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報告書

主催：NPO法人キャンサーリボンズ 共催：がん療養生活情報室



オンライン『がんの治療と暮らしフェア』 概要

【開催日時】
9月4日（土）・9月11日（土）・9月18日（土）・9月25日（土） 13時～16時15分

【テーマ】がん治療を受ける人の「こころとからだ」を養う1カ月

【開催場所】オンライン（zoomウェビナーにて配信を行いました。）

【主催】NPO法人キャンサーリボンズ

【共催】がん療養生活情報室 （https://ganryoyo.jp/）

【実施内容】
■9月4・11・18・25日の毎週土曜日、全20セッションを配信
「がんになった時のこころについて」「納得して治療を選択するには」「からだを整えよう」「生活の知恵や工夫がいっぱい」「仕事やお金を考える」の5つのテーマで、専門家によるセミナーや、料理やメイク
など日常生活の中で役立つ情報をお送りいたしました。毎回最初のセミナーでは、こころの専門家（精神腫瘍医や臨床心理学・精神分析学の専門家）が登場し、がんや治療への向き合い方に
ついて語りました。がん治療の体験者や、家族の立場の体験者の皆さまにもご登壇いただきました。セミナー動画は、12月末日までオンデマンド配信を行っております。

■web展示｢暮らしお役立ちルーム｣を、9月4日から12月末日まで開設
がん治療時や治療後の生活に役立つグッズやアイデア、工夫を紹介するweb展示コーナーです。栄養、食事、スキンケア、口腔ケア、医療用ウィッグ、メイク、下着、術後のケア、治療と仕事の両立
などについて情報をお届けしました。※プログラムの休憩時間中に、各企業の製品や情報をご紹介するスライドを繰り返し配信いたしました。

■スペシャル企画 “つながろう 一緒に歌おう あなたが大切だから” 山田邦子さんによるトークショー
ご自宅や病室など各々の場所から、山田邦子さんのトークショーや、山田さん作詞作曲によるキャンサーリボンズのシンボルソング『あなたが大切だから』の合唱をお楽しみいただきました。

【セミナー共催】株式会社encyclo、花王株式会社、キッコーマンこころダイニング株式会社、株式会社スヴェンソン、武田薬品工業株式会社、日本BD、
ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー

【web展示】株式会社encyclo、花王株式会社、キッコーマンこころダイニング株式会社、株式会社スヴェンソン、東レ・メディカル株式会社、ニチバン株式会社、
日本BD、ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー

【事前参加登録人数】約800人

【当日視聴者人数】
9月4日：334（最小人数のセッション）～336人（最大人数のセッション）
9月11日：246（同）～284人（同）
9月18日：249（同）～278人（同）
9月25日：235（同）～255人（同）
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実行委員長 ：山崎 多賀子（NPO法人キャンサーリボンズ理事、美容ジャーナリスト、がんサバイバー）
副実行委員長：有働 みどり（NPO法人キャンサーリボンズ委員、大阪警察病院看護副部長）

横山 智央（NPO法人キャンサーリボンズ委員、厚生中央病院 腫瘍内科部長、外来化学療法センター長）
実行委員 ：栗橋 登志（St.Mariannaしんゆりリボンズハウス、がんサバイバー）

里山 真紀（社会医療法人博愛会相良病院 事業本部マーケティング部）
鈴木 志保子（三重大学医学部附属病院リボンズハウス、医療ソーシャルワーカー）
畑 亜紀子（京都医療センターリボンズハウス、同緩和ケアチーム所属アロマセラピスト、公認心理師）
福地 一浩（足利赤十字病院リボンズハウス、医療ソーシャルワーカー）
与儀 淑恵（NPO乳がん患者の会ぴんく・ぱんさぁリボンズハウス、がんサバイバー）
赤川 栄二（がん療養生活情報室）
緒方 薫平（山田邦子（925）の日ドネーション実行委員会、 NPO法人キャンサーリボンズ委員）
廣瀬 瑞穂（NPO法人キャンサーリボンズ事務局長）
相澤 則子（NPO法人キャンサーリボンズ「がんの治療と暮らしフェア」事務局）
坂本 瑛（NPO法人キャンサーリボンズ事務局）

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』 実施組織

リボンズハウスネットワーク
社会医療法人恵佑会札幌病院 / 足利赤十字病院 / 昭和大学病院ブレストセンター / St.Mariannaしんゆりリボンズハウス
/ 藤田医科大学病院 / 藤田医科大学七栗記念病院 / 三重大学医学部附属病院 / 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院
/ 伊賀市立上野総合市民病院 / 独立行政法人国立病院機構京都医療センター / 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
/ 医療法人警和会大阪警察病院 / 医療法人宮崎博愛会さがら病院宮崎 / 社会医療法人博愛会相良病院アピアランスセンター
/ メディポリス国際陽子線治療センター / NPO乳がん患者の会ぴんく・ぱんさぁ、 ほか

