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Ⅰ.理事長からメッセージ

コロナ禍ももう3年になり、対面式での我々の活動も制限が続いています。
そんな中、笹田医師が主催してくれているまちなかリボンサロンは、ウェブ形式で毎回70名
前後の参加者があり、広島だけでなく全国、世界からも参加してくださる患者さんがおられ
ます。
また「乳がんいつでもなんでも相談室」には現在約540の質問をいただいており、主治医の
先生に聞けない質問、レベルの高い質問も増えています。
このように、インターネットを通じて活動、コミュニケーションを広げていくという流れは、コロナ
禍が治っても引き続き変わらないのではないかと思います。それならいっそこのような状況を
逆手にとって、インターネットを通じた活動を主軸に据えて発信して行く、できれば英語で世
界に対して発信して行くというようなことを積極的に考えています。インターネットによる発信
では距離がなくなりますが、さらに英語を話すことによって国、文化の壁もなくなり世界からも
注目されます。
我々の活動も今後、そちらの方向に持って行ければと考えていますので、皆様には引き続き
サポートをよろしくお願いいたします。

2022年8月

NPO法人
ひろしまピンクリボンプロジェクト

理事長 角舎 学行
（かどや たかゆき）

•広島大学原爆放射線医科学
研究所腫瘍外科講師

•広島大学病院乳腺外科
診療准教授
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Ⅱ.これまでのあゆみ（2011～2020年度）
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＜2011年度＞                                    

7月 2日 第１回 まちなかリボンサロン    現在まで毎月1回開催

                     まちなかリボンサロン運営委員会主催で 湯崎知事をゲストに迎えて開催

1月        『ひろしまウィッグマップ』発行（2014年７月改訂版発行)

＜2014年度＞

4月   『おしゃれに過ごしたい～乳房再建術や術後の下着 補正用品に関する情報誌』  発行

10月   カープピンクリボンバッジプロジェクト発足   カープピンクリボンバッジによる寄附金募集開始

＜2015年度＞

10月 第1回  『ひろしま乳がんアカデミア』開催

＜2016年度＞

10月 『ひろしま乳がん副作用ガイドブック』発行

12月26日 まちなかリボンサロン運営委員会およびカープピンクリボンバッジプロジェクトの活動を引き継ぎ

            特定非営利活動法人  ひろしまピンクリボンプロジェクトを設立

1月       学校出前授業実施スタート
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＜2017年度＞

5月 『くれ乳がんアカデミア』    初めて呉市で開催   

7月 『おしゃれに過ごしたい～乳房再建術や術後の下着、補正用品に関する情報誌』 第2版発行

9月 東広島まちなかリボンサロン5周年記念 「乳がん講演会」開催・ 子育てサロンにて乳がん講演会開催

＜2018年度＞

5月 ピンクリボン×カープ コラボボールペン販売

＜2019年度＞

8月 「がん教育を考えるセミナー」開催

10月 第5回ひろしま乳がんアカデ

11月 「『要精査』と言われたあなたへ」リーフレット作成

11月 乳がんなんでも相談室 WEBサイト開設

1月 「ひろしま乳がん治療副作用ガイドブック」第2版発行

＜2020年度＞ 

10月 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、会場とWEBとのハイブリット形式で再開

1月よりWEBオンライン形式のみで開催

11月 『ひろしま乳がんアカデミア』会場開催を中止しオンデマンド配信 



Ⅲ. 事業目的

●乳がん告知後や治療中の乳がん患者の支援を行い、乳がん患者のQOLの
向上をめざします。

●一般の女性に対して乳がんに関する啓発活動を行い、乳がんの早期発見を
促進します。

これらの目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行います。

① 乳がん患者の支援事業

② 乳がん啓発事業
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Ⅳ. 役員体制
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役 職 氏 名 所    属

理事長 角舎 学行 広島大学病院乳腺外科医師

副理事長 賀出 朱美 福山市民病乳がん看護認定看護師

理事 舛本 法生 ますもと乳腺クリニック院長

理事 永松 将吾 広島大学病院形成外科医師

理事 櫻下 弘志 広島大学病院薬剤師

理事 中津留 雄美 まちなかリボンサロンin東広島事務局

理事 秋本 悦志 秋本クリニック院長

理事 尾﨑 慎治 県立広島病院乳腺外科医師

理事 大原 正裕 JA広島総合病院乳腺外科医師

理事 笠原 庸子 県立広島病院薬剤師

理事 笹田 伸介 広島大学病院乳腺外科医師

監事 白川 泰山 マッターホルンリハビリテーション病院院長

2022年7月現在



Ⅴ.2021年度事業報告
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◦ 「まちなかリボンサロン」は、どこの病院にかかっておられる患者さんでも、病院に関わりなく、自由に立ち
寄ることのできるサロンです。患者さんの治療の悩みや生活に関する不安など、医療従事者に気軽に
聞くことができ、患者さん同士が交流する場をつくりたいという、医療従事者の思いで、毎月１回開催し
ています。

