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実施概要

◆イベント名 患者さん・家族・医療者のためのがん暮らしフェア
治療と生活をつないで、少しでも快適な毎日を

◆開催日 2015年7月4日（土） 10：30〜16：30

◆会場 東京国際フォーラム 地下2階展示ホール

◆参加者数 約600名（一般350名、学会・NPO関係者約250名）

【主催】 NPO法人キャンサーリボンズ

【共催】 第23回日本乳癌学会学術総会

【後援】 公益社団法人東京都看護協会

【協賛】 味の素株式会社
イーエヌ大塚製薬株式会社
大塚製薬株式会社
花王株式会社
グンゼ株式会社
サンスター株式会社
株式会社スヴェンソン
株式会社マエダモールド
ロート製薬株式会社

(五十音順)
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会場図

自分らしく装う
・スキンケア製品や洗浄料などの紹介

・肌着やブラジャー、下着などの紹介

・帽子・ウイッグの試着や化粧品などの紹介

・人工乳房の紹介

美味しく食べる
・食べにくいときや、飲み込みが難しいときの食事の工夫や製品の試食

・日常のレシピや便利な調味料の紹介

・口腔ケアグッズの紹介

心地よく暮らす
・休息を助ける製品の紹介

・体の動きを助けるお掃除グッズの紹介

治療しながら働く
・治療と仕事の両立に役立つ情報の提供

がんと暮らす知恵コーナー

キャンサーリボンズコーナー

各種相談コーナー
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配付物 ①
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プログラム コーナー紹介



配付物 ②
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相談案内 アンケート用紙

入場証



会場風景

開場とともに、たくさんの方々に
お越しいただき、ステージ周りや、
ブースは大いに賑わいました。
ご来場者が講師の話に熱心に耳を
傾ける姿や、ブースの看護師や
スタッフとお話をされている姿が
会場中で見られました。
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イベント・セミナー ①

10：30〜10：35
開会・ご挨拶
NPO法人キャンサーリボンズ副理事長 岡山 慶子さん

NPO法人キャンサーリボンズ副理事長の岡山慶子さんより、
開会のご挨拶がありました。6月21日のがん支え合いの日にちなんで、
がん暮らしフェアを開催することと、日本乳癌学会では初めての開催
であり、大きな意義があることをお礼とともに述べられました。

10：35〜11：15
心と体がほぐれ、生きる力が
「わくわく音楽運動療法」
昭和大学大学院保健医療学研究科統合医療学教授
小口 江美子さん

最初に、音楽運動療法のエビデンスをわかりやすく説明された後、
座ったままでも可能な運動の方法を実演を交えて講演していただき
ました。音楽が流れる中、参加者全員がタオルを持ち、個人の体力
に合わせて笑顔で一緒に体を動かしている姿が印象的でした。適度
な運動はQOLの改善、維持に欠かせません。無理なく継続すること
の大切さを楽しみながら学ぶことができました。
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イベント・セミナー ②

11：30〜12：00
がん治療の心と体を支える食事

〜乳がんを例に〜
市立西脇病院乳腺外科部長/昭和大学病院乳腺外科
三輪 教子さん

乳がん患者さんを対象とした食事に関するアンケート結果を
紹介する、という形でセミナーが始まりました。乳がん患者さん
にとっては、健康的な体重を維持することが重要です。そのため
には、バランスのとれた食事と適度な運動を日常的に取り入れる
ことが大切である、というアドバイスがありました。また、適切な
ライフスタイルについて、「乳がんの人の食事10か条」を挙げて
具体的に述べられました。多くの参加者が熱心にメモをとられて
いました。

12：05〜12：35
「知っておきたい！治療とお口ケアの関係」

〜便利なアイテムのご紹介〜
歯科衛生士
サンスター株式会社 溝口 奈菜さん

がん治療を行う上で起きやすいお口のトラブルと自分でできる予防法
についてお話をしていただきました。新しい治療を始める前には必ず
歯医者に行き、治療中、治療後ともに口腔内の清潔さを保つことと保湿
によってトラブルを防げることを教えていただきました。併せて、
便利なスプレー式の保湿剤や歯ブラシのサイズ・柔らかさの選び方、
歯磨きの効果的な磨き方のアドバイスがありました。参加者には、
サンスター製品のサンプルをお渡ししました。
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イベント・セミナー ③

