複十字シール運動とは

2019 年 度 募 金 報 告

複十字シール運動は、結核を中心とした胸の病気をなくして、

2 億6,300万5,787円
1億9,166万6,568円

健康で明るい社会をつくるための運動です。その実現のために
募金活動を行うとともに、病気への理解を広め、予防の大切さ
を伝えています。
Double-Barred Cross Seal is dedicated to raising funds for programs to

（諸経費・次期繰越金を除く）

eliminate tuberculosis and other lung diseases and raising awareness of the
diseases. It is originated from the world’s first Christmas seal issued in
Denmark in 1904. The seals are issued in many countries.

調査研究

事業助成

99万 6,666円

3,701万797円

複 十 字章 は 世 界 共 通 の結核予防運動のシンボルです。

運動のはじまりと複十字シールについて

使途
内訳
普及啓発

国際協力

6,416万9,936円

8,948万9,169円
複十字シール運動
イメージキャラクター

1904 年にデンマークでクリスマスシールが発行され、その益金は結

シールぼうや

核に苦しむ人々のために役立てられました。シールを使った募金活動
は世界に広がり、現在も各国で行われています。結核予防会は
1952 年に最初のシールを発行しました。

税の優遇措置

募金は、寄附金控除の対象となり、税制上の優遇措
置を受けることができます。

表 彰 制 度

年間個人50万円、法人100万円以上の募金をいただ
いた方に、結核予防会の規定により、式典において
結核予防会総裁秋篠宮皇嗣妃殿下名の感謝状の贈
呈がございます。

募金いただいた方にシールを差し上げてい
ます。シールをお使いいただくことで、運
動の輪が広がります。

複十字シールには、
込められています

日本で結核がまん延していた昭和14年に内閣総理大臣に賜った皇
后陛下の令旨に基づき設立された公益法人。設立以来、日本と世界
から結核をなくすための活動を続けている。

“ぼくらは、一人一人ではなくて、たくさんの生き物や自然と共に生き
ている” をテーマに「森と動物」の世界をシールにしました。それぞ
れのシールが、全体の絵につながるようにデザインしたことも今回の
テーマを表しています。
図案制作者のイラストレーターあさいとおる氏は結核の治療経験が
あり、結核予防に高い関心をお持ちです。

複十字シール募金は下記にて受け付けています。
お気軽にご相談ください。

World 2
ee
0
Fr

20

問い合わせ

TB

健康を願うメッセージが

2020

8.1~12.31

すための
結 核をなく
ル 運 動に
ー
複 十 字シ
いします
ご 協 力お 願

日本 の結核DATA

今だから、正しく知ってほしい

日本でも世界でも、
2週間以上、
正しい知識を持つことで救える命があります。
「結核のいま」
と
「結核のこれから」
について、 咳などの症状が続いたら
結核を疑って医療機関を
一緒に考えてみませんか。
受診しましょう。

結核とは
結核は結核菌を吸い込むことで感染する
病気です。免疫力が弱まっていると発病
しやすくなります。薬で治るようになりまし
たが、早期発見・早期治療が重要です。

結核を
発病する人

年間

結核で
失われる命

年間

1952年、世界との連帯を深め、結核予防を国民の協力と支持を得
て進めていこうという意図の下に、複十字シール運動が始まりました。
以来、
全国の結核予防会支部・婦人会と連携し運動を進めています。
皆様からいただいた募金は正しい知識を普及するための教育・広
報・啓発、
結核のまん延する開発途上国の結核対策の支援・人材育成
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患者の高齢化

