
 

 
がん患者・家族・医療者・市民のための最新がん医療フォーラム in秋葉原 

2014.8.9 「AKIBA Cancer Forum 2014」 

～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

 

- 患者会ブース展示のご案内 - 

 

 

 

 

“AKIBA”をがん医療情報発信基地に !! 

がんを「知る」「学ぶ」「集う」をテーマに 

年に 1回開催するがん患者・ご家族・市民のための 

最新がん医療フォーラム 

 

 

  



＜1. 各種協賛趣意書＞ 

2014年 6月吉日 

 

AKIBA Cancer Forum 2014 ～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

趣意書 

 

  謹 啓 

深緑の候、御社におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 

来る 8月 9日（土）、別紙の通り AKIBA Cancer Forum 2014 ～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

を開催する予定です。NPO 法人キャンサーネットジャパン、朝日新聞の医療サイト・アピタル、株式会社新産業

文化創出研究所による実行委員会が運営を担います。本フォーラムは、各種がんの最新情報のアップデート、近

年のがん医療の課題、がん教育等について、正しい知識と情報を、広くがん患者さん・ご家族、市民に普及・啓発す

るために企画致しました。  

 

近年、がん患者、家族、国民のがん医療への積極的な参画から、「がん対策基本法」も施行され、がん患者・

家族、一般市民のがん医療への関心・興味が高まっています。同時に、医療提供者、医療関連 NPO 等には、

正しい情報提供を通じ「がん医療」に貢献する事が期待されています。  

  

このような背景より、本フォーラムでは別紙の通り各領域を代表する講師の基調講演や Q&A セッションを設け

る他、がんをテーマにした映画の上映、がんとエクササイズ（ヨガなど）、子供たちへのがん・健康医療プログラム、

各種がん関連ブース展示、エンターテイメントなど、がん医療の全てを学べるフォーラムとなるよう計画しておりま

す。 

 

つきましては、患者会、支援団体の活動内容の展示スペースを設け、これを機に、多くの患者さんやご家族、

また医療従事者の方々が、貴会・貴団体の活動を知る機会になれば幸甚でございます。ご参加の場合は、別紙

申込書にてご連絡いただけますようお願い申し上げます。   

   

 末筆ではございますが、貴会の益々のご活躍とご発展を祈念申し上げます。                謹 白 

 

 

AKIBA Cancer Forum 2014 

 ～同時開催～こども大学医学部サマースクール実行委員会 

NPO法人キャンサーネットジャパン 

朝日新聞の医療サイト・アピタル 

株式会社新産業文化創出研究所 

*************************************************** 

NPO法人キャンサーネットジャパン 

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-10-2御茶ノ水 K＆Kビル 2階 

電話 : 03-5840-6072 ファックス : 03-5840-6073 

E-mail info@cancernet.jp 

*************************************************** 



 

 

＜2. 開催概要＞ 

■開催目的 

   近年のがん医療の進歩は著しく、また臨床研究、各疾患における診療ガイドラインの整備等も進み、また新

しい医療技術、医薬品の登場により、がん医療の個別化も進んでおり、患者がより良いがん医療を受ける環

境になってきています。 

   しかしながら、未だ診療ガイドラインの普及や、がん医療の均てん化は十分でなく、更には、がん患者さん、

家族は、がんの治療を行わない放置治療や、科学的根拠が不十分なサプリメント、代替療法など、いわゆる

ジャンク情報にもさらされています。 

そのような観点より、日々進歩する各種疾患の最新がん医療情報、現在問題となっているがん医療のテー

マを取り上げ、患者ががんを「知り」、がんを「学び」、がん患者さん、家族、医療者が「集い」、勇気、希望が持

てるフォーラムとすることを目的にしています。 

ひいては、がん対策基本計画にもある「がん患者を含む国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負け

ることのない社会」の実現に、少しでも資することを目的とします。 

 

■フォーラム名称：AKIBA Cancer Forum 2014～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

 

■開催日時：2014年 8月 9日（土）午前 10時 00分～午後 6時 00分（午後 7時から寄付による懇親会） 

 