12：45〜13：25
がん支え合いコンサート

山田邦子さん率いる「スター混声合唱団」

整理券配布前から多くの方々にお越しいただき、コンサート開始前には会場中が立ち見の人でいっぱいになりました。山田邦子さんとスター混声合唱団が姿を現すと会場に
は大きな拍手が起き、始まりの「フニクリ・フニクラ スター混声合唱団バージョン」から、一気に会場が華やぎました。一緒に歌を口ずさみ、体を揺らし、手拍子をうち、
ご参加の皆様は十人十色の楽しみ方をされていました。また、山田さんの話術に会場は笑いあり涙ありの温かな空気に包まれました。最後はスター混声合唱団の皆様の指導
のもと手話を交えて「手のひらを太陽に」を会場一体となって歌いました。コンサート後には、1000円以上ご寄付くださった方に、出演者全員のサインが書かれた山田さん
作詞・作曲のがん支えあいシンボルソング『あなたが大切だから』のCDをプレゼントいたしました。コンサートの中でも、歌詞カードを見ながら全員で歌い、感動されてい
る方が多く見られた曲です。たくさんのご寄付をいただき、準備していたCDはすべて配布させていただきました。終始、ご参加の皆様の笑顔がとても印象的なコンサートと
なりました。
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イベント・セミナー ④

14：05〜14：35
肌にやさしい下着の大切さ
グンゼ株式会社 研究開発部
川崎陽子さん

外出時、かいた汗を洗い流すことはできないため、吸水性の
高い肌着を身に着けることが大切です。これからの汗をかく
季節、汗をかくことで保湿や体温調節ができる一方、汗を
そのまま放置していると、雑菌の繁殖などの悪影響があり
ます。刺激から肌を守るため、吸水性のある肌着を選ぶ
必要があるのはこのためです。スキンケアを考える際、直接
肌に触れる肌着のことを考える必要性を参加者は学ぶことが
できました。

14：40〜15：10
がん治療の悩みに答えるメイクアップレッスン
美容ジャーナリスト/乳がん体験者
山崎多賀子さん

乳がん体験者の一人として、化学療法による脱毛や肌のくすみ
を体験されたことを話しながら、メイクやウイッグで自分らしさ
を取り戻すことの大切さ、生活に対するモチベーションが大きく
変わることなどをお話しされました。その後、モデルさんにも
ご登壇いただき、誰でもできる「肌を明るくみせるコツ」「眉の
きれいな描き方」などのデモンストレーションを行いました。
数分のメイクでがらりと変わったモデルの印象に驚きの声が
あがりました。
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イベント・セミナー ⑤

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
花王株式会社
シニアビューティーセラピスト
久保 久子さん

治療中は肌が乾燥しやすくなり、肌トラブルが起こり
やすくなります。スキンケアを行う際は、こすらず、
丁寧に、やさしいタッチという3つのポイントがあることを
ご説明いただきました。実際にスキンケア製品「キュレル」
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
を保湿するときの塗り方のコツも教えていただきました。
参加者全員で腕を上げて背中に手を回す動きは、軽いエクサ
サイズになると参加者の皆様が楽しみながら学ばれている
様子が伝わってきました。

15：50〜16：20
頭皮ケアで、治療中も治療後も快適に
株式会社スヴェンソン
国際毛髪化学研究会 会長
井上 哲夫さん

がん治療による脱毛は患者さんにとって最大の悩みのひとつです。
治療中も、治療が終わった後も快適に過ごすため、頭皮を
清潔で健康に保つことがとても重要であることをご説明され
ました。その後、参加者全員でシャンプー時の頭皮マッサージを
講師の手の動きに合わせながら行いました。また、来場者の
頭皮の状態をスクリーンに写して診断を行いながら、毎日の
お手入れの方法についてわかりやすく述べられました。
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展示コーナー ①

