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■開催の目的

10月29日(木）～10月31日（土）の3日間、第53回日本癌治療学会学術集会が京都で開催されました。
その一環として、10月全体をCancer Month Kyoto 2015と銘打ち、京都中をがんの啓発に取り組む月間
として盛り上げました。
その中で、 Cancer Month Kyoto 2015実行委員会、NPO法人キャンサーリボンズ主催、クロワッサン共
催：『患者さん・家族のための がん治療と暮らしフォーラム』を開催しました。
このイベントは、「がん治療」と「暮らし」に関する詳しい情報を多くの皆様と共有し、「がんと生きる」ことを
考える場とすることを目指して実施しました。

実施概要

■タイトル Cancer Month Kyoto 2015

患者さん・家族のための がん治療と暮らしフォーラム

～がんと生きる よりよく生きる～

■日 時 2015年10月17日（土）11:00～17:30

医療セミナーⅠ「遺伝性のがんを正しく知る」 13:00～14:00

医療セミナーⅡ「婦人科がんの治療・暮らし・生き方」 14:30～16:35

■開 場 メルパルク京都 〒600-8216

京都府京都市下京区東洞院通七条下ル

東塩小路町676番13 ℡075（352）7444（代）

■主 催 ： Cancer Month Kyoto 2015実行委員会／NPO法人キャンサーリボンズ

■共 催 ： クロワッサン

■後 援 ： 第53回日本癌治療学会学術集会

■協 力 ： NPO法人京都がん医療を考える会

■参加企業

●医療セミナーⅠ 共 催 ： アストラゼネカ株式会社

●医療セミナーⅡ 共 催 ： 中外製薬株式会社

●暮らし体験コーナー展示 ： イーエヌ大塚製薬株式会社、花王株式会社、株式会社ＫＥＡ工房、

株式会社ココウェル、サンスター株式会社、株式会社SHIMA、

株式会社スヴェンソン、ブレストケア京都合同会社、株式会社ベル、

ロート製薬株式会社

■入場料 ： 無 料

■来場者 ： 医療セミナーⅠ 約１９０名

医療セミナーⅡ 約２３０名

暮らしセミナー＆体験コーナー 約３００名

関係者 ８８名

（講師１３名、共催社１１名・展示企業・がん啓発団体４０名、スタッフ・ボランティア２４名）
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開催日時 ： １０月１７日（土） １３：００～１４：００ （会場：メルパルク京都６Ｆ 会議場Ｄ）

医療セミナーⅠ（事前申込制） 共催：アストラゼネカ株式会社

＜プログラム＞ 「遺伝性のがんを正しく知る」

■開会のご挨拶 （５分） 第５３回日本癌治療学会学術集会会長
Cancer Month Kyoto 2015 実行委員長 小西郁生さん

医療セミナーのオープニングに際し、主催者を代表して、実行
委員長の小西郁生さんより、ご挨拶がありました。

■講演 （６０分） 「遺伝性のがんを正しく知る」
奈良県立医科大学産婦人科学 教授 小林 浩さん

乳がんや卵巣がんの約10％は、遺伝性と考えられていることを

ご説明され、自分はどうなのか心配はあっても、体質や健康状
態を知ることが健康管理の第一歩であることを、お話いただきま
した。母親や姉妹が乳がんや卵巣がんを経験している場合に遺
伝子検査を受けるべきかなど、遺伝カウンセラーに相談できる
病院も全国に増えつつあると述べられました。

当日配布プログラム
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小林 浩さん

小西郁生さん



医療セミナーⅡ（事前申込制） 共催：中外製薬株式会社

開催日時 ： １０月１７日（土） １４：３０～１６：４５ （会場：メルパルク京都６Ｆ 会議場Ｄ）

＜プログラム＞ 「婦人科がんの治療・暮らし・生き方」

■講演 （３０分） 「治療の今とこれから －卵巣がんを中心に－」
近畿大学医学部産科婦人科学教室 講師 鈴木彩子さん

■対談 （３５分） 「がんと生きる ・ よりよく生きる」

阿南さんからは２３歳当時の子宮頸がんの治療体験と、当時の思いを伺いました。がんに罹患して、
ずっと暗闇にいるような感覚だったが、講演活動を始めて生きる力が生まれ、その縁で就職もできて、
３０歳でやっと生活が安定し、今はがんの経験が自分の財産（キャンサーギフト）になっているそうです。

小西さんからは、女性の場合、がん治療の後こそ長く生きるのだから、生き方や生活面でのサポート
や患者さん同士での支えあいが大切というお話がありました。また妊娠力を残すために、検診での早
期発見・早期治療の重要性を述べられました。阿南さんも、最後に「がんになるとあきらめなくてはなら
ないことが出てくるが、人生をあきらめないでほしい」と会場にエールを送りました。