NPO法人キャンサーリボンズ
「がんの治療と生活をつなぐ」ことを目指して2008年に発足しました。がんサバイバー、がん領域の医師、看護師をはじめとした医療者、
快適な暮らしの情報を発信する専門家、サポーター企業らがネットワークでつながり、活動しています。患者さんやご家族を支援する場、
「リボンズハウス」は全国に広がっています。https://www.ribbonz.jp/

※リボンズハウスの皆様には、本イベントのチラシ配布・告知など広報面においてご協力いただきました。

※リボンズハウスの皆様と企業の情報交換会を8月4日（水）に実施いたしました。
[情報交換会参加のリボンズハウス・企業]
リボンズハウス：足利赤十字病院 、St.Mariannaしんゆりリボンズハウス、三重大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構京都医療センター 、
医療法人警和会大阪警察病院 、社会医療法人博愛会相良病院アピアランスセンター 、NPO乳がん患者の会ぴんく・ぱんさぁ
企業：株式会社encyclo、花王株式会社、キッコーマンこころダイニング株式会社、東レ・メディカル株式会社、ニチバン株式会社、

ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー 3
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オンライン『がんの治療と暮らしフェア』 プログラム概要
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オンライン「がんの治療と暮らしフェア」配信の様子
[当日の様子（一部抜粋）]

セミナー動画、ウェブ展示「暮らしお役立ちルーム」は2021年12月末日まで
「がんの治療と暮らしフェア」特設サイト（https://gan-kurashi.jp/）よりご覧いただけます。

[特設サイト]

・講演やディスカッションの例 ・具体的スキルを紹介するセッションの例
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チラシ（49,000枚）
…全国のリボンズハウスやNPO理事・委員を通じて患者さんやご家族に配布
がん診療連携拠点病院に送付し、院内での設置を依頼 他

朝日新聞8月12日朝刊東京本社版
8月25日朝刊都内版

『がん療養生活情報室』Webサイト https://ganryoyo.jp/

NPO法人キャンサーリボンズWebサイト https://www.ribbonz.jp/

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』 告知
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大阪警察病院

時事メディカル > 医療ニュース トピックス >
サイト

相良病院サイト

医療機関のwebサイトや、多くの媒体に
記事が掲載されました。

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』 告知
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オンコロ サイト

がんサバイバー・クラブ
サイト

がんナビ サイト ピアサポートよこはま サイト

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』 告知

がんネットなら サイト 8



認定NPO法人乳房健康研究会サイト

オンデマンド配信 告知チラシ

セミナー動画、ウェブ展示「暮らしお役立ちルーム」は2021年12月末日まで
「がんの治療と暮らしフェア」特設サイト（https://gan-kurashi.jp/）よりご覧いただけます。

読売新聞9月3日朝刊都内版

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』 告知
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オンライン『がんの治療と暮らしフェア』プログラム／9月4日

13：00主催者挨拶
山崎 多賀子（がんの治療と暮らしフェア実行委員長 NPO法人キャンサーリボンズ理事）
中村 清吾（NPO法人キャンサーリボンズ理事長、昭和大学乳腺外科教授）

13：05「がんと診断されたすべての人に伝えたい、こころのこと」 共催：武田薬品工業株式会社
清水 研（がん研有明病院 腫瘍精神科部長、NPO法人キャンサーリボンズ委員）
池内 利行（武田薬品工業株式会社日本オンコロジー事業部ペイシェントアドボカシー＆コミュニケーション）
岡山 慶子（NPO法人キャンサーリボンズ副理事長、こころプロジェクトリーダー）

13：55「後悔しない治療選択のための基礎知識～薬物療法を中心に」
横山 智央（厚生中央病院腫瘍内科部長・外来化学療法センター長、NPO法人キャンサーリボンズ委員）
山崎 多賀子（がんサバイバー、NPO法人キャンサーリボンズ理事）

14：45「治療を乗り切るからだづくりのための食事と栄養」 共催：ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー
佐藤 典宏（産業医科大学病院第一外科講師・外来医長）

15:10「タンパク質がしっかりとれて、スッキリテイストドリンクのご紹介」
伊藤 舞子（ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニーマーケティング統括部メディカルケアグループ）

