
Live Stream　- https://www.jcf-live.com/

【主催・運営】認定 NPO 法人キャンサーネットジャパン　
【後援】厚生労働省、 東京都
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オンラインフォーラム参加に関する注意事項

システム要件：YouTube の動画を視聴するには、最新バージョ
ンのブラウザ、オペレーティング システムを使用し、インターネ
ット接続が良好であることをご確認ください。

ライブイベントなど YouTube の一部のプレミアム コンテンツ
では、最適なストリーミング速度で配信されるために高速接続
と高い処理能力が必要となります。
この場合のシステム要件は次のとおりです。
最新バージョンの Google Chrome、Firefox、MS Edge、
Safari
オペレーティング システム: Windows 7 以降、Mac OS X 
10.7 以降、Ubuntu 10 以降
50 Mbps 以上のインターネット接続
コンテンツのストリーミング中は、他のタブ、ブラウザ、プログ
ラムを終了することをおすすめします。
また、つながりにくい場合などは、ワイヤレス ネットワーク接続
ではなく有線のインターネット接続をおすすめします。

第1会場とステージの一部プログラム＊は、YouTubeでの生放
送視聴とZoomビデオコミュニケーションズが提供する、オンラ
イン上で行うセミナー機能「Zoomウェビナー」を使用いたしま
す。質問がある方などは、「Zoomウェビナー」の入り口から入場
をお願いいたします。
第一会場は、最大500人までになります。ステージは、最大100
人までになります。

入場できなかった場合は、恐れ入りますがYouTube生放送で
の視聴をお願いいたします。
なおウェビナーで入場しても名前や顔が公開されることはござ
いません。

事前にZoomアプリのインストールをしていただくことをおすす
めいたします。(アカウントの作成は不要です)
Zoomアプリのインストールはhttps://zoom.us/downloadか
ら環境にあったアプリケーションをダウンロードしてください。

YouTubeライブ視聴に関して 第1会場視聴に関して

YouTubeの「Cancer Channel」をチャン
ネル登録をしておくとJCFのアーカイブ公
開やキャンサーネットジャパン のがん医
療情報の新しい動画が公開された時に見つ
けやすくなります。

ステージ＊
ステージはこのプログラム以外は、ウェビナーには入れません。
10月24日（土）15:45−17:00「Over Cancer Together がんサ
バイバーの声を聞こう！」
※入場は、15:00~

10月25日（日）14:00-15:30　ダカラコソクリエイト Presents
“在宅忍者ニャ助とパ次郎“から見る、コロナ禍の上手な泳ぎ方
※入場は、13:45~

ページ内にある
ウェビナー会場への入口ボタン

からお入り下さい。
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講演中の
カメラ、携帯電話等による

写真・動画撮影は
行わないでください。

登壇者へ面会や相談を
希望されても

応じることは出来ません。
(交流会でのプログラムを除く )

資料は原則配布しません。

ご利用のブラウザ上に以前のサイト情報が残っていると、まれ
に表示崩れ等が発生する場合がございます。お手数をお掛けし
ますが、表示の乱れなどの不具合が発生した場合は、キャッシ
ュ情報を削除いただきますようお願い申し上げます。

サイト表示に関して

※セミナー参加には通信料がかかります。Wi-Fi 圏外で視聴される方はご注意ください。
※通信環境が良くない場合、画像や音声の質が落ち、視聴しにくい場合があります。

PC

携帯

視聴サイトについて

各日限定の公開になります。

開催日のプログラムの時間のみ生放送
をします。

当日の講演は収録しており、後日アーカイ
ブを公開します。
事前登録に登録すると優先で公開をメール
にて連絡いたします。

当日視聴サイト→ https://www.jcf-live.com

当日視聴サイトは、期間限定になります
のでご注意ください。

公式サイト（通年）は、
https://www.japancancerforum.jp/
で詳細のお知らせやアーカイブなど
ご確認できます。

×
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2020 年 10 月 24 日（土）【1 日目】
会場 第1会場 第2会場 第3会場 ステージ ラベンダーリング

9:50 開場（会場により配信スタート時間は前後する可能性もあります）

10:00-10:15 オープニング
あきらめない

前立腺がん治療10:15-10:30

がんと感染症

ー団体紹介ー
神奈川骨髄移植を考える会
一般社団法人ピアリング

NPO法人がんと暮らしを考える会
がんサポ喫茶止まり木

一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン
中皮腫サポートキャラバン隊
公益財団法人日本対がん協会

