布)

会員6名

RFL信州 in 松本

RFLジャパン 松本実行委員会

細胞検査士会長野県支部

平成24年9月1日（13時）～9月2日（13時）

松本市やまびこドーム

チーム参加と共に、子宮頸がん啓発パンフの配布

会員11名、他非会員（技師、業者）数名

埼玉県

長野県

会員10名+協力者4名
16名

細胞検査士2名

RFL信州 in 長野

RFLジャパン 長野実行委員会

細胞検査士会長野県支部

平成24年10月13日（12時）～10月14日（12時）

長野市城山公園

チーム参加と共に、子宮頸がん啓発パンフの配布、ステージでのデスカッション（検査士参加）

会員13名、他非会員（技師、業者）数名

啓発活動 千曲市成人式

千曲市

細胞検査士会長野県支部

平成25年1月13日（11時～14時）

千曲市 あんずホール

子宮頸がん啓発パンフの配布

会員10名、他非会員（業者）数名

啓発活動 第2回小布施着物コンテスト

小布施町

細胞検査士会長野県支部

平成25年2月24日（11時～15時）

小布施町 北斎ホール

子宮頸がん啓発パンフの配布

会員6名、他非会員（技師、業者）数名

富山県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会富山県支部

4月9日

ファボーレ富山

子宮頸がん啓発ニュースレターなど配布（750セット）、アンケート

石川県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会石川県支部

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会（後援：富山県、富山県産科
婦人科医会、富山県対癌協会、富山県臨床検査技師会、細胞学会富山県支部）
NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

平成24年4月8日(日)10：00-12：00

ＪＲ金沢駅前

チラシ配布

細胞検査士13名、
富山大学医学部学生5名
20

福井県

なし

岐阜県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会岐阜県支部

平成24年4月7日（土）13:00～16:00

JR岐阜駅周辺

子宮がん検診受診の啓発チラシ等の街頭配布

静岡県

子宮の日LOVE50キャンペーン

細胞検査士会静岡県支部

静岡県、静岡県医師会、静岡市、浜松市、沼津市、富士市

平成24年4月7日（土）1１:00～13:00

愛知県

Love49 街頭活動

細胞検査士会愛知県支部

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

2012/4/7(14:00-16:00)

静岡市呉服町通り，イオン浜松市野SC
イオン富士南SC サンウェル沼津
名古屋駅周辺

Love49チラシ、ティッシュペーパー配布

細胞検査士48名
医師2名
細胞検査士15名

あいち県民健康祭

愛知県・愛知県健康作り振興事業団

細胞検査士会愛知県支部、日本臨床細胞学会愛知県支部

2012/9/5(10:00-16:00)

あいち健康プラザ

ピンクリボンイベント

日本対がん協会、朝日新聞社、メ～テレ

愛知県、愛知県臨床検査技師会、細胞検査士会愛知県支部ほか

2012/10/13(10:00-16:00)

矢場町エンゼルパーク

目でみるがんコーナー・顕微鏡でがん細胞観察、
癌検診関連ポスター展示
目でみるがんコーナー・顕微鏡でがん細胞観察、
癌検診関連ポスター展示
目でみるがんコーナー・顕微鏡でがん細胞観察、
癌検診関連ポスター展示、パンフレット配布
目でみるがんコーナー・顕微鏡でがん細胞観察、
癌検診関連ポスター展示、パンフレット配布

細胞検査士7名・一般来訪者
（展示ブース）162名
細胞検査士8名・一般来訪者
（展示ブース）125名
細胞検査士10名・臨床検査技師1名
・一般来訪者（展示ブース）623名
細胞検査士7名・臨床検査技師1名
・一般来訪者78名

スギ薬局 健康・キレイ応援フェスタ

スギ薬局

愛知県臨床検査技師会、細胞検査士会愛知県支部ほか

2012/11/24-25(10:00-17:00)