15：15「治療中こそ知っておきたいスキンケア」 共催：花王株式会社
有働 みどり（大阪警察病院看護副部長、NPO法人キャンサーリホンズ委員、がん化学療法看護認定看護師）

15：32「スキンケアメソッドー具体的なケアの方法ー」
久保 久子（花王株式会社）

15：50 「医療に関する情報の、適切な選択と活用のために」
望月 真弓（慶應義塾大学名誉教授、日本薬学図書館協議会会長、NPO法人キャンサーリボンズ理事）
里山 真紀（相良病院事業本部マーケティング部）
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13：00主催者挨拶
有働 みどり（がんの治療と暮らしフェア副実行委員長、NPO法人キャンサーリボンズ委員、大阪警察病院リボンズハウス）

13：05「コロナ禍の中で、がんと向き合う人に」
藤澤 大介（慶應義塾大学医学部准教授（医療安全管理部／精神・神経科／緩和ケアセンター）、NPO法人キャンサーリボンズ委員）
畑 亜紀子（京都医療センターリボンズハウス、京都医療センター緩和ケアチーム所属アロマセラピスト、公認心理師）
岡山 慶子（NPO法人キャンサーリボンズ副理事長、こころプロジェクトリーダー）

14：00「お家時間の上手な過ごし方－筋力低下防止運動とストレッチ－」
浪田 真希（大阪警察病院 理学療法士）
有働 みどり（大阪警察病院看護副部長、NPO法人キャンサーリボンズ委員、がん化学療法看護認定看護師）

14：30「怖がり過ぎない、適切な感染予防を学ぶ」
安城 千春（大阪警察病院 感染管理認定看護師）
有働 みどり（大阪警察病院看護副部長、NPO法人キャンサーリボンズ委員、がん化学療法看護認定看護師）

15：15「治療と仕事の両立－体験者から学ぶ－」
村田 理依（会社員（がん治療中））
荒木 葉子（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、「がんと働く」プロジェクトリーダー）

15：50「山田邦子さんトークショー
つながろう。一緒に歌おう。あなたが大切だから。」 プログラムの休憩時間中に、山田さん作詞作曲によるキャンサーリボンズの

シンボルソング『あなたが大切だから』を流しました。

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』プログラム／9月11日
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13：00主催者挨拶
横山 智央（がんの治療と暮らしフェア副実行委員長、NPO法人キャンサーリボンズ委員）

13：05「いつでもあなたの傍らにいるということ～響き合うこころ」
森 さち子（慶應義塾大学 総合政策学部教授（臨床心理学／精神分析学））
与儀 淑恵（NPO乳がん患者の会ぴんく・ぱんさぁリボンズハウス、がんサバイバー、ピンクリボンアドバイザー）
岡山 慶子（NPO法人キャンサーリボンズ副理事長、こころプロジェクトリーダー）

13：55「自分らしい治療と生活の両立をめざして～乳がんを例に」 共催：日本BD
川野 純子（相良病院乳腺・甲状腺外科医長、臨床研究センター副センター長）

14：45「適切なケアで『リンパ浮腫』を乗り切ろう」 共催：株式会社encyclo
宇津木 久仁子（がん研有明病院健診センター検診部部長、リンパケア室長）
水田 悠子（株式会社encyclo代表取締役、がんサバイバー）

15:15「簡単！治療中の自分らしさを支えるメイク術（女性・男性対象）」 共催：株式会社スヴェンソン
山崎 多賀子（美容ジャーナリスト、がんサバイバー、NPO法人キャンサーリボンズ理事）

15：50「手抜きでも美味しい！超簡単クッキング実演」 共催：キッコーマンこころダイニング株式会社
村岡 奈弥（料理研究家、 NPO法人キャンサーリボンズ委員）
山﨑 多賀子（がんサバイバー、 NPOキャンサーリボンズ理事）

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』プログラム／9月18日
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13：00主催者挨拶
岡山 慶子（NPO法人キャンサーリボンズ副理事長、こころプロジェクトリーダー）

13：05「患者さんのご家族に伝えたい、ご自身のこころをケアすること」
大西 秀樹（埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科教授、 NPO法人キャンサーリボンズ委員）
山本 真士（家族体験者、 NPO法人キャンサーリボンズ委員）
岡山 慶子（NPO法人キャンサーリボンズ副理事長、こころプロジェクトリーダー）

13：55「自分らしい暮らし・生き方を継続するための在宅医療」
蘆野 吉和（（一社）日本在宅医療連合学会前代表理事・会長、NPO法人日本ホスピス・在宅ケア研究会理事長、

