
2016年6月2日

子宮頸がん征圧をめざす専門家会議

第5回子宮頸がん予防活動奨励賞 
 

受賞団体の活動ポイント 



35歳以上のリコー三愛グループ全社員独自健診に
子宮頸がんを必須項目として導入

【プロフィール】	

■	設立年月日：昭和33年1月1日	

■	株式会社リコーを母体とする健康保険組合	

■	人員構成　全体：91,200名	

　　	　　　　被保険者：43,547名（男性35,821人、女性7,726人）	

　　	　　　　被扶養者：47,653名（男性16,072人、女性31,581人）	

＜被保険者＞：35歳以上　全額補助	

　リコー三愛グループ独自の総合健診の中に子宮がんを必須項目としてセットされ、 
　ご本人が辞退しない限り受診	

　※34歳以下　7,000円補助（年齢制限なし）	

　・定期健康診断を施設型で受診している会社は定期健康診断申込み時にオプションとして 
　　申込みが可能	

　・定期健康診断を集団健診方式（巡回）で受診している会社は自ら病院や検診機関に行って、	

　　受診したうえで事後の申請により補助金額を支給	

＜被扶養者＞：35歳以上　3,000円補助また全額補助（下記のいずれかの方法にて受診）	

　・リコー三愛グループ独自の総合健診の中に子宮がんを必須項目としてセットされ、	

　　ご本人が辞退しない限り受診（全額補助）	

　・上記総合健診を受診しない方は、自ら病院や検診機関に行って受診したうえで事後の 

　　申請により補助金額を支給（3,000円）	

　※34歳以下　3,000円補助　（年齢制限なし）	

　・自ら病院や検診機関に行って受診したうえで事後の申請により補助金額を支給	
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リコー三愛グループ健康保険組合
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■各事業所での推進活動	

当健康保険組合加入の事業所では健保の補助金を 
利用し、講師を招き「女性のためのがん予防」の 
講演会を就業時間内に実施	

リコー三愛グループ健康保険組合

■がん検診推進活動	

当健康保険組合では機関紙の 
別冊「がん特集」を発刊 
（被扶養者にも自宅発送）	
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■推進活動の成果	

【2014年度　子宮がん受診率：70.42％　　対象：35歳以上の被保険者】	

　・事業主と連携し、35歳以上のリコー三愛グループ独自の健診『総合健診Ａ・Ｂ』に 
　　子宮頸がんを必須項目として取り入れたことが効果に繋がっていると考える	

　　※必須項目としているが、本人の意志により受診しないことも選択可	

	

【加盟グループ会社のリコーリースが、2016年度の健康経営銘柄に選定される】	

　・事業所の健康管理担当より「健保のガン健診制度があって選定になった」とのコメント	

リコー三愛グループ健康保険組合

■今後の活動計画	

　近年、20～30代の女性に子宮がんが急増し、そのほとんどが定期的に健診を受けることに 

　よって予防できる【子宮頸がん】であると言われています。 

　今後は補助金の見直しや、ＰＲ方法を要検討。 

　特に被扶養家族の健診受診率向上に合わせ、子宮頸がん健診も同様に拡大予定。	



外に向けて正しい知識を伝えていきたい

【活動を始めた動機】	

３０年前に鏡検を始めた時は、子宮がんは他のがんと同じように主に高齢者の標本から発見しており、たま

に３０代女性に見つかった時は『こんなに若くてがんになるなんて不運な方だ』と思っていました。 

その後子宮頸がんの原因が明確になり、異形成のうちに発見できれば命も子宮も守ることができると周知さ

れてからは、鏡検でがんを見つける度に『なぜ、もう少し早く検診をうけなかったんだろう。』と残念でた

まりませんでした。	

活動のきっかけは、学区の小学生を対象に「顕微鏡でミクロの世界を見てみよう」という会を開いたときに

子供達を引率してきた父兄に待ち時間を使って子宮頸がんの啓発スライドを見せたところ、頸がんに対する

認識の低さを強く感じました。	

一般の雑誌や新聞にも幾度となく頸がんに関する情報が掲載されているにも関わらず、一度も教育現場で耳

にしたことのない話題は心に留まらず、素通りしていくようです。	

以後、私は顕微鏡で検査するだけでなく、外に向けて正しい知識を伝えていくことも細胞検査士の務めでは

ないかとの思いを強くしました。	
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加藤 順子　［2008年から子宮頸がんの知識を伝える活動］