司会の越川さんは、編集者の立場から、今後は女性ががんになった時の就労や経済的な問題につい
て取り組みたいと語りました。

司会：越川典子さん

阿南里恵さん

鈴木彩子さん

小西郁生さん
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子宮頸がん体験者 阿南里恵さん
京都大学婦人科学産科学 教授 小西郁生さん
＜司会＞クロワッサン 副編集長 越川典子さん

卵巣がんの治療法を中心に最新情報をお話いただきました。手術と抗がん剤を組み合せるのが
標準的治療ですが、近年、がん細胞だけを狙う分子標的治療薬など治療法も進歩してきている
ことをご説明になりました。そして希望をもって治療を続けていただきたいと締めくくりました。



（続き）医療セミナーⅡ（事前申込制） 共催：中外製薬株式会社

■講演＆リンパ浮腫ケアのデモンストレーション （５５分）

「少しでも快適な暮らしのためのセルフケア」

講演：化学療法中の副作用とセルフケア
京都大学医学部附属病院 がん看護専門看護師 角裕子さん

リンパ浮腫ケアのデモンストレーション：「婦人科術後のリンパ浮腫ケアの実際」
京都大学医学部附属病院 リンパ浮腫療法士 福岡せつ子さん

リンパ浮腫療法士 根本紀代美さん

当日配布プログラム

抗がん剤による副作用にはセルフケアで和らげることができるものも多くあること、
ご自身で治療の前に副作用の症状を知っておくと慌てずに対処ができ、また症状
が出たら我慢せずに、看護師に相談してほしいこと、などを述べられました。

角裕子さん

福岡せつ子さん 福岡せつ子さん／根本紀代美さん

前半は福岡さんより、リンパ浮腫についてスライドを使った
ご説明がありました。早期発見と早期治療が浮腫を悪化さ
せないポイントであることを中心にお話されました。

後半は、リンパ浮腫ケアの実践を、ステージ上の根本さん
の動きに合わせて会場の皆さんも一緒に行いました。

皮膚を軽く触って、最後に脇の下のリンパ節に流す方法を
皆で学びました。

■閉会のご挨拶 （５分） 第５３回日本癌治療学会学術集会会長
Cancer Month Kyoto 2015 実行委員長 小西郁生さん

主催者を代表して、実行委員長
小西郁生さんより、医療セミナー
閉会のご挨拶がありました。
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暮らしセミナー （自由入場）

11:25～11:30 開会のご挨拶
岡山慶子さん
ＮＰＯ法人キャンサーリボンズ副理事長

主催者であるＮＰＯ法人キャンサーリボンズ副理事長
岡山慶子さんより、開会のご挨拶がありました。
2008年のＮＰＯ法人キャンサーリボンズ設立以来取り

組んできた「がん患者さんの治療と生活をつなぐこと」
の大切さを会場の皆さんと共有しました。

11:30～12:00 「知っておきたい！治療とお口、そしてケアの関係
～便利なアイテムのご紹介」
辻本好恵さん
サンスター株式会社 歯科衛生士

治療中のお口のトラブルを防ぐには、保湿と低刺激
が大切であることを学びました。歯ブラシのサイズや
やわらかさなど、お口を守るアイテムの選び方やアド
バイスがありました。
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12:10～12:40 「がん治療中の心と体を支える食事～乳がんを例に～」
三輪教子さん
市立西脇病院乳腺外科部長／昭和大学病院乳腺外科
ＮＰＯ法人キャンサーリボンズ 委員

乳がん患者さんへのアンケート調査結果を説明しな

がら、バランスのとれた食事と適度な運動を日常的
に実践することが重要であることを述べられました。
乳がんの人の食事１０か条の紹介など、具体的な
アドバイスがありました。



（続き） 暮らしセミナー （自由入場）

14:00～14:30 「がん治療中の悩みに答えるメイクアップレッスン」
山崎多賀子さん
美容ジャーナリスト／乳がん体験者
ＮＰＯ法人キャンサーリボンズ 理事

ご自身の乳がん治療の際の脱毛や肌のくすみの体験
から、メイクアップやウィッグの大切さをお話されました。
モデルへのデモンストレーションを交えた、患者さんの
肌を明るく見せるコツ、眉の描き方など、大変わかりや
すいレッスンとなりました。