■会場：秋葉原 UDX4階全フロアー（UDX Gallery 3rms・UDX NEXT 3rms・UDX Theater・Open College他） 

東京都千代田区外神田四丁目 14-1 http://udx.jp/ 

 

■アクセス：http://udx.jp/access/ 

 

■会場全体平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■入場料：ご寄付（無料でも入場できます） 

 

■主催：AKIBA Cancer Forum 2014実行委員会 

NPO 法人キャンサーネットジャパン 

朝日新聞の医療サイト・アピタル 

株式会社新産業文化創出研究所 

 

■実行委員会事務局：NPO法人キャンサーネットジャパン 

 

■後援：NPO法人日本臨床腫瘍学会、NPO法人日本肺癌学会、第 55回肺癌学会学術集会、肺がん医療向

上委員会、公益財団法人日本婦人科腫瘍学会、NPO法人婦人科悪性腫瘍研究機構、一般社団法人日本

胃癌学会、NPO法人日本骨軟部肉腫治療研究会、一般社団法人日本血液学会、日本皮膚悪性腫瘍学

会、大腸癌研究会、NPO法人日本小児血液・がん学会、公益社団法人日本放射線腫瘍学会、一般社団法

人日本がん看護学会、公益財団法人日本対がん協会、NPO法人日本医療政策機構、公益財団法人前立

腺研究財団、公益社団法人日本医師会、公益社団法人東京都医師会 

（依頼中）：厚生労働省、東京都、千代田区、科学技術振興機構、日本癌学会、日本乳癌学会、日本婦人科

腫瘍学会、日本頭頸部癌学会、日本脳腫瘍学会、日本肝癌研究会、日本臨床試験研究会、日本緩和医療

学会、がん対策情報センターなど 

 

■申し込み・受付 

① CNJホームページからの申し込み：http://cancernet.jp/acf/ 

② メールでの申し込み：0809acf@cancernet.jp 

③ ファックス（ファックス受信が可能な方のみ）か往復はがきでの申し込み（パソコンをお持ちでない方） 

②・③でお申し込みの場合、「8月 9日フォーラム申し込み」と明記の上、下記必要事項を記入してお申込み

下さい。1. 氏名（フリガナ）2. 立場（患者・家族・医師・行政関係・医療者・製薬/医療機器関係・メディアなど）

3. 連絡先（①メール ②FAX ③電話 ） 

  



＜3. 開催内容（案）＞ 

■UDX Theater・Open College・Room C（調整中コンテンツあり） 

部屋名 D : Theater H : OpenCollege I : ROOM C 

キャパシティー 160 名 30 名 18 名 

コンセプト 
最近話題のがん医療 

トピックス&エンタメ 
疾患の最新情報 

プラチナメーク 

＆フォトプログラム 

1 9:45〜10:00 D-1 : オリエンテーション H-1 : オリエンテーション I-1 : オリエンテーション 

2 10:00〜10:50 D-2.3 : 希望のちから 

上映会 

講師：勝俣 範之 

司会：柳澤 昭浩 

H-2 : 脳腫瘍 

講師：成田 善孝 

司会：古賀 真美 

今日のキレイを明日の希

望に！ プラチナメーク＆

フォトプログラム 

 

がん患者さんを対象にプ

ロのヘアーメークとカメラ

マンによるヘアーセット＆

メークアップ＆写真撮影を

提供します。男女問いま

せん。wigの試着も可能で

す。（事前予約が必要で

す。希望者多数の場合は

抽選とさせて頂きます） 

 