吹上ホール

なごや健康ウエーブプロジェクト

名古屋市健康福祉局健康増進課

愛知県臨床検査技師会、細胞検査士会愛知県支部ほか

2013/1/13（10：00-16：00）

ナディアパ－ク

子宮がん検診受診の啓発チラシ等の街頭配布（2500セット）

三重県

なし

滋賀県

子宮の日LOVE49キャンペーン

滋賀県細胞検査士会

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

平成２４年４月７日（１５時～１８時）

イオンモール草津

ニュースレター・ポケットティッシュ・パンフレット配布

２０名（うち医師１名）

京都府

子宮の日LOVE49キャンペーン

京都府細胞検査士会

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

イオンモールKYOTO

大阪府

子宮の日LOVE49キャンペーン

大阪府細胞検査士会

大阪府臨床検査技師会

平成24年4月8日（日）
13:00～17:00
平成24年4月14日（土）

難波高島屋前路上

講演、パネルデスカッション、演奏会、
キッズダンス、フラダンス等
子宮がん検診受診の啓発チラシ等の街頭配布

細胞検査士22名臨床検査技師6名他5名
一般来訪者500名
１５名

兵庫県

子宮の日LOVE49街頭キャンペーン

子宮の日LOVE49キャンペーン
兵庫県実行委員会
子宮の日LOVE49キャンペーン
兵庫県実行委員会
細胞検査士会奈良県支部

子宮頸がんを考える市民の会・神戸市・兵庫県細胞検査士会・兵庫県臨床検査技師会・神戸常盤ボランティアセンター・関 2012/4/7 11：30-13：00
西ブルーム・兵庫県臨床細胞学会
子宮頸がんを考える市民の会・神戸市・兵庫県細胞検査士会・兵庫県臨床検査技師会・神戸常盤ボランティアセンター・関 2012/4/8 10:：00-16：00
西ブルーム・兵庫県臨床細胞学会
4月8日

三宮センター街

通行人への子宮がん検診啓発チラシの街頭配布

スタッフ31名

神戸市王子動物園

コンサート・講演・入園者への啓発チラシ配布

スタッフ53名（一般参加約600名）

近鉄奈良駅前

パンフレット配布

子宮の日LOVE49キャンペーン・イベント
奈良県

『LOVE49』子宮頸がん撲滅キャンペーン

和歌山県

子宮の日LOVE49街頭キャンペーン

細胞検査士会和歌山県支部・日本臨床細胞学会和歌山県支部

NPO法人子宮頚がんを考える市民の会

４月１日／７日／１５日

紀南白浜町、JR和歌山駅、南海和歌山市駅、熊野本宮

子宮頚がん啓発グッズ1000部配布と説明

２５名

鳥取県

子宮の日LOVE49キャンペーン

鳥取県細胞検査士会

NPO法人子宮頚がんを考える市民の会

H24年4月15日

イオンモール鳥取北店

パンフ配布、子宮頸がんやがん検診についての相談

25名

島根県

子宮の日ＬＯＶＥ49街頭活動

島根県細胞検査士会

厚生労働省、島根県、島根県医師会、島根県環境保健公社

4月8日13-15時

啓発パンフ、ニュースレター配布、アンケート調査、病気や検診の説明

46名

ライブハウスでの啓発活動

いなたひめプロジェクト

ぼすとん茶の湯会（大学生バンド）

4月29日19-20時

イオン松江店、ゆめタウン出雲、
ゆめタウン益田
ライブハウス松江Ｂ1

20名

性教育講演会

島根県立松江北高等学校

5月8日

松江北高校

健康イベントでの街頭活動

島根県

ドラッグストア ウエルネス

6月2-3日

松江メッセ

ロックバンドメンバーと啓発女子大学生がステージ上で、10-20歳代来場者に
対して病気や検診の必要性、検診の受け方、受診した学生の経験談を話す。
性についての基本的講演の中で、まじかに迫る子宮頸がんという病気について
の知識とその予防方法を講演
子宮頸がん認知度調査、啓発パンフ等配布、病気や検診の説明活動

27名

島根大学公衆衛生学実習講演

島根大学公衆衛生学教室

松江保健所

7月3日

松江保健所

細胞検査士の仕事内容と子宮頸がん啓発活動について

1名

日本臨床細胞学会中四国学会での発表

日本臨床細胞学会島根県支部会

7月29日

出雲ビッグハート

2名

島根大学赤十字奉仕団へのピアエデュケーション

島根大学赤十字奉仕団

7月7日

日本赤十字社島根県支部

8月3-4日

松江メッセ

島根大学赤十字奉仕団の大学生に子宮頸がんの知識と検診の重要性を説明し、
大学生と共に対策を検討した
島根県での子宮頸がん啓発活動における細胞検査士の役割について、学会参加の細胞検査士、
医師、患者に紹介し、啓発の必要性を説明。女子大学生による啓発活動の紹介
島根県の女子大学生による子宮頸がん啓発活動の試みを紹介

第12回アジアオセアニア性科学学会での活動紹介
島根県がん対策推進協議会予防検診部会

島根県

松江市がん征圧キャンペーン

松江市

女性のがん予防キャンペーン

出雲市

島根県環境保健公社

マリエやしろ

8月10日、10月2日、11月14日

出雲ビッグハート

9月1日

イオン松江店

9月16日

出雲ゆめタウン

1名

5名
11名

島根県でのがん予防、検診、啓発の状況について細胞検査士と実際
に啓発している立場から意見を述べた
ステージ上での「いなたひめ女子大学生」による病気の説明と検診の仕方の紹介。
地元バスケ選手と検診についてのトークショー
啓発パンフ配布、病気や検診の説明