15:15～15:45 「乾燥性敏感肌のための毎日のスキンケアレッスン」
久保久子さん
花王株式会社 シニアビューティセラピスト

16:50～17:20 ［がん治療と仕事 ～自分らしく働くために～］
荒木葉子さん
荒木労働衛生コンサルタント事務所所長／産業医
ＮＰＯ法人キャンサーリボンズ 理事

乾燥して敏感な肌は、こすらず、丁寧に、優しいタッチで
スキンケアすることが大事であるとアドバイスがありまし
た。実際にスキンケア製品を使って、ハンドマッサージの
方法や、手の届きにくい背中の塗り方などを楽しみなが
ら学ぶことができました。

がんを治療しながら働く時、自分がしたいことを明確に
し、自分のできること、できないことを周囲に伝えること
が大事であり、利用できる法律や制度、就業規則などを
最大限活用すべきとお話されました。また、おすすめの
情報として、国立がん研究センターや日経ＢＰのサイト
を紹介されました。患者さんが活用できるツールとして、
キャンサーリボンズの『「がんと働く」リワークノート』を提
示しながら、治療と仕事の希望を整理し、前向きに仕事
に向かうための方法を提案してくださいました。
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暮らし体験コーナー １ （自由入場）

＜展示製品・情報＞

ウィッグ、帽子、頭皮ケア製品、
スキンケア製品、洗浄料、人工
乳房、パッド、下着などの紹介、
試供品の配布など

＜展示製品・情報＞

飲み込みやすく食べやすい食事の試食、治療中も使いやすい低刺激で保湿性のある口腔ケア製品の紹介、
試供品の配布など

＜展示製品・情報＞

足を締め付けない靴の試着、身体に負担をかけないお掃除製品、尿臭を抑えるお洗濯・お掃除製品の
ご紹介や試供品の配布など
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ロート製薬株式会社 花王株式会社

株式会社スヴェンソン ブレストケア京都合同会社
株式会社ＫＥＡ工房

イーエヌ大塚製薬株式会社 サンスター株式会社 花王株式会社

株式会社ベル 花王株式会社



暮らし体験コーナー ２ （自由入場）

＜展示情報＞
『「がんと働く」リワークノート』シリーズの紹介、知っておきたい社会保障制度情報の配布など

＜展示情報＞
NPO活動報告、リボンズハウス紹介、『乳がんの人のための日常レシピ』販売、『がん治療中の悩みに
答える美容のノウハウ』ＤＶＤ配布、募金活動など

＜展示製品・情報＞

縫い目がなく肌触りの良いファッションのご紹介、美容や健康に良い植物オイル製品の試食やリップ
ケア製品のご紹介など
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株式会社ＳＨＩＭＡ 株式会社ココウェル



がん治療と暮らし おすすめグッズ 販売コーナー （自由入場）

会場の別室に、暮らし体験コーナーの展示製品がその場で買える売り場が設けられました。
購入希望の方がご試着できるよう、試着室も用意しました。

10

「NPO法人京都がん医療を考える会」
「認定NPO法人乳房健康研究会」に出展いただ
きました。

Cancer Month Kyoto2015に関するチラシやキャ

ンサーリボンズ図書館プロジェクトの情報、関連
団体の活動案内を配布しました。

株式会社ココウェル 株式会社スヴェンソン

株式会社ＫＥＡ工房株式会社ＳＨＩＭＡ



暮らし体験コーナー＆販売コーナー ご紹介製品一覧

企業・団体名 製品
イーエヌ大塚製薬㈱ 摂食回復支援食 あいーと

花王㈱

ピュオーラ アクア
ピュオーラ 洗口液
ピュオーラ 歯磨きシート
ディープクリーン 指で使う歯ブラシセット
クリアクリーン デンタルリンス
キュレル 浸潤保湿シリーズ（化粧水、乳液、クリーム）

美白シリーズ（ 〃 ）
ボディウォッシュ、スキンケアシート、ハンドクリーム、リップケア、シャン
プー＆コンディショナー、頭皮保湿ローション、
パウダーファンデーション、ＢＢミルク、ＢＢクリーム
ビオレＵ 泡ボディウォッシュ
クイックルワイパー、
クイックルワイパー 立体吸着ウェットシート

立体吸着ドライシート
クイックルワイパーハンディ
食卓クイックルスプレー、食卓クイックルウェットクロス
トイレクイックル、キッチンクイックル
アタック消臭ストロング、アタック消臭ストロングジェル
アタック消臭ストロングつけおき専用洗剤
リセッシュ消臭ストロング
トイレマジックリン消臭ストロング
トイレクイックル消臭ストロング

