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日本対がん協会は、がんの不安や生活の悩みの相
談に看護師やソーシャルワーカーが電話で応じる
「がんホットライン」を開設しています。火～金曜
の午後１時半から４時半まで。予約は不要です。
このほか医師による面接や電話の無料相談もして
います。こちらは予約制です。申込や詳細のお問い
合わせは電話03-3571-5203へ。
●寄付のお願い ホットラインなどの活動を一層
充実させるため皆様の寄付を募っています。

がんホットライン　０３－６２１５－７０６０

2007年（平成19年）
３月１日（毎月１日発行）

めよう、いのちの検査」と

して自分の健康に向き合う

勇気の輪・受診の輪を多く

の人に広げようと働きかけ

ていく。詳細は専用ホーム

ページhttp://www.brave

circle.net/で。

（２面に関連記事）

ンペーン記者発表会へ寄せ

たコメントで「大腸がんは

早期発見すれば完治しやす

いがんといえる。一人でも

多くの人ががん検診を受診

するよう期待する」と訴え

た。

キャンペーンでも「はじ

の倍近い。食生活の欧米化

に伴って死亡、罹患とも増

えており、2015年にはが

ん罹患率のトップになると

予測されている。

しかし、大腸がん検診の

受診率は18％程度と低い。

このため対がん協会はキャ

検診による早期発見、早

期治療で大腸がんによる死

亡者を減らそう、というキ

ャンペーンが２月７日から

始まった。消化器内視鏡の

トップメーカー、オリンパ

スメディカルシステムズ

（東京・新宿区、森嶌治人

社長）が推進を呼びかけた

もので、日本対がん協会も

後援している。

「BRAVE CIRCLE」

をキャンペーンのシンボル

とし、加藤和彦さんとＡＮ

ＲＩさん、平原綾香さんの

３人のミュージシャンが歌

やテレビＣＭなどで大腸が

ん撲滅を呼びかけていく。

厚生労働省の人口動態統

計（確定数）によると、大

腸がんによる死者は2005

年で４万830人。部位別で

は肺がん、胃がんに次いで

３位、男性では４位、女性

では１位で乳がんの死亡者

広げよう大腸がん検診
撲滅キャンペーン始まる



あったが、いずれも受診率

向上がなければ、効果が保

証されないため結論は出な

かった。

受診率については、「受

診していない人に受診を促

す方策が必要」「メタボリ

ックと同様に保険者義務付

けを」「検診を学校教育に

入れるべき」など様々な意

見があがった。これに関連

して、がん対策基本法が４

月から施行されることもあ

り、胃がん検診見直しが終

わったあと、我が国全体の

検診のあり方を見直すこと

も確認された。

検査とペプシノゲン法、ヘ

リコバクターピロリ抗体法

はいずれもエビデンスが不

十分で対策型検診としては

不適当、とされている。

検診間隔については、委

員の中から、「２年に１度

にしても、死亡率減少効果

は変わらないという推計も

あり、医療資源を最大限活

用する観点から隔年でいい

のではないか」との意見が

出た。対象年齢も「上下限

を決めるべき」との意見も

れる検診として便潜血検査

をあげ、40歳以上は毎年受

診することを勧めた。工藤

教授は内視鏡での手術例が

増えていることを示し、検

診はもちろん、早期の治療

にも役立つことを強調した。

を「下痢」「軟便」「普通」

「硬め」「下痢と便秘をくり

返す」に分けて比較すると、

男女とも下痢便で直腸がん

リスクが上昇するようにみ

えた。男性については最初

の２年間に直腸がんになっ

たケースを除くと下痢便の

直腸がんリスクが低くなっ

たため、診断前に既に直腸

がんなっていて、その影響

で下痢をしていたのではな

いか、という可能性がある

という。女性については、

最初の２年間に直腸がんに