子宮頸がんの知識を伝える活動概要

①［市民へ子宮頸がんの知識を伝える活動］	

　・大学特別授業（同志社女子大学薬学部／京都大学医学部医学検査科／京都保健衛生専門学校臨床検査科／ 
　　　　　　　　　京都女子大学教養学部　他）	

　・小学校ＰＴＡ勉強会（滋賀県瀬田小学校／京都市大塚小学校）	

　・町内会勉強会（京都市山科区）	

　・企業勉強会（住友生命／日本生命／三井生命／ＴＬＣ部会	他）	

　・行政（山城北保健所と子宮頸がんの勉強会	１年に２回）	

②［市民公開講座の企画、実行、司会、講演他］	

　　神戸	ポートピアホテル／大阪	国際会議場／横浜	パシフィコ横浜	

③　細胞検査士会の中に組織している子宮頸がん検診委員会の啓発部長を務め、	
　　各都道府県で行っている活動を紹介する展示を企画	

④　京都で一般市民に向け子宮頸がんの受診率を上げるイベントを企画、実行	
　　・８年前から資料配布	

　　・６年前からイベント形式で、講演、パネル展示、資料配布等	

⑤　細胞診の精度をあげるための活動	
　　・必要なデータを細胞学会、婦人科がん検診学会で発表	

　　・採取器具を綿棒からブラシに変更するためのエビデンスを入れた論文作成	

⑥　ユーロジンに参加し、欧米諸国と本邦との違いをまとめる	

⑦　静岡、滋賀、京都の支部会で子宮頸がんの現状や統計データを発表	
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加藤 順子　［2008年から子宮頸がんの知識を伝える活動］



子宮頸がんの知識を伝える活動内容

①　大学の授業、企業、ＰＴＡ、町内会、行政が企画した場等での講演は、依頼があればすべて 
　　お受けしております。	
	

②　市民公開講座では、企画の段階から関わることが多いです。大阪ではその半年前に授業を行った京大の 
　　学生にアンケート調査をお願いして、公開講座で発表してもらいました。	

　　市民公開講座での私の講演内容は、たいてい細胞診による検診の内容等を知っていただくものです。	
	
③　細胞検査士会の中に組織している子宮頸がん検診委員会の啓発部長になって、細胞学会の際に各都道府県 

　　で行われている展示を企画しました。今では、学会で啓発展示を行うものと周知されています。	
	

④　京都では８年前から春に街頭で資料を配布してきましたが、ほとんどの市民は資料を受け取ってくださら 
　　ないので、６年前からもっと有効な活動ができないかと考え、イベント形式でまず人を集めることにいた 
　　しました。のべ２０００人の人に向けて発信できています。	

	
⑤　綿棒採取から制度の高いブラシ採取に変わるようにエビデンスとなる論文を作成しました。各地から 
　　論文の取り寄せがあり、滋賀と京都はほぼ綿棒以外の採取器具にかわりました。	

	
⑥　ユーロジンに連れていっていただけたので、帰国後欧米との違いを発表しました。	

	
⑦　現在、直接塗抹標本から液状標本への移行の途中であるが、そのエビデンスをだしています。 
　　すでに静岡、滋賀、京都で行い、今後長野他で講演の予定があります。	
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加藤 順子　［2008年から子宮頸がんの知識を伝える活動］



子宮頸がんの知識を伝える活動 今後の予定

①　子宮頸がんの統計データを発表、講演	

　　　　２０１６年１０月１６日　長野支部会	

　　　　２０１６年１１月５日６日　第２５回日本婦人科がん検診学会シンポジウム講演	

②　市民公開講座企画、実行、司会、講演	

　　　　２０１７年５月　大阪国際学会　市民公開講座	

③　京都、イベントでの企画、実行、講演	

　　　　２０１６年４月１２日	

④　一般市民向けの講演	

　　　　奈良からの依頼（日時未定）	

⑤　細胞学会他学会での啓発展示	

　　　　全国細胞学会	

　　　　日本婦人科がん検診学会	

　　　　各地の健康展	
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加藤 順子　［2008年から子宮頸がんの知識を伝える活動］



資料：イベントちらし №1	
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加藤 順子　［活動資料集］



スペシャルゲストの紹介

⼊場 
無料�

●プログラムは都合により変更させて頂く場合があります。 

イベントプログラム

★京炎そでふれ! 華羅紅 

★和製シンガー  柳瀬  蓉 

★アフィルマティファスクール 
♥子宮頸がん講演 (講師/セルネット(株) 加藤順子先生) 

★B-TRIBE 

★チーム“美は健康から” 
★ゆあさまさや 

★松本隆博トーク&ライブショー 
♥子宮頸がんパネルディスカッション 

13:00～ 
13:20～ 

13:40～ 
14:00～ 

14:15～ 
14:35～ 

14:55～ 

15:15～ 

16:15～ 
16:35～ 

16:55～ 
17:15～ 

京都 http://love49.org/ 
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子 宮 頸 が ん の こ と 、 も っ と 知 っ て ほ し い か ら 

共催/京都府細胞検査士会、京都臨床細胞学会、京都府臨床検査技師会、NPO法人子宮頸がんを考える市民の会、 

公益社団法人 日本臨床細胞学会

後援/京都府、京都市、公益財団法人日本対がん協会、京都産婦人科医会、京都府医師会、ゼスト

御池 協力/株式会社ワコール

医療法人    小柴会 

小柴産婦人科医院 
Koshiba-Clinic 

京都府亀岡市篠町浄法寺中村 23-1   TEL:0771-24-4111 
http://www.koshiba-clinic.com 

当院は子宮がん検診実施医療機関です 

若い人の子宮頸がんが増えています 少な
くとも2年に1回は検診を受けましょう! 