㈱ＫＥＡ工房
＜展示コーナー＞ブラジャー各種、パッド各種、リラックスバスクロス
＜販売コーナー＞ブラジャー各種、シャツタイプブラ、ソフトフィットロング
（ガードル）、乳房パッド各種、既製ニップル

㈱ココウェル
＜展示コーナー・販売コーナー＞
ココナッツオイル エクストラバージン／プレミアム
デシケイテッドココナッツ、ココナッツシュガー、ココナッツファイバー、ココ
ソープ、オーガニックココリップ、オーガニックバージンココナッツオイル

サンスター㈱
バトラーシリーズ（歯ブラシ、スポンジブラシ、うるおい透明ジェル、クリー
ンマウスウォッシュ、マウスコンディショナー、ジェルスプレー、マイルド
ペースト 他）

㈱ＳＨＩＭＡ

＜展示コーナー・販売コーナー＞
ＮＵＯＮＥ ニットウェアシリーズ

（海島綿・カシミヤシルク素材）
クルーネックプルオーバー、Ｖネックプルオーバー、

パーカーロングカーデ、ロングパンツ、パンツ、レッグウォーマー

㈱スヴェンソン
＜展示コーナー＞医療用ウィッグ、帽子、プフレシリーズ、フラウシリー
ズ
＜販売コーナー＞帽子、ＥＴＯＶＯＳスキンケアシリーズ、メイクアップシ
リーズ、つけまつ毛、ネイルエナメル

ブレストケア京都(同） 人工乳房、人工ニップル、乳房パッド

㈱ベル マグネットストラップスニーカー
Ｖカットスリッポンシューズ

ロート製薬㈱ 肌研 極潤 ヒアルロン液、ヒアルロン液詰め替え、ヒアルロン乳液、ヒア
ルロン乳液詰め替え、ヒアルロンクリーム、ＵＶホワイトゲル メンソレー
タムリップベビー無香料
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暮らしの相談コーナー （整理券配布）

看護師・医師・がん体験者に暮らしについてのご相談をお受けするコーナーを作りました。
（お１人様１５分間・整理券配布） 全部で１７組の方のご相談をお受けすることができました。

看護師への相談 看護師への相談

がん体験者への相談

医師への食事の相談

がん体験者への相談

～主な相談内容（抜粋）～

●「暮らし」の相談コーナーでは、生活や食に関する相談が多くみられました。
また、治療への不安やメンタル面の相談も目立ちました。

・食べ物で気をつけることは何か。
・母が乳がんの化学療法直後だが、生ものは食べてはいけないか。ニンジンジュースは
毎日飲ませた方がいいか。
・乳がんで半年休業後、復職予定だが仕事ができるかどうか不安。
・治療や再発に対しての強い不安。
・家族ががんになった時の接し方がわからない。
・セカンドオピニオンの受け方を教えてほしい。
・転院の際に準備するものは何があるか。

●がん体験者による相談コーナーは、相談者にとって「医療者に何を相談したらよいかさえも
はっきりしていない」漠然としてもやもやしている気持ちに寄り添い、心を整理する上で、必要
な場となりました。次のステップに向かえる気持ちの整理をつけるなど、お役に立てたようです。
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暮らしセミナー＆暮らし体験コーナー 会場受付 風景

会場入口 会場受付

【受付配布物】

＜ご来場プレゼント＞

「がん支えあいグッズ」のひとつの、
動物写真家・岩合光昭さんのポスト
カード３枚セット

会場のご案内 暮らしの相談コーナーご案内 アンケート用紙
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告知チラシ・新聞広告

告知チラシ

＜配布場所＞

・がん診療連携拠点病院 相談支援センター 50カ所
（京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀、三重）
・100床以上病院 外来看護師長宛 701カ所
・保健所、保険センター、役所保健福祉課 622カ所
（京都、大阪、奈良、滋賀）
・看護学校（京都・滋賀） 16カ所
・看護、医療関連学会 5カ所
・リボンズハウス（関西） 5カ所

新聞告知

●朝日新聞 大阪セット版
8月25日（火）朝刊 半5段モノクロ

●京都新聞
9月11日（金）朝刊 半5段モノクロ

●京都新聞
10月10日（土）朝刊 半5段モノクロ

●京都新聞

9月3日（木）朝刊
KYO-POINT

14



雑誌（クロワッサン）告知・その他告知

クロワッサン９月１０日売
カラー誌面で告知
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Cancer Month Kyoto2015
実行委員会作成パンフレット

京都府、京都市内で配布

※第５３回日本癌治療学会のサイト
でも紹介

NPO法人京都がん医療を考える会
とキャンサーリボンズのチラシを
両面印刷し、配布。

・近鉄、京都市営地下鉄に設置