◦ 毎回、乳腺外科の専門医や乳がんの治療に従事する形成外科などの医師、薬剤師、看護師などに
よるミニレクチャーを行い、その後、医療従事者と患者さんとの対話、患者さん同士の交流の場を設けて
います。

◦ 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、2021年1月からWEBオンライン形式のみで行っています。

◦ ミニレクチャー終了後には、チャットによる質問コーナー、2021年5月からはオンラインおしゃべり会も実施
しています。

1. 『まちなかリボンサロン』
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【申込先】

https://pinkribbon-h.com/machinaka



1-1. 『まちなかリボンサロン』開催内容
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2021年度 ※ 所属は2021年3月現在

参加人数

WEB

4月 111 正しく学ぼう、乳がんの薬～薬との上手な付き合い方～ 広島大学病院薬剤部 網岡舞子先生 65

5月 112 遺伝性乳がん卵巣がん症候群HBCO～この1年で何が変わった？～ 広島大学病院乳腺外科 恵美純子先生 43

6月 113 リンパ浮腫について~リンパ浮腫の成り立ちと予防のポイント~ 福山市民病院看護部 賀出朱美先生 47

7月 114 乳がんと生活習慣 県立広島病院消化器・乳腺外科 尾﨑慎治先生 44

8月 115 早期乳がんに対する初期治療~標準治療と最新情報~ 呉医療センター中国がんセンター乳腺外科 重松英朗先生 36

9月 116 “患者さん”と“お医者さん”のコミュニケーション JA広島総合病院 乳腺外科　 大原正裕 先生 58

10月 117 正しく知ろう！！～乳がん治療における放射線治療の役割～ 広島大学病院　放射線治療科　西淵いくの　先生 43

11月 118 乳がん診療における病理の役割　～診断から治療まで～ 広島市立安佐市民病院 病理診断科　金子真弓 先生 52

12月 119 乳腺外科医が選ぶ2021年の最新トピックスまとめ 呉医療センター中国がんセンター乳腺外科 木村優里 先生 43

1月 120 支持療法　～薬物療法のサポート・副作用対策について～  JA尾道総合病院 乳腺外科　吉山知幸 先生 52

2月 121 乳房再建～傷跡（キズあと）の話～ 広島大学病院 形成外科　佐々木彩乃 先生 68

3月 122 リンパ浮腫にならない・悪化させないために知っておきたいこと  広島大学病院　作業療法士　金山亜希　先生 68

開催月 回 ミニレクチャーのテーマ 講師



2. 『 2021 ひろしま乳がんアカデミア
～あなたのための乳がんの学校～ 』オンデマンドで開催

2021年度も新型コロナウィルスの影響により、会場での開催を中止し、オンデマンド
によって開催いたしました。
プロのボランティアの助けを借りて、6人の先生による講演が行われました。
現在、下記ページで配信中です。

講演 https://pinkribbon-h.com/academia2021/
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※ 2022年度も、現地開催を中止し、オンデマンド配信します。

https://pinkribbon-h.com/academia2021/


３.講座『知っておいてほしい乳房と乳がんのお話』
～女性医師による学校出前授業～

高校生、大学生を対象に、がんの基礎知識、乳房の発達と乳がんについて学び、乳がん
検診の正しい知識を身に付ける授業を、広島乳腺外科の女性医師が学校に出かけ講
演しています。2021年度は、３校で実施されました。
また、若い世代向けの冊子「知って欲しい乳房と乳がんのお話」を県内の公立高等学校
に配布しました。
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2021年度

開催月 開催地 学校

10月 広島市 比治山女子高等学校

11月 広島市 安田女子高等学校

12月 広島市 広島女学院高等学校



4. 「乳がんいつでもなんでも相談室」WEBサイト開設

サイトのタイトル通り、乳がんに関するあらゆる心配ごとを相談できるQ&Aサイトです。診
断、手術、再建、化学療法、術後疼痛、放射線など、各分野について専門の先生方が
20名がご回答いたします。
患者さんだけでなく、家族の方、時には患者さんに接している介護スタッフさんなどからも質
問が届いています。

https://pinkribbon-h.com/qa/
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https://pinkribbon-h.com/qa/