10:30-10:45

10:45-11:00 休憩

11:00-11:15
休憩 【希少がんセンター共催】

胸腺腫・胸腺がん
の外科治療

正しい医療情報の
見極め方

休憩

11:15-11:30 ー団体紹介ー
一般社団法人食道がんサバイ

バーズシェアリングス
ダカラコソクリエイト

一般社団法人キャンサーペアレンツ
株式会社メディコン

男性乳がんの会 メンズBC
BEC乳がん体験者コーディネーター養成講座

精巣腫瘍患者友の会J-TAG

11:30-11:45

乳がん

11:45-12:00 休憩 休憩

12:00-12:15
緩和ケアと

サイコオンコロジー

育もう！広めよう！患者力！！

〜慢性疾患を持つ
がん患者のがんへ
の向き合い方〜

12:00-18:00

オンラインMAKEUP
＆PHOTOS WITH 

SMILES
24日・25日開催

事前予約制
当日の予約不可

12:15-12:30
休憩

12:30-12:45

12:45-13:00
休憩

休憩 休憩 不安軽減のための、
がんとお金13:00-13:15

【中皮腫サポートキャラバン隊共催】

中皮腫
がんロコモ13:15-13:30

【E-BeC共催】

乳房再建
休憩

13:30-13:45

13:45-14:00

休憩

休憩 ー団体紹介ー
公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン
みんなでつなげる乳がん患者会 ＡＳＨＡＲＥ
国立がん研究センター希少がんセンター

NPO法人ジャパンハート
一般社団法人Team CML @Japan
AYA GENERATION+group

14:00-14:15
休憩

大腸がん14:15-14:30

14:30-14:45
新型コロナの

がん医療への影響
リンパ腫

パネルディスカッション

休憩

14:45-15:00 休憩 ー団体紹介ー
一般社団法人アピアランス・サポート東京

がんフォト＊がんストーリー
NPO法人腺友倶楽部

頭頸部がん患者と家族の会 
Nicotto(ニコット)
テルモ株式会社

日本イーライリリー株式会社

15:00-15:15

がんと栄養15:15-15:30
休憩

休憩

15:30-15:45 【公益財団法人
大阪国際がん治療財団 

大阪重粒子線センター共催】

重粒子線治療

休憩

15:45-16:00

男性乳がん

休憩

Over Cancer 
Together 

がんサバイバーの
声を聞こう！

16:00-16:15 【ネスレ日本㈱共催】

がん治療時の食事
と栄養

アンケート調査報告
と講演

16:15-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00

17:00-18:00

ライブ配信日程表

当日プログラム詳細→ https://www.japancancerforum.jp/programs

※配信時間は前後する可能性もございます。予めご了承ください。 
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2020 年 10 月 25 日（日）【2 日目】
会場 第1会場 第2会場 第3会場 ステージ ラベンダーリング