3 11:00〜11:50 

H-3 : 頭頸部がん 

講師：藤井 正人 

司会：古賀 真美 

4 12:00〜12:50 

D-4 : がんと遺伝 

講師：山内 英子 

司会：平子 義紀 

H-4 : がんと漢方 

講師：上園 保仁 

司会：増田 美加 

5 13:00〜13:50 

D-5 : がん検診 

ホントのこと 

 講師：中山 富雄 

司会：平子 義紀 

H-5 : 代替療法 

講師：大野 智 

司会：梅田 里衣 

6 14:00〜14:50 

D-6 : がんと放射線 

講師：早川 和重  

司会：川上 祥子 

H-6 : 血液がん 

講師：奥田 慎也 

司会：古賀 真美 

7 15:00〜15:50 

D-7 : いのちの落語 

笑いは最高の抗がん剤 

演者：樋口 強 

司会：平子 義紀 

H-7 : がん情報と 

インターネット 

講師：後藤 悌 

司会：梅田 里衣 

8 16:00〜16:50 

D-8 : がん治療の真実 

講師：勝俣 範之 

司会：平子 義紀 

H-8 : がんと数字（統計） 

講師：山本 精一郎 

司会：梅田 里衣 

9 17:00〜18:00 

D-9 : がんと教育 

講師：勝俣 範之 

司会：平子 義紀 

H-9 : がんとお金 

講師：黒田 尚子 

司会：賢見 卓也 

10 18:00〜19:00 

D-10 : 子宮頸がんの 

ワクチン 

講師：落合 和徳 

司会：平子 義紀 

H-10 : BEC/CIN 

認定者活動報告会 
 

  



■UDX NEXT（調整中コンテンツあり） 

部屋名 E : NEXT 1 F : NEXT 2 G : NEXT 3 

キャパシティー 180 名 120 名 80 名 

コンセプト 疾患の最新情報 疾患の最新情報 疾患の最新情報 

1 9:45〜10:00 E-1 : オリエンテーション F-1 : オリエンテーション G-1 : オリエンテーション 

2 10:00〜10:50 

E-2 : 前立腺がん 

外科治療 

講師：堀江 重郎 

司会：川上 祥子 

F-2 : 肝臓がん外科治療 

講師：國土 典宏 

司会：渡辺 千鶴 

G-2 : 膀胱がん 

講師：菊地 栄次 

司会：小島 あゆみ 

3 11:00〜11:50 

E-3 : 前立腺がん 

薬物療法 

講師：赤倉 功一郎 

司会：川上 祥子 

F-3 : 肝臓がん薬物療法 

講師：古瀬 純司 

司会：渡辺 千鶴 

G-3 : 腎がん 

講師：近藤 恒徳 

司会：小島 あゆみ 

4 12:00〜12:50 

E-4 : 肺がん外科治療 

講師：坪井 正博 

司会：福島 安紀 

F-4 : 大腸がん外科治療 

講師：佐藤 武郎 

司会：渡辺 千鶴 

G-4 : 精巣腫瘍 

講師：中村 晃和 

司会：改發 厚 

5 13:00〜13:50 

E-5 : 肺がん薬物療法 

講師：後藤 悌 

司会：福島 安紀 

F-5 : 大腸がん薬物療法 

講師：山口 研成 

司会：渡辺 千鶴 

G-5 : がんと妊孕性 

講 師：菊地 盤 

司会：古賀 真美 

6 14:00〜14:50 

E-6 : 乳がん外科治療 

講師：山内 英子 

司会：真水 美佳 

F-6 : 胃がん外科治療 

講師：円谷 彰  

司会：小西 敏郎 

G-6 : 卵巣がん 

講師：上坊 敏子 

司会：梅田 里衣 

7 15:00〜15:50 

E-7 : 乳がん薬物療法 

講師：佐々木 康綱 

司会：福島 安紀 

F-7 : 胃がん薬物療法 

講師：山口 研成  

司会：小西 敏郎 

G-7 : 子宮体・頸がん 

講師：上坊 敏子 

司会：小島 あゆみ 

8 16:00〜16:50 

E-8 : 乳房再建 

講師：三鍋 俊春 

司会：溝口 綾子 

F-8 : 食道がん 

講師：小島 隆嗣  

司会：渡辺 千鶴 

G-8 : 甲状腺がん 

講師：杉谷 巌 

司会：古賀 真美 

9 17:00〜17:50 

E-9 : 骨転移 

講師：篠田 裕介 

司会：川上 祥子 

F-9 : すい臓がん 

講師：奥坂 拓志 

司会：渡辺 千鶴 

G-9 : 皮膚がん 

講師：山崎 直也 

司会：古賀 真美 

10 18:00〜18:50 

E-10 : 緩和ケア 

講師：金石 圭祐 

司会：賢見 卓也 

F-10 : 胆道がん 

講師：奥坂 拓志 

司会：渡辺 千鶴 

G-10 : 肉腫 

講師：川井 章 

司会：梅田 里衣 

 