なったケースを除いても直

腸がんリスクが高くなって

いた。しかし、この下痢便

グループで直腸がんになっ

たのはわずか２人しかなく、

たまたまこの結果になった

可能性もあるという。

発部の斎藤博部長と昭和大

学横浜北部病院消化器セン

ターの工藤進英教授が講演

し、大腸がん検診を受けた

人の60％が早期発見で、治

る可能性が高いことを説明

した。斎藤部長は、推奨さ

便秘で大腸がんリスクが

高まることはないことが、

このほど公表された厚生労

働省研究班の「多目的コホ

ート研究」でわかった。

関東から九州・沖縄まで

の６保健所管内に住む40

～69歳の男女約８万人を

対象に1993年から2002年

まで追跡調査した。

その結果、約７年の追跡

期間に男性303人、女性

176人が大腸がんになっ

た。便通が週２－３回しか

ない便秘がちな人は、毎日

ある人と比べて大腸、結腸、

あるいは直腸がんのリスク

が高くなることはなく、

「この程度の便秘で大腸が

んになりやすいかもしれな

い、と思い悩む必要はない」

としている。

また、ふだんの便の状態

の中で北川院長は読影認定

医の高齢化が進んでいるこ

とを指摘したうえで、若手

医師の読影医の養成と専門

技師の読影参加促進の必要

性を強調した。

胃がん検診見直しの中間

報告書骨子案が示され、検

討及びその結果に基づく提

言として、胃X線検査は死

亡率減少効果を示す相応な

エビデンスがあり、対策型

及び任意型検診として実施

することが適当、胃内視鏡

たい」と期待を表明した。

また、団塊の世代である

加藤さんも「体の状態に常

に気を配り、自分を大切に

する、ということは家族、

友人、みんなのためになる

こと。今、地球も病気にな

っているから、一番言いた

かったことを曲に込めた」

と話した。

母親を大腸がんで亡くし

たというＡＮＲＩさんは

「早期発見できなくて無念

だった。簡単に検査できる

ので同世代の女性に伝えた

い」。平原綾香さんも「早

期発見で治ると聞いて勇気

がわいてきた。皆さんに歌

で訴えていきたい」と話し

た。「手と手　手と手」は

キャンペーンのホームペー

ジでも紹介されている。

検診の60％早期発見

同日の記者発表会で国立

がんセンターがん予防・検

診研究センター検診技術開

「手と手　手と手　携え

て　生きてゆけるね」――

大腸がん撲滅を目指すBR

AVE CIRCLEのキャンペ

ーンソング「手と手　手と

手」は、作詞：きたやま

おさむさん、作曲：加藤和

彦さんというフォーククル

セダーズ時代から数多くの

ヒット曲を生み出してきた

強力コンビの手になる。

「旧友きたやまに相談し詞

を書いてもらった。さらっ

とできたので、出来のいい

曲だと思う」と加藤さん。

「懐かしいメロディライ

ンだけど今風でとても歌い

やすい」（ＡＮＲＩさん）

という通りやさしい調子で

語りかける曲だ。

２月５日に行われたキャ

ンペーンの記者発表会で、

オリンパスメディカルシス

テムズの森嶌治人社長は

「40歳以上の大腸がんリス

ク世代の関心を高めるため

音楽の力で共感、理解を得

キャンペーンソングは
きたやま・加藤コンビ

大腸がん撲滅へ「手と手　手と手」

厚生労働省の第14回が

ん検診に関する検討会（座

長・垣添忠生国立がんセン

ター総長）が２月５日、東

京都内で開かれ、胃がん検

診の見直しなどについて論

議した。

初めに参考人によるプレ

ゼンテーションとして福岡

県対がん協会総合検診セン

ター・付設クリニックの北

川晋二院長が「胃X線検査

の撮影技師と読影医師の現

状について」説明した。こ

第14回がん検診に関する検討会
胃X線読影医の高齢化懸念
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こ10年ほどの傾向に、17年