松本隆博
社会貢献的エンターティナー

http://takahiro.cc

兵庫県尼崎市出身のシンガーソングライター。 
自身では”  社会貢献的エンタティナー”  と自称。中学生の頃、 
父親に質屋で白いギターを買ってもらったのをきっかけに音楽 
に目覚める。高校、大学時代にもギターを続け、社会人になっ 
てもギターを肌身離さず、地域の施設やボランティア、チャリ 
ティイベント等々の場でも弾き語りとトークで笑いと涙のライ 
ブを実践。現在の音楽スタイルの原点がそこにある。 

2006 年、自らが講師を勤める「DVD フォークギター教室」 
を監修、制作し販売する。同作品の中にボーナストラック版で 
作詞作曲した「尼崎なオカン♪」を付録、それが音楽業界から 
注目を浴び、その出来事をきっかけにもともと秘めていたシン 
ガーソングライター魂が再熱。2008 年にはソニー・レコーズ 

から念願のメジャーデビュー（楽曲「お母ちゃんの言うとおり」）。2010 年「かぞく」、21012 年「アーティ 
スト」を発売、オリコンインディースシングルデイリーチャート 19 位を記録。全国のタワーレコードで 3 位、 
関東渋谷店では１位を記録。「シンガーソングライター松本隆博」を確立すべく音楽活動に専念し、今では” 有
名人の兄”  という肩書きを覆すべく認知度も急上昇中である。松本のお得意の歌のスタイルは”  講演ライブ 形
式”。家族の絆や、親への感謝、また元企業経営者である事から「働くとは」や「もっとビジネスに感謝のメソ
ッ ドを」といった、音楽家で有りながら社会人経験を活かしたテーマでも行う、歌を交えての感動ライブ。ス
テー ジではマイクとスクリーンに映像を映しながら進めていく方式で、テーマに合致した楽曲をタイムリーに
歌い、 全体の構成を「感動と涙と笑い」を織り交ぜたものに仕上げている。 

( まつもと たかひろ ) 

★書籍も執筆。 学習研究社「ｎ
ｇ」 主婦の友社「松本家のオ
カン」 秋田書店「松本の兄」 

★MUSIC CD 
「アーティスト」「かぞく」 
「親友 / 舞い降りた天使」 
「お母ちゃんの言うとおり」など 

〈会場 & オフィシャル限定販売〉 

５段変速の自転車 
価格：1,000 円（税込） 発
売：sunecho&comeland 

★FLY DANCE STUDIO 
★LOVE’R★ANGEL &Kids★Monste’r 

★鍵盤楽器ユニット「Mon nom」 
★閉会式 

Kiyoko Clinic 

清 子 ク リ ニ ッ
ク 

産婦人科・内科・心療内科

京都市中京区柳馬場二条上ル六丁目 268  
TEL/FAX  075-231-8816 (予約優先)

http://kiyoko-clinic.com 

午前 9:00～12:00 

午後 2:00～5:00 

診療時間  
月  火 水 木 金 
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宇治徳洲会病院は新築移転します ! 
5月31日 朝6:00より、新病院で診

療開始! 

病床数 : 473床�
■介護老人保健施設(宇治徳洲苑【)  新設・併設】: 100床 

■特別養護老人ホーム(宇治愛の郷【)  新設・併設】: 100床 

子宮頸がんの検査を受けられます。お気軽にご相談ください

新・宇治徳洲会病院 ⾒学会 ▶ 2015年5⽉24⽇(⽇) 10時〜16時 (一般の方々への開放となりますのでお気軽にご参加
下さい) 



子宮防衛隊員スーク & リナの

子宮がん検診へ行こう!