1,000
150

万人

万人

（2018年）

傾向1

結核患者の6割が70歳以上

高齢になるほど発病者が増え、約3人に1人
は80歳以上です。
日本で結核がまん延した
時代に感染を受けたことが影響しています。
傾向2

ごあいさつ

世 界 の結核DATA

世界の死亡原因のトップ10
総人口の約1/4が既に結核に感染

世界では結核が死亡原因のトップ10に入っていま
す。
新型コロナウイルスの世界的流行により、
結核
の重症化や死亡者の増加が懸念されています。

外国生まれの患者増

傾向2

20代の患者の7割が外国生まれ

近年の世界的な人口移動にともない、
留学・
就業で結核罹患率が高い途上国
（アジア）
か
ら多くの若年層が入国しています。

アジア・アフリカでの深刻化

全世界の患者の7割がアジア・アフリカ

保健医療・結核対策の遅れや貧困から、
多くの
人が治療できる病気である結核に苦しみ、
命を
落としています。

具体的な活動

具体的な活動

患者数が減少し、結核への関心が低下しているため、普及
啓発に重点をおいています。

国内の活動で培った技術、知識、経験を活かして、世界の
人々を結核から守るために国際協力に取り組んでいます。
啓発

の普及
正しい知識

等の活動に使わせていただきます。
世界では、薬の効かない多剤耐性結核や結核とHIV／エイズの重
複感染結核が対策を困難にしています。
さらに、世界に広がる新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）
の影響によって、結核の重症化や
死亡者数の増加が懸念されています。

結核予防婦人団体の

これ以上、
結核で命を落とす人や結核で苦

講習会

しむ人のいない世界を目指して、
結核予防会

2YHUKDOIRIWKH\RXQJSHRSOH
ZLWKWXEHUFXORVLVLQ-DSDQ
ZHUHERUQRXWVLGHRIWKHFRXQWU\ ※

は結核制圧の手を緩めることなく、国内外の

※対訳（若年層の結核患者さんでは、外国生まれの方が
半数以上を占めています。）

患者さんを支える

住民ボランティアの育成

医療従事者への

技術指導

あなたを結核から守るために正しく知っていただきたい。

＃結核予防週間

活動の強化に努めてまいります。複十字シー

日本では、結核と診断される60歳以上
の高齢者の方が増えています。

ル募金への皆さまのご支援ご協力をお願い
申し上げます。

'LNHORPSRNXVLDPXGD
OHELKGDULVHSDUXKSHQGHULWD
WXEHUNRORVLVPHUXSDNDQPHUHND
\DQJODKLUGLOXDUQHJHUL ※

在青少年人群中，外国出生的人
※
占了结核患者人数的一半以上。

젊은층에서는 결핵 환자 수 가운데 절
반 이상이 외국 출생자가 차지합니다. ※

9月24日～9月30日
]5ATb= 5G5Tb=FNC
$O5C58Uc7bC>CM/\? =NCbN ?Rb
#G5Rb#Z7a58Uc3QbZP0]51bN#7?LZ3D ※

ĈӕLYӟLWҫQJOӟSWUҿWXәLQJѭӡLVLQKUDӣQѭӟFQJRjL
FKLӃPKѫQPӝWQӱDWURQJVӕEӋQKQKkQPҳFEӋQKODR※

結核を正しく知ってもらうため、10言語対応でデジタルブックを用意しました。

公益財団法人結核予防会

理事長

工藤 翔二

We have prepared a digital book in 10 languages is prepared for you to get a good understanding of tuberculosis.
我们准备了一本10种语言的电子书，为您能更多地了解结核病提供方便。

10言語対応のデジタルブックは下記アプリケーションをダウンロードしてご覧いただけます。

シールぼうや

公益財団法人結核予防会

Japan Anti-Tuberculosis Association
（JATA）

結核予防会

検索

※このポスターは複十字シール募金で作られています。

多言語対応アプリ

Catalog Pocket
カタログポケット

【対応言語】
日本語、
英語、
ポルトガル語
（ブラジル）
、
スペイン語、
インドネシア語、ベトナム語、
タイ語、
中国語
（簡体字・繁体字）
、韓国語

iOS

全国の協力団体を通じた

啓発キャンペーン

ポスター・パンフレットなどの

教育広報資材の作成

Android

皆様から
いただいた募金は、
このような活動に
大切に使わせて
いただいています。

募金による
主な活動地域
◆ザンビア

◆カンボジア

◆ネパール

◆ミャンマー