度も収まった。住民検診は

0.20％、職域検診は0.06％

（４面へ続く）

発見率 全体では0.17％

で、前年度に比べ0.02ポイ

ント上昇した。0.17～0.15

％の間を行き来しているこ

が、長野や滋賀は市町村合

併などによる住民検診の落

ち込みが大きかった。

検診方式別 住民検診の

受診者は158万6318人､前

年度に比べて約3000人の

プラスだった。受診者全体

の75.8％を占めるが、前年

度に比べると1.7ポイントの

減少。内訳は男60万3251

人で5000人余の増加、女

は98万3067人で1700人余

の減少となった。

職域は計50万7667人で

前年度に比べ４万9000人

近くも増えている。全体に

占める割合は24.2％。内訳

は男34万7583人で３万３

千人余の増加､女も16万84

人で１万5000人余の増加

となった。

要精検率 全体では前年

度と同じ5.9％。高いのは

住民検診の男8.0％､職域検

診の男も前年度と同様

5.4％、最も低いのは職域

の女の4.2％で、全体の傾

向はほぼ前年度と同じだっ

た。

精検受診率 全体では

69.2％で、前年度より0.2

ポイント低下し、70％台

回復はならなかった。

方式では、住民検診が

75.1％で前年度（74.5％）

よりやや上昇したが、職域

検診は44 . 6％で前年度

（46.6％）をさらに下回る

低調さだった。

平成17年度は41支部で

実施し､受診者数は計209

万3985人で、前年度に比

べ４万2220人、2.1％増加

した。15年度まで一貫し

て増え続けていたのが16

年度に初めて減少したが、

再び増加に転じ、15年度

の207万1277人をも上回っ

た。

支部別 実施41支部中

23支部が前年度比マイナ

スとなったが、16年度のマ

イナス支部27から減った

うえ、４支部で20％を超す

伸び率を示したことなどが

全体の増加につながった。

伸び率が大きかったの

は、島根1 2 6 . 3％、香川

41.4％、新潟28.0％など。

新潟は住民検診だけだが、

一挙に４万人近く増やし、

20万に近づいた。また、

香川は値引き料金導入など

で住民検診を倍増させた。

島根は２万3157人増やし

2.26倍になったが、同年度

から政府管掌健康保険分の

職域検診を集計に組み入れ

ることになり大幅増加とな

った。

一方、減少率が大きかっ

たのは滋賀－43.4％、愛知

41.0％など。減少数では愛

知－9056人、長野－8021

人、岡山－6405人などが

目立つ。愛知は職域検診が

半分以下に激減、岡山も職

域の減り方が大きかった

受診者２年ぶり増加
精検受診率は横ばい

平成１７年度対がん協会支部のがん検診実施状況

大腸がん検診

2007年3月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 3 ）
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前年度同様にわずかながら