僕達がどうしても見つけれないがんがあるんだ！
子宮がん検診を受けていない人のがんは見つけることができません！ 子宮頸がんは絶対早期

発見できるがんです。早く見つければ命も子宮も守ることができます。 子宮がん検診を受けて

くださいね。	

リナ 

子宮頸がんは子宮の入り口の限

局 された部分から発生するため、

その 部分から直接細胞を採取する

細胞 診は非常に有効です。	

子宮頸がんが他のがんと違 

う点として、がんの前段階状 態（異

形成）があるので早期発見	

すると子宮を全摘することなく完 

治することが可能です。	

子宮頸がんは子宮頸がん検診とワクチンで完全に防ぐことができ
ます。

子宮頸がんはヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）が原因であると明確になりました。 ＨＰＶには１００

種類以上の型がありこの中で発癌性があるものは１５種類程度です。 現在のワクチンは特に蔓延

している１６型と１８型の2種類に有効で70％の効果があると 予測されています。ただ残りの型に

はどの程度の効果があるかあきらかでなく、やはり子宮がん	検診が一番大事なことにかわりはありません。	 イラスト/SACHI

スーク 

先
生 

京都 http://love49.org/ 
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に信頼された生命保険セールスのトップクラス 

の資格者です。

 
 

TLC京都部会 
●本会の会員は、生命保険の職業に携わり、旧称号である認定生命保険士および 

新称号トータル・ライフ・コンサルタントの称号認定者で構成する。

●本会は、会員の生涯学習の一環として「TLC 会ドクターコース」の運営、 管理

を行う ( 会則、第 4 条・第 5 条抜粋 ) 設立 :1972 年

私達だからこそ できる提案があります 
トータル・ライフ・コンサルタント(TLC)とは 
生命保険協会認定のFP資格試験【生命保険大学 

課程】の全科目に合格した者で豊富な専門知識 

を持つ生命保険業務に精通したプロで、人間的

保険大学課程 
応用課程(上級) 
専門課程 (中級 ) 
一般課程(初級) 
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子宮頸がんをなくしたい ! 

京都大学の学生９人で子宮頸がん予防
の 啓発活動に参加しています。 
今の若い世代の人たちに子宮頸がんに対する意識調査をウェブ上で作 
成し、その  URL  をｆａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳを使って広めると 
いう方法でアンケートを行いました。多くの人にシェアしてもらうこ 
とで、直接アンケートを取りに行けない、離れた場所にいる人にも回 
答してもらうことが狙いです。その結果を一部ご紹介致します。 

回答者の年齢●20～24歳(824名)●19歳以下(787名)●40代(114名)●30代(61名)●25～29歳(51名) 

★現在の受診率は低く、若い女性にもっと情報提供の場があれば受診率の増加につながる★ 
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あなたは子宮頸がんの検診を 
受けたことがありますか? 

日本で20～30代の若い女性に子宮頸
がん が増えていることを知っていま
すか? 

子宮頸がんはヒトパピローマというウ
イルスが 原因で発症することを知っ
ていますか? 
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府民の健康を願って創業100年をむかえます 
 
●登録衛生検査所

●健診実施機関

●計量証明事業所

●作業環境測定機関

●簡易専用水道検査登録機関

●水道法に基づく水質検査登録機関

●●浄浄化化槽槽法法定定検検査査指指定定機機関 関

●食品品衛衛生生法法定定検検査査登登録機録関機関
 
〒607-8326 京都市山科区川田御出町3-4 TEL 075-593-1441(代)

理事長    大藪    正樹 http://www.kyobiken.or.jp/ 
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  南部産婦人科医院
NANBU OBSTETRIC AND GYNECOLOGIC CLINIC 

当院は女性の 各ライフステー
ジを トータルにサポートする 

産婦人科を目指しております

http://www.nanbu-obgy.com 

〒600-8894 京都市下京区西七条市部町132

TEL：075-313-6000  FAX：075-313-781 

婦人科用細胞液状検体保存液・保存容器

当製品は子宮がん検診を目的とした婦人専用の保存・検査する液です。 ブラシや綿棒などで採取した

細胞を検査することができます。 従来の検査液とは違い毒性が少なく、また手を汚さずスポイドを使

わなくて済むのでとても経済的です。

注意事項

※目や皮膚にかからないように注意してください。

※容器内の溶液は絶対に飲まないでください。

※可燃性ですので火気に注意してください。

日本ケミコート化成株式会社  京都府乙訓郡大山崎町鏡田20-33    ●TEL075-957-1616  ● FAX075-957-4331

ギネキープ  (P・A・

T)



They  don’t  have  an  accurate  knowledge. 
But  after  teaching , they  are  interested  in  leaning  cervical 
cancer. 
Leaning cervical cancer is the best teaching material for the 
managing the health. 

TEACHING IN  A  SCHOOL AT 
THE DOSHISHA WOMEN’S UNIVERSITY 



VARIOUS  ENLIGHTENING  ACTIVITIES 1.  Study meeting to the PTA 

2.  Training and lecture on the job 
3.  Seminar on neighborhood association 
4.  Lecture to patients in the hospital 
5.  Covering activities by mass  media 
6.  Teaching at various schools 
7.  etc 

We have to go into action as to work on the cervical 
screening programs 