5. 乳がん患者さんのためのパンフレットの配布
乳がん検診受診者のためのリーフレット配布

2019年発行の「ひろしまウィッグマップ」第４版
2020年発行の「ひろしま乳がん治療副作用ガイドブック」第2版
主に病院、クリニック、検診施設で配布中です。

乳がん検診を受診し、「要精査」
と言われた方の不安を取り除いて、
精密検査を受けていただくための
リーフレットを作成、配布していま
す。
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Ⅵ. 2021年度決算報告 年間の1年間の活動の結果、決算は次のようになりました。
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科目 金額 科目 金額

（資産の部） （負債の部）

現金・預金 9,306,931 前 受 金 216,000

売上 債権 118,272 未 払 金 33,720 

棚卸 資産 427,341 未払法人税等 71,000 

その他流動資産 174,366 負債の部合計 320,720

（正味財産の部）

前期繰越正味財産 7,622,371 

当期正味財産増減額 2,083,819 

正味財産合計 9,706,190 

資産の部合計 10,026,910 負債及び正味財産合計 10,026,910 

単位：円



2. 活動計算書 2021年4月1日から2022年3月31日まで

科目 金額 科目 金額

（経常収益） （事業費）

受取会費 457,000 人件費計 0 

受取寄付金 1,336,000 その他経費計 927,707 

受取助成金 300,000 事業費合計 927,707 

事業収益 （管理費）

事業収益まちなか 0 人件費計 1,730 

事業収益ガイドブック 0 その他経費計 48,694 

事業収益セミナー 20,000 管理費合計 50,424 

事業収益カープピンクリボン 982,738 経常費用合計（B） 978,131 

雑収益 37,145 税引前当期正味財産増減額（A-B） 2,154,819

事業収益合計 1,039,883 法人税、住民税及び事業税 71,000 

その他収益 67 当期正味財産増減額 2,083,819 

経常収益合計（A） 3,132,950 前期繰越正味財産額 7,622,371 

次期繰越正味財産額 9,706,190 

単位：円
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Ⅶ. 賛助会員のみなさま 当法人を財政面で支えていただいています。
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種別

広島マーククリニック 乳腺外科

国家公務員共済組合連合会 広島記念病院

一般財団法人 広島県集団検診協会

T&Tタウンファーマ株式会社

医療法人社団明樟会 ひろしま駅前乳腺クリニック

医療法人  秋本クリニック

医療法人  JR広島病院

香川乳腺クリニック

医療法人社団 正岡病院

マッターホルンリハビリテーション病院

コープサービス株式会社

はつかいち乳腺クリニック

明治安田生命保険相互会社

個人会員 22名

法人会員

名   称



Ⅷ. ご支援いただいたみなさま （ご寄附、広告掲載等）
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※順不同・敬称略

＜検診施設・病院＞ ＜企業＞

正岡病院 ㈱マエダハウジング

広島県集団検診協会メディックス広島健診センター ㈱広島県リースタオル

広島記念病院 藤原商事㈱

マッターホルンリハビリテーション病院 楠原壜罐詰工業㈱

ティーエスアルフレッサ㈱

＜団体＞ グリーンライフ損保㈱

国際ソロプチミスト広島ーもみじ 広島日野自動車㈱

JOIN広島 ㈱スヴェンソン広島サロン

Teamがん対策ひろしま 第一三共株式会社

ひろしまNPOサポート倶楽部 アヲハタ㈱

正力厚生会 日本化薬株式会社

㈱ネクストビジョン

＜個人＞ マツダ部品広島販売㈱

 14名

チラシ配布等広報支援       65社



カープピンクリボングッズ

HPで販売中
https://pinkribbon-h.com/category/item/
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広島東洋カープの全面的なご協力により、バッジや
ボールペンなどのグッズを通じて「ピンクリボンって何？」
と関心を持っていただくため、NPO法人ひろしまピンクリ
ボンプロジェクトが、カープの魅力を借りて製作した乳が
ん啓発グッズです。



団体名称 特定非営利活動法人ひろしまピンクリボンプロジェクト

所 在 地 〒737-0046 呉市中通1丁目5番25号

連 絡 先 TEL 0823-24-7655 FAX 0823-21-2351

E-mail： info@pinkribbon-h.com

HP： https://pinkribbon-h.com/

設 立 2016年12月26日
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