増加している。うち683人、

0.6％が要精検と判定され、

精検受診は513人、77.4％。

精検受診率は前年度に比べ

ると1.7ポイントと大幅に

低下した。がんが見つかっ

たのは81人で0.08％だっ

た。

一方、対がん協会支部が

細胞診の委託を受けた（日

母方式）のは33万5623人

で、全体の24.9％だった。

前年度に比べると６万

2926人と大幅に減少した。

うち5226人が要精検と判

定された。精検を受診した

のは3209人で、要精検者

の62.8％と相変わらず他の

方式に比べると低い。

●子宮体がん

実施した支部は前年度よ

り２増えて22支部で、受

診者の総数は３万4847人。

前年度に比べると9576人

の減少だった。

検診方式別では、検診車

による受診は2280人で全

体の6.5％、前年度に比べ

ると1180人減った。施設

での受診は 5 3 8 0 人で

15.4％を占め、同656人減。

日母方式は２万7187人で

全体の78.0％、同7740人

（５面へ続く）

されたの は 7 8 3 人で

0.06％。前年度の815人よ

り少なかったが、発見率は

0.01ポイント高かった。

検診方式別では、検診車

による受診は90万5849人

で、前年度に比べると16

万5038人の減。受診者全

体に占める割合は67.1％

で、前年度（67.5％）に比

べるとややマイナスだっ

た。うち7195人、0.8％が

要精検で、精検を受診した

のは6215人で受診率は

86.4％。431人にがんが見

つかり、がん発見率は

0.05％だった。

施設での検診は10

万7605人が受診した

が、前年度に比べると

１万661人減。全体に

占める割合は8.0％で、

人数は減ったものの、

全体に占める割合は、

年に１度」としたことの影

響が、２年目にして大きく

現れたといえそうだ。

要精検者数は１万3104

人で前年度に比べ1114人

減。精検受診者は9937人

で同1067人減り、受診率

も同 1 . 2 ポイント減の

76.6％だった。がんが発見

だった。最も高かったのは

住民検診の男0.30％で前年

度に比べ0.03ポイントの上

昇。次いで住民検診の女

0.13％で前年度より0.01ポ

イント上がった。職域検診

の男は0 . 0 7％（前年度

0.06％）、同女は0.05％（同

0.03％）と前年度に比べわ

ずかながらも上昇してい

る。

●子宮頸がん

17年度の実施支部は前

年度と同じ39支部。受診

者数は134万9077人。前年

度より24万253人と大幅に

減った。16年４月の検診

指針見直しで「対象を20

歳以上とし、受診間隔を２

平成１７年度対がん協会支部のがん検診実施状況上

指針見直しの影響で
頸部受診者は大幅減

子宮がん検診



がんが見つかったのは

78人で、受診者全体から

見ると0.25％で、前年度よ

り0.07ポイント高かった。

414人が精検を受けた。精

検受診率は58.1％で前年度

の66.2％に比べ8.1ポイン

ト減少した。

たのは２支部だった。

要精検者は738人で、前

年度と同じく受診者総数の

2.1％を占めた。このうち

減少した。

１次検診は20支部が頸

がん検診と同時に実施し、

体がん検診を単独で実施し

2007年3月1日 対 が ん 協 会 報 （第三種郵便物認可） （ 5 ）
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息109万2000人（同２万