自分らしく装う
・スキンケア製品や洗浄料
などの紹介

・肌着やブラジャー、下着
などの紹介

・帽子・ウイッグの試着や
化粧品などの紹介

・人工乳房の紹介
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美味しく食べる
・食べにくいときや、飲み
込みが難しいときの食事の
工夫や製品の試食

・日常のレシピや便利な
調味料の紹介

・口腔ケアグッズの紹介



展示コーナー ②

心地よく暮らす
・休息を助ける製品の紹介
・体の動きを助けるお掃除
グッズの紹介

治療しながら働く
・治療と仕事の両立に役立つ
情報の提供
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展示コーナー ③

各種相談コーナー
・看護師
・産業カウンセラー
・食の専門家
・乳がん体験者
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相談コーナーでは、看護師(がん看護専門看護師、
がん化学療法看護認定看護師、乳がん看護認定看護師)、
産業カウンセラー、食の専門家、乳がん体験者が患者さん
とご家族の日頃の悩みや疑問に対して真摯に向き合い、
相談を受けました。



展示コーナー ④

がんと暮らす知恵コーナー
・暮らしの知恵を書いてもらうコーナー
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キャンサーリボンズコーナー
・NPOの活動紹介
・チャリティーグッズ
・乳がんの人のための日常レシピ
など、本の販売

〜参加者からは次のような暮らしの知恵がありました。〜

・友達や家族に話を聞いてもらう。わかち合いは必要です。
・ウォーキングは出来るだけ毎日やれば♪(時間は10分ぐらいでOK)
・頑張らない。スローワークを。
・テレビ体操を毎日することが健康になり、がんになりにくい知恵です。
・とにかく冷えに気をつけましょう。
・食べることが大切。食欲がない時は梅干を。

※記入していただいた方には、岩合光昭さんのポストカードをお渡ししました。



展示品・企業一覧
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自分らしく装う キュレルシリーズ（フェイス用、ボディ用、美白用、
シャンプー、コンディショナー、UVケアなど）、
ビオレU泡で出てくるボディウォッシュ

花王株式会社

肌着、下着、ブラジャーなど（キレイラボ） グンゼ株式会社

ウィッグ、帽子、メイク品 株式会社スヴェンソン

人工乳房 マエダモールド株式会社

肌研極潤シリーズ（化粧水、乳液、クリーム、UVホワイトゲル） ロート製薬株式会社

美味しく食べる レシピカード4種、ほんだし、トスサラ、鍋キューブ、
メディミルスープ、アミノケアゼリー（りんご味）、
アミノケアゼリーロイシン40

味の素株式会社

あいーと、リフレケアH イーエヌ大塚製薬株式会社

カロリーメイト（ゼリー、缶、ブロック） 大塚製薬株式会社

ピュオーラ、歯磨きシート、クリアクリーンデンタル
ウォッシュ、ディープクリーン指で使う歯ブラシセット 花王株式会社

バトラー口腔ケアシリーズ サンスター株式会社

心地よく暮らす クイックルワイパー、クイックルワイパーハンディ、
キッチンクイックル、食卓クイックルスプレー、
食卓クイックルウエットクロス、トイレクイックル、
バブ、バブメディケイティッド

花王株式会社

治療しながら働く リワークノート、ハローワーク紹介、働く時の相談先一覧



新聞掲載 ①

◆新聞広告

朝日新聞 東京版 半五段モノクロ

1回目 6月14日（日曜日）朝刊

2回目 6月17日（水曜日）夕刊

3回目 6月28日（日曜日）朝刊 *都内版
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新聞掲載 ②

◆新聞記事

読売新聞 7月2日（木曜日）夕刊

17



ちらし配布

・関東・甲信越・北陸のがん診療連携拠点病院、相談支援センター

への配布（146ヶ所）。

・NPO法人キャンサーリボンズの関東近郊リボンズハウスに配布。

・第23回乳癌学会学術総会にて配布。

・NPO法人キャンサーリボンズの各種イベント時に配布。

・そのほか

→ 認定NPO法人乳房健康研究会のご協力で、ピンクリボン

アドバイザー約2500名のメールマガジンで紹介。
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告知

◆第23回日本乳癌学会学術総会抄録集

抄録集の29ページに本イベントが掲載されました。
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