1名

3名

13名

職業人講和

日本臨床細胞学会

10月12日

松江北高校

細胞検査士と臨床検査技師の紹介

1名

日本臨床細胞学会秋季大会での
子宮頸がん啓発活動紹介
「おとめ在月」イベントでの啓発

山陰中央新報社

11月9日

新潟朱鷺メッセ

島根県の子宮頸がん啓発活動の紹介

1名

松江市

11月17日

松江イングリッシュガーデン

子宮頸がん認知度調査、啓発パンフ配布、説明等

27名

医学検査学会での活動紹介

医学検査学会

12月1日

京都国際会議場

島根県での子宮頸がん啓発活動紹介

1名

松江市成人式での啓発

松江市

2013年1月13日

松江メッセ

子宮頸がん啓発パンフの配布

1名

岡山県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会岡山県支部

岡山県

4月9日 8:15～8:45

岡山駅東口周辺

子宮がん検診受診の啓発チラシの街頭配布

15名

広島県

子宮の日LOVE49キャンペーン（呉）

細胞検査士会広島県支部

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会・「がん検診へ行こうよ」推進会議事務局

4月9日 18：00-19：00

呉駅前

子宮がん検診受診の啓発チラシの街頭配布

33

子宮の日LOVE49キャンペーン（福山）

細胞検査士会広島県支部

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会・「がん検診へ行こうよ」推進会議事務局

4月8日 15：00-17：00

福山駅前およびロッツ前

子宮がん検診受診の啓発チラシの街頭配布

47

子宮の日LOVE49キャンペーン（広島）

細胞検査士会広島県支部

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会・「がん検診へ行こうよ」推進会議事務局

4月8日 16：00-18：00

広島パルコ横

子宮がん検診受診の啓発チラシの街頭配布とアンケート調査

18

リレー・フォー・ライフ 2012 in 広島(福山)

リレー・フォー・ライフ 広島実行委員会

（財）広島県地域保健医療推進機構

42

「がん検診へ行こうよ」推進会議事務局
（広島県健康福祉局がん対策課）
ブレストケア・ピンクリボンキャンペーン
ｉｎ広島実行委員会
福山市健康推進課

（財）広島県地域保健医療推進機構

福山すこやかセンター
・福山市立東中学校東グランド
MAZDAスタジアム会場

顕微鏡を用いてのがん検診啓発 ブースの出展と、歩くリレーに参加

「がん検診へ行こうよデー
ｉｎマツダスタジアム」
ピンクリボンdeサンフレッチェ
「ブレストケア・ピンクリボンキャンペーン2012」
健康福山21フェスティバル2012

9月22日13：009月23日12：00
9月19日 10：30-15：30

子宮頸がん検診ブースの出展と、歩くリレーに参加

9

広島県臨床検査技師会

9月29日 10：00-14：00

広島広域公園

「乳がん細胞」を顕微鏡で供覧し解説

5

広島県健康福祉局がん対策課

緑町公園 ・ローズアリーナ

パネル展示、「頸がん細胞」を顕微鏡で供覧し解説

25

第8回がん患者サテライト会場設置

NPO法人がん患者団体支援機構

10月20日10：00-16：00
10月21日10 00 16 00
11月11日12：00～17：00

呉共済病院患者サロン

中央会場からのUstrem配信を受信して投影する

2

第8回がん患者サテライト会場設置

NPO法人がん患者団体支援機構

11月11日12：00～17：01

JA尾道総合病院

中央会場からのUstrem配信を受信して投影する

1

第8回がん患者サテライト会場設置

NPO法人がん患者団体支援機構

11月11日12：00～17：02

中国中央病院会議室

中央会場からのUstrem配信を受信して投影する

2

山口県

Love49 街頭活動

下関細胞診研究会

NPO法人子宮頸がんを考える市民の会

2012/4/8(10:00-16:00)