3000人増）となっている。

高血圧性疾患は前回20

万人減で700万人を割って

いたが、今回は大幅な増加

で800万人に近づいた。一

方、がんは前々回調査で

10万人近く減っていたが、

前回1万人増、今回はさら

に増加数が拡大した。

◇

患者調査は医療施設を利

用する患者について、３年

に１度行われている。今回

は全国の施設から１万

3700か所を無作為抽出し、

平成17年10月18～21日の

うち、医療施設ごとに指定

した１日を調査日とした。

れる人）は６人、Ｂ１評価

（指導者にはなれないが、技

術的には十分）は９人、Ｂ

２評価（なお一層の向上が

欲しいが、技術的、基礎的知

識に到達している）は７人

で、22人が認定証資格を

得た。

今年度の講習は今回で終

了し、計３回の講習結果は

112人が参加し、Ａ－13人、

Ｂ１－28人、Ｂ２－20人で、

認定資格を取得したのは計

61人で54％だった。

人減、女4000人減）。肺が

んは唯一２回連続して増加

し、増加数も前回の２倍以

上となった。

がん以外の病気で多いの

は高血圧性疾患で780万

9000人（前回に比べ82万

4000人増）。次いで歯およ

び歯の支持組織の疾患566

万4000人（同79万4000人

増）、糖尿病246万9000人

（同18万5000人増）、脳血

管疾患136万5000人（同

9000人減）、白内障128万

8000人（同4000人減）、喘

基礎」、社会保険山梨病院

の野方尚医師が「乳がんの

臨床」、渋川総合病院の横

江隆夫院長が「カテゴリ分

類」について講義、ポジシ

ョニングと読影のグループ

講習のあと、読影試験が行

われた。

最終日の25日は機器や画

像管理などのグループ講習

のあと筆記試験が行われた。

試験の結果は、Ａ評価（十

分な実力を持ち、かつ講習

会を企画でき、指導者にな

人（男2000人、女15万4000

人）となっている。

前回に比べると、増えた

のは肺がんが最も多く２万

4000人増（男女とも１万

2000人増）、続いて肝がん

の9000人増（男6000人増、

女2000人増）となっている。

他の部位はいずれも減少

し、減り方が大きかったの

は胃がんで１万4000人減

（男女とも７千人減）、次い

で大腸がん8000人減（男

8000人減、女1000人増）。

乳がんは6000人減（男2000

り方」、コダックの重松景

明氏が「現像管理の基礎」、

神奈川乳房画像研究会の石

川光雄氏が「マンモグラフ

ィの物理」、東芝メディカ

ル製造の榊原俊文氏が「デ

ジタルマンモグラフィの展

望」と題して講義した。

２日目の24日は社会保

険群馬中央病院の新井敏子

技師が「マンモグラフィの

厚生労働省がこのほど発

表した平成17年（2005年）

患者調査で推計された同年

10月時点のがん（悪性新生

物）患者は142万3000人（男

79万2000人、女63万人）で、

前回（平成14年）の推計患

者数に比べて14万3000人

増（男11万8000人増、女２

万5000人増）と大幅に増え

ていることがわかった。

全体の推計患者数は、入

院が146万3000人、外来が

709万2000人。前回に比べ

ると入院は１万2000人、

外来は61万4000人、それ

ぞれ増えている。前々回

（平成11年）との比較では、

入院は２万人減り、外来は

25万6000人増えた。

がんの部位別の患者推計

では、胃がん20万8000人

（男13万5000人、女７万

3000人）、大腸がん21万

4000人（男11万5000人、女

９万9000人）、肝および肝

内胆管がん６万8000人（男

４万6000人、女２万1000

人）、肺がん12万3000人

（男７万9000人、女４万

4000人）、乳がん15万6000

際立つ肺がん患者の増勢平成１７年
患者調査

がん患者推計、大幅増142万人

日本対がん協会とマンモ

グラフィ精度管理中央委員

会主催の第14回マンモグ

ラフィ撮影技術講習会が２

月23～25日の３日間、東

京・江東区の癌研有明病院

で開かれ、31人が参加した。

第１日の23日は、研修

世話人代表者で日本対がん

協会兵庫県支部の赤松暁氏

が「検診における接遇のあ

東京でマンモグラフィ講習会
Ａ・Ｂ評価、今年度は６１人



会で実施。

【岡山】電話相談対応の医

師が不在の時が多いため、

ほとんど断っている現状な

ので、今後継続するかどう

か検討。

【福岡】医師による健康相

談の実施。

【熊本】医師、保健師、栄

養管理士等による施設面

談・電話等での対応をして

いきたい。

【沖縄】禁煙週間期間中に

来所健診受診者を対象に禁

煙支援相談。

ベントを検討中。

【香川】Ｐマーク取得。医

療制度改革やがん対策基本

法などへの対応。デジタル

化に向けた検診車・周辺機

器整備計画。情報システム

更新計画。

【福岡】総合検診センター

付設クリニックの拡充。公

益法人制度見直しについて

の対応。

【大分】がん征圧全国大会

の開催。

会を通じて同振興会から競

輪公益資金2205万円を受

け総額8085万円で整備し

た。検診車には最新のデジ

タル機器を搭載しており、

同支部はこれまで施設には

デジタル機器が整備されて

いるが、車両としては初め

ての導入で、今後はデジタ

ル撮影の優れた特徴をさら

に検診に活かす環境が整う

ことになった。

【神奈川】健康イベント等

でのがん相談は、プライバ

シー等の問題もあり、電話

相談等の常時開設が望まし

いのですが、予算上難しい

現状です。

【長野】がんの相談者には、

「長野よろこびの会」の入

会を積極的に勧める。

【石川】専門医師による発

見がん者への相談窓口的な

体制作りができないか検討

中。

【京都】保健師による電話

相談。

【鳥取】鳥取県がん征圧大

【千葉】平成18年度に新