  



 

■UDX Gallery（調整中コンテンツあり） 

部屋名 A : Gallary 1 B : Gallary 2 C : Gallary 3 

キャパシティー 

展示ブースエリア 

プログラム毎に検討 10～20 名 

コンセプト こども大学医学部 エクササイズ 

1 9:45〜10:00    

2 10:00〜10:50 

展示ブースエリア 

出展社を募集しています 

主として子供（小学校低学

年・小学校高学年・中学生な

ど）を対象としたプログラム協

力を募集しています。詳細

は、4. 協賛・出展・プログラム

協力メニュー内のプログラム

協力をご参照ください。 

がんサバイバーのための 

ヨガ① 

 3 11:00〜11:50 

4 12:00〜12:50  

5 13:00〜13:50 

がんサバイバーのための 

ヨガ② 

6 14:00〜14:50 

7 15:00〜15:50 

がんサバイバーのための 

ヨガ③ 

8 16:00〜16:50 

9 17:00〜18:00 ヨガ指導者用レクチャー 

10 18:00〜19:00 設営・準備  

11 19:00〜 懇親会（有料 3,000 円以上の寄付）  

 

  



 

 

がん患者会・がん患者支援団体展示ブースについて 

～お願い～ 

 

 

●出展資格は、がん患者支援を目的とした活動をしている患者会や患者支援団体です。 

 

●代表者より、申込書へ必要事項を記入の上、お申し込みください。 

 

●展示の内容は活動紹介、フライヤー・冊子・啓発ツール等の展示・配布とし、販売の場合は売上の 10％

を手数料として事務局に納付下さい。なお、展示ブースでの寄付活動はご遠慮ください。 

 

●展示面積は、90 センチ×45 センチ（3 人掛け机半分）を予定しています。面積内に収まるように、展

示物をご用意ください。 

 

●展示ブースの位置は、参加申込受付後、実行委員会にて決定し、お知らせさせていただきます。 

 

●搬入及びセッティングは当日の 9：30～10：00 までに、搬出は 18:00 までにお願いいたします。 

 

●展示物、貴重品などの管理は各会にてお願いいたします。展示物の破損や汚損・盗難・紛失など生じ

た場合、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

●ブース数は限りがありますので定数になりましたら、締め切らせていただきます。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「AKIBA Cancer Forum 2014」 

～同時開催～こども大学医学部サマースクール 

展示ブース申込書 

団体名 
  

代表者氏名 
  

所在地 
〒 

 

展示内容 

  

参加人数   

参加者氏名   

搬入方法 
 車・徒歩・電車／バス・その他

（                 ） 

搬出方法 
 車・徒歩・電車／バス・その他

（                 ） 

展示責任者氏名 
  

連絡先アドレス 
Email: 

連絡先電話番号 
携帯番号: 

※下記、ご確認の上、該当するチェック項目に、☑をご記入ください。 

◇ 特定の医療機関、医師を支持、あるいは助成を受けてはいません。       □ はい     □ いいえ 

◇ 承認、未承認にかかわらず、特定の治療法を支持、推進する団体ではありません。      □ はい    □ いいえ 

◇ 特定の健康食品、健康器具等を推奨、販売する団体ではありません。           □ はい    □ いいえ 

◇ 特定の政治団体、宗教等を支持、あるいは助成を受ける団体ではありません。       □ はい    □ いいえ 

以上、記載した内容に相違ございません。また、不足の事故等で生じた一切の責任は申請者にあり、迷惑をかけないことを誓約いたし

ます。 

■必要事項を記入のうえ、ファックスまたはメールにてお申し込みください。 

FAX：03-5840-6703 Email：info@cancernet.jp 

7 月 22 日(火)までにご返送お願いいたします。 

 

■お問い合わせ窓口：AKIBA Cancer Forum 2014 実行委員会 運営事務局 

NPO法人キャンサーネットジャパン 

〒113-0034 東京都文京区湯島 1-10-2御茶ノ水 K＆Kビル 2階 

電話 : 03-5840-6072  ファックス : 03-5840-6073  E-mail： info@cancernet.jp 