下関市川棚温泉

Love49チラシ、ティッシュペーパー配布

細胞検査士10名

香川県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会香川支部

香川県、香川県総合健診協会

2012/4/9(9:00-12:00

ポートピア高松

LOVE49チラシ、ティッシュペーパー配布

細胞検査士9名

徳島県

なし

愛媛県

細胞検査士会 愛媛県支部

愛媛県立医療技術大学

平成24年6月30日

22名

細胞検査士会高知県支部

一喜会 高知県健康づくり婦人会 いぶき会

2012/4/8（午後14時～午後16時）

愛媛県松山市 いよ鉄高島屋前
坊ちゃん広場
高知市帯屋町

啓発グッツおよびニュースレター配布（１０００部）

高知県

子宮の日（4月9日）を中心とした
子宮頸がん検診啓発活動
子宮の日LOVE49街頭キャンペーン

チラシ等の配布と啓蒙活動、アンケート、

25名

福岡県

LOVE49子宮の日

細胞検査士会福岡県支部

2012/4/8 9:00〜16:00

北九州市 リバーウオーク

パネル展示、講演会、チラシ配布

46名

LOVE49子宮の日

細胞検査士会福岡県支部

2012/4/8 12:00〜14:00

久留米市 ゆめタウン久留米

チラシ配布と啓蒙活動

32名

LOVE49子宮の日

細胞検査士会福岡県支部

2012/4/8 12:30〜16:30

直方市 イオンモール直方

チラシ配布と啓蒙活動

11名

LOVE49子宮の日

細胞検査士会福岡県支部

2011/4/14 13:30〜15:00

福岡市 大丸デパート前

チラシ配布と啓蒙活動

32名

博多どんたく

九州がんセンター

日本臨床細胞学会福岡県支部
社団法人福岡県臨床衛生検査技師会
日本臨床細胞学会福岡県支部
社団法人福岡県臨床衛生検査技師会
日本臨床細胞学会福岡県支部
社団法人福岡県臨床衛生検査技師会
日本臨床細胞学会福岡県支部
社団法人福岡県臨床衛生検査技師会
福岡県医療介護部、がん患者市民団体

2012/5/3 午後1時〜

福岡市

博多どんたく市民パレード参加（細胞検査士会ジャンバー着用）

細胞検査士20名（市民団体200名）

細胞検査士会長崎県支部

日本臨床細胞学会長崎県支部

平成24年4月7日

佐世保市四ヶ町アーケード

子宮頸がん検診啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等1000部配布

9名

佐賀県

なし

長崎県

子宮の日活動

ピンクリボン活動

NPO法人ピンクリボンながさき

日本臨床細胞学会長崎県支部

平成24年9月23日

平戸市

乳がん検診啓発活動ポスター掲示、顕微鏡標本観察

10名

熊本県

Love49プロジェクト

子宮頸がんを考える市民の会

熊本県細胞検査士会
熊本県臨床検査技師会

2012/4/8 13:00～15:00

ゆめタウン光の森店

ショッピングセンター内でのパンフレット配布および啓蒙活動

18名

大分県

2012Love49プロジェクト

子宮頸癌を考える市民の会

平成24年4月8日

トキハわさだタウン

ショッピングセンターでのビラ配布および啓蒙活動

宮崎県

子宮の日LOVE49街頭キャンペーン

細胞検査士会

日本臨床細胞学会宮崎県支部

平成24年4月8日（12時～14時）

宮崎市山形屋

子宮がん検診受診の啓発チラシ・その他配布

参加者14名

がん征圧・乳がん撲滅に関する公益事業

日本臨床衛生検査技師会

宮崎県臨床検査技師会、宮崎市

平成24年10月19日（12時～16時）

イオンモール宮崎

参加者12名

宮崎健康ふくしまつり2012

日本臨床細胞学会宮崎県支部

宮崎市

平成24年11月3日（9時～15時）

フローランテ宮崎

鹿児島県

子宮の日LOVE49キャンペーン

細胞検査士会鹿児島県支部

2012年4月8日（10時から15時）

イオン鹿児島ショッピングセンター
花の広場

「リレー・フォー・ライフ・ジャパンかごしま」

日本対がん協会

沖縄県

乳がん予防啓発講演会

沖縄県臨床検査技師会

鹿児島県臨床検査技師会
日本臨床細胞学会鹿児島県支部
鹿児島県
鹿児島県医師会
鹿児島県臨床検査技師会 他多数
細胞検査士会沖縄県支部

癌に関する統計や検診のパネル貼付、顕微鏡とモニターによる癌細胞の説明、
風船ア ト作製等
癌に関する統計や検診のパネル貼付、顕微鏡とモニターによる癌細胞の説明、
風船アート作製等
子宮がん検診受診の啓発チラシの街頭配布1500部、パネル展示、医師による相談

2012年 9月15日12時～16日3時

ウォーターフロントパーク

子宮頸癌予防啓発トークショー

平成24年11月25日

浦添総合病院

乳がんに関する講演会（マンモグラフィ・超音波・細胞診・臨床の各立場から）

参加者14名
27名

イベント参加者625名
トークショーは検査士会から1名参加
40名