設した検診評価室を中心に

がん検診事業評価制度の内

容を着実に推進する。また、

報告期限の短縮、全国デー

タとの比較提示など実施者

へのサービスアップを図

る。

【石川】がん体験者の会

「石川よろこびの会」が創

立20周年になるので、イ

店舗で３月末まで実施して

いる。

山形支部に胃胸併用
日自振補助の検診車
日本自転車振興会の18

年度補助車両の２台目とな

る胃胸部併用X線テレビ検

診車（写真）が完成し、２

月８日に日本対がん協会山

形県支部（山形県結核成人

病予防協会）の山形検診セ

ンターで披露式が行われ

た。この検診車は対がん協

会総会の開催。

【京都】例年通り京都府内

の大学に助成予定。

【鳥取】マンモグラフィ検

診にかかる研究助成。

【岡山】がんに関する研

究・研修事業に対して助成。

【香川】「ピンクリボンか

がわ県協議会」への助成。

【福岡】募金目標額達成せ

ずで制度の継続。

【熊本】肺がん・胃がん研

究会、県内で実施される学

会・研修等の助成を行って

いきたい。

受身だけではなく、積極的

に出向く形態を考えたい。

【群馬】2006年と同様の

『がん電話相談』を実施予

定。

【千葉】当財団内・がん予

防展のコーナー等にて「が

ん相談」を行う。

ワコールは、お客が下着

売場でブラジャーを試着す

ると同社が１枚につき10円

を日本対がん協会に寄付す

る「ピンクリボン・フィッテ

ィングキャンペーン」を２

月から始めた。

乳がんの早期発見のため

「自分のバストを知ること

で、今までと違ったことが

ないか確認する」ことも狙

いの一つで、自己検診法の

小冊子も配布する。

キャンペーンは全国740

ワコール、全国740店舗で展開
ブラジャー試着１枚で１０円寄付

【青森】がん克服者の会

（青森よろこびの会）会員

増加。

【岩手】検診の結果、体制

構築などに資する研究に助

成を考えたい。

【千葉】当財団の基金にて

助成を行う。

【神奈川】前年度同様、が

ん治療の研究助成を行う予

定です。

【長野】長野よろこびの会

への助成、全国よろこびの

【北海道】毎週火・木に行

っているがん電話相談を

2007年も実施。健康祭り

などのイベント時には相談

コーナーを設ける予定。

【岩手】地道な活動だが、

支部、今年の課題
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下

検診の研究も対象に
助　　成

電話やイベント活用
相　　談

大分で征圧全国大会
そ の 他

に・ひろ

し ） 氏

公立つる

ぎ総合病

院院長、

石川県成

石川 素谷　　宏（そだ

石川支部長に素谷氏
石川県成人病予防センタ

ー（日本対がん協会石川県

支部）の新理事長（同支部

長）に理事長職務代理者の

素谷宏副理事長が昨年12

月22日付で就任した。

新支部長

人病予防センター副理事長

など歴任。70歳。



るかチャリティの事務局へ

郵送する。詳細は専用ホー

ムページhttp ://www.

prichari.com/でも案内し

ている。

日本対がん協会は集まっ

た募金をがん予防の啓発や

無料相談などの活動に役立

てていく予定。このほか、

参加する社会貢献団体は以

下の通り。（順不同）

ピンクリボンウオーク2007
今年も３月２５日にお台場で
乳がんへの関心を高める

ための｢ピンクリボンウオ

ーク2007｣は３月25日午前

9時半から、東京・お台場

の都立潮風公園で開かれ

る。春のピンクリボンウオ

ークも今回で６回目となり

すっかり定着した。主催は

日本対がん協会は社会貢

献７団体と共催でプリペイ

ドカードによるチャリティ

活動を２月中旬から８月末

日まで実施する。

未使用か使い残したテレ

フォンカードや各種交通機

関発行カードなど様々なプ

リペイドカードを寄付して

もらい、換金した募金を各

社会貢献団体の活動に役立

てようというもの。現金で

なく家庭などに眠っている

プリペイドカードを活用す

ることでより多くの人たち

に活動に参加してもらう狙

いもある。運営は株式会社

チャリティ・プラスが行

う。

チャリティの方法は今

後、関係箇所などに設置す

る「プリペイドカード・チ

ャリティＢＯＸ」に投函す

眠っているテレカ生かしませんか
プリペイドカードでチャリティ募金
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小児がんへの理解と支援

のシンボル、ゴールドリボ

ンを冠したウオーキングが

３月24日午前９時から日比

谷公園を会場に開催される。

財団法人がんの子供を守る

会主催。皇居１周など５キ

ロと10キロの２コースで参

加費は一般1000円。問い

合わせは事務局（電話03-

3638-6551）へ。詳細はホ

ームページhttp://www.

ccaj-found.or.jpでも紹介。

ゴールドリボンで
小児がんを支援へ

ジ運動への寄付金となる。

小学生以下は参加費無料。

マンモグラフィ検診や医

師による乳房健康相談、ト

ークショーなどサブイベン

トも予定されている。

事務局は〒104 - 0045

東京都中央区築地1-9-4ち

とせビル３Ｆ　乳房健康研

究会（電話03-5565-3650、

ファクス03-5565-4914）。

ＮＰＯ法人・ピースウィ

ンズ・ジャパン、財団法

人・日本自然保護協会、認

定ＮＰＯ法人・スペシャル

オリンピックス日本、認定

ＮＰＯ法人・難民を助ける

会、社団法人・セーブ・

ザ・チルドレン・ジャパ

ン、財団法人・交通遺児育

成基金、ＮＰＯ法人・アジ

アチャイルドサポート。

ＮＰＯ法人乳房健康研究会

（霞富士雄理事長）、特別協

賛はコダック株式会社。

種目は２キロ、５キロ、

10キロ。定員は合わせて

３千人を予定している。参

加費は1500円で、このうち

500円はピンクリボンバッ