（一社）日本在宅ケアアライアンス理事、山形県庄内保健所所長、 NPOキャンサーリボンズ委員）
栗橋 登志（ St.Mariannaしんゆりリボンズハウス、がんサバイバー、ピンクリボンアドバイザー）
畑 亜紀子（京都医療センターリボンズハウス、京都医療センター緩和ケアチーム所属アロマセラピスト、公認心理師）
山﨑 多賀子（がんサバイバー、 NPOキャンサーリボンズ理事）

14：45 「治療と暮らしを支える制度と病院の相談窓口」
鈴木 志保子（三重大学医学部附属病院リボンズハウス、医療ソーシャルワーカー）
福地 一浩（足利赤十字病院リボンズハウス、医療ソーシャルワーカー）

15：15「治療中こそ知っておきたい口腔ケア」
上野 尚雄（国立がん研究センター中央病院歯科医長、 NPO法人キャンサーリボンズ委員）
下園 香菜（相良病院歯科口腔外科、歯科衛生士）

15：50 「納得の治療と人生を～医療者と共に話し合う“ACP”を知っていますか？」
江口 惠子（相良病院顧問（前・緩和ケア支援センター長）、看護師）
山﨑 多賀子（がんサバイバー、 NPOキャンサーリボンズ理事）

16:15閉会挨拶
山崎 多賀子（がんの治療と暮らしフェア実行委員長、NPO法人キャンサーリボンズ理事）

オンライン『がんの治療と暮らしフェア』プログラム／9月25日
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・当日プログラムの休憩時間中に、
各企業の製品やツールについて
ご紹介スライドを配信いたしました。

・こちらの内容については、
フェアの特設サイト内からご覧いただけます。
（公開期間は2021年12月末日まで）
https://gan-kurashi.jp/exhibition/

『A compass for life with cancer
－自分らしい治療と生活のために－』

（ネスレ日本株式会社ネスレヘルスサイエンスカンパニー）

こころ・支え合い暮らしお役立ちルーム 治療と暮らしにかかわる情報

おいしく健康に食べる・栄養を補う

シート『がん医療情報の
「選び方・利用の手引き」』

書籍『がんの治療と暮らしの
サポート実践ガイド』

冊子『下着・肌着選びのポイント』リンパ浮腫×ライフスタイルマガジン
encyclo Style（株式会社encyclo）

アイソカルクリア インパクト 『乳がんのためのレシピ』

キッコーマンこころダイニング株式会社）

糀入りもちもち玄米 サクサクしょうゆアーモンド 甘糀入りにんじんとあしたば
発酵のちから
しょうゆもろみ

発酵のちから
白ごまもろみ
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暮らしのきれい・消臭（花王株式会社）

リーフレット『がんとつきあう』 シート
『自分の状況を確認しましょう』

「がんと働く」リワークノート

シート『仕事と体調のチェックシート』

アトファイン（ニチバン株式会社）

キュキュット Clear(クリア)泡スプレー

消臭ストロングシリーズ

クイックルJoan

プフレ頭皮ケアシリーズ

大切な血管を守る、ＣＶポート

医療用ウィッグ

医療用弾性ストッキング MAEÉ
（株式会社encyclo）

クリアクリーン
デンタルリンス
ソフトミント

薬用ピュオーラ
泡で出てくるハミガキ

ネイルケアシリーズ

クイックルホームリセット泡クリーナー

HugFit®
（東レ・メディカル株式会社）

排泄ケア（花王株式会社）

リリーフ パンツタイプ
超うす型まるで下着

キュレル

暮らしお役立ちルーム

（株式会社スヴェンソン）

（花王株式会社）

からだ・症状をケアする

外見をケアする・からだをサポートする

毎日の暮らしを快適にする

がん治療と仕事の両立
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暮らしお役立ちルーム～当日プログラムの休憩時間中に、各企業の製品やツールについてご紹介スライドを配信いたしました。

※当日配信スライドより一部抜粋
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足利赤十字病院

リボンズハウスでの展示

※8月4日（水）に行いました、リボンズハウスと企業の情報交換会で各社製品の特長などをご理解いただいた上で展示いただきました。

St.Mariannaしんゆりリボンズハウス

病院内の化学療法相談室にて
製品のご説明・試供品のお渡しを行いました。

三重大学医学部付属病院

京都医療センター
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NPO乳がんの会・ぴんくぱんさぁ

リボンズハウスでの展示

大阪警察病院
コロナ感染対策で、多くの人が触るグッズの展示が難しいため、
認定看護師を通じて必要な患者さんに紹介いたしました。

相良病院アピアランスセンター
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