9:50 開場（会場により配信スタート時間は前後する可能性もあります）

10:00-10:15
食道がん 

公開
セカンドオピニオン

【NPO法人婦人科悪性腫瘍
研究機構共催】

子宮頸がん

【日本小児血液・がん学会 / 
日本小児がん研究グループ

共催】

小児がん

ー団体紹介ー
胃がん患者会 認定NPO法人 

希望の会
若年性乳がんサポートコミュニティ 

Pink Ring
特定非営利活動法人

肺がん患者の会ワンステップ
NPO法人患者スピーカーバンク
サバイバーナースの会「ぴあナース」
NPO法人キープ・ママ・スマイリング

キーノートセッション
「負けるもんか」

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00 休憩 休憩

11:00-11:15
がん臨床試験の

最近の動向

【NPO法人婦人科悪性腫瘍
研究機構共催】

子宮体がん

休憩
休憩11:15-11:30

11:30-11:45
がんサバイバーの
ためのマインドフ

ルネスヨガ
11:45-12:00 休憩 休憩 休憩 11:45-12:45

猫舌堂×
LAVENDERRING 

＃カレーは裏切らにゃい
あなたの“カレー”が
つなぐ食べる喜び

12:00-12:15
肺がん 【NPO法人婦人科悪性腫瘍

研究機構共催】

卵巣がん
肝臓がん12:15-12:30 休憩

12:30-12:45

【NPO法人肺がん患者の会
ワンステップ共催】

肺がん 
「なんで？

どゆこと？疑問に
トコトン答えます！

Q&A大会」

ー団体紹介ー
一般社団法人旭くん光のプロ

ジェクト
肉腫（サルコーマ）の会 たん

ぽぽ
がん哲学外来カフェ柿田川

東京大学医学部附属病院がん
相談支援センター

メラノーマ患者会　Over The 
Rainbow

テルモ株式会社

12:45-13:00 休憩 休憩 休憩

13:00-13:15

がん患者の性に
ついて考える 胆道がん 13:00-14:10

スペシャルセッション
「明日の私を作ろう」

13:15-13:30

13:30-13:45
13:20-13:35
テルモ株式会社

「栄養食品を活用した
レシピのご紹介」

13:45-14:00

休憩

休憩 休憩

14:00-14:15
休憩

腎がん ダカラコソクリエイト 
Presents

“在宅忍者ニャ助と
パ次郎”から見る、

コロナ禍の
上手な泳ぎ方

休憩
14:15-14:30

14:30-14:45
【日本がん免疫学会共催】

がん免疫療法の
仕組みと実際

14:25-15:25
YouTuber+instagramer 

「がんサバイバーの
情報発信」

14:45-15:00
【希少がんセンター共催】

希少がん・
神経内分泌腫瘍

休憩

15:00-15:15

膀胱がん15:15-15:30
休憩

15:30-15:45 休憩
休憩

休憩

15:45-16:00

グリーフケア
【認定NPO法人 希望の会共催】

しっかり知りたい
胃がん治療のこと

休憩 15:40-16:10
LAVENDER RINGの

撮影について16:00-16:15

頭頸部がん
がんナビゲーター

(CIN/ CCN)
活動報告

16:15-16:30 16:15-16:45
LAVENDER RINGの

CMを作ろう16:30-16:45
休憩

16:45-17:00 休憩

17:00-18:00 クロージング：
ゲノム医療の未来

クロージング
セッション

Time Schedule
※配信時間は前後する可能性もございます。予めご了承ください。 
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10 月 24 日（土） 時間 10 月 25 日（日）
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

10:00
-

11:00

公益財団法人日本対がん協会
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

11:00
-

12:00

[終日]中皮腫サポートキャラバン隊
一般社団法人アピアランス・サポート東京

[11:00-15:00]東京大学医学部附属病院 がん相談支援センター
一般社団法人ピアリング

神奈川骨髄移植を考える会
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

12:00
-

13:00

[11:00-15:00]東京大学医学部附属病院 がん相談支援センター
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

頭頸部がん患者と家族の会 Nicotto(ニコット)
[13:30-14:30]みんなでつなげる乳がん患者会 ＡＳＨＡＲＥ

NPO法人腺友倶楽部
[13:00-15:45]東京大学医学部附属病院 がん相談支援センター

[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

13:00
-

14:00

NPO法人患者スピーカーバンク
サバイバーナースの会「ぴあナース」

がんフォト＊がんストーリー
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

[11:00-15:00]東京大学医学部附属病院 がん相談支援センター

★★がんサポ喫茶止まり木
一般社団法人キャンサーペアレンツ

★★一般社団法人食道がんサバイバーズシェアリングス
精巣腫瘍患者友の会 J-TAG

[13:00-15:45]東京大学医学部附属病院 がん相談支援センター
[13:30-14:30]みんなでつなげる乳がん患者会　ＡＳＨＡＲＥ

[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

14:00
-

15:00

一般社団法人 Team CML @Japan
一般社団法人 旭くん光のプロジェクト

[11:00-15:00]東京大学医学部附属病院 がん相談支援センター
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

NPO法人ジャパンハート
公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

★[15:45-17:15]一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン
[15:30-16:30]AYA GENERATION+group

NPO法人がんと暮らしを考える会
胃がん患者会 認定NPO法人 希望の会

★★[15:30-16:00]国立がん研究センター希少がんセンター
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

NPO法人脳腫瘍ネットワーク

15:00
-

16:00

★NPO法人肺がん患者の会ワンステップ
★肉腫（サルコーマ）の会 たんぽぽ

がん哲学外来カフェ柿田川
メラノーマ患者会　Over The Rainbow
★NPO法人キープ・ママ・スマイリング

[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

★[15:45-17:15]一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン
[15:30-16:30]AYA GENERATION+group

[16:45-17:00]テルモ株式会社
[終日]中皮腫サポートキャラバン隊

16:00
-

17:15

[終日]中皮腫サポートキャラバン隊
[16:45-17:00]テルモ株式会社

患者支援団体交流会開催日程表

・交流会にご参加される際のお顔出しの有無やお名前（ニックネームの不可）などについては各団体 のルールに従って下さい。
　団体名前のマークを確認してしてください。
　★★顔出・本名で参加このマークは、顔出し（ビデオオン）と名前は本名で参加ください。
　★顔出で参加このマークは、顔出し（ビデオオン）で参加ください。
　何もマークがないものは自由ですので、顔出しなし（ビデオオフ）や名前も仮名での参加で大丈夫です。

・交流会を録画されている団体もございます。あらかじめご了承下さいませ。

・交流会におけるご参加者と、団体間のトラブル等には、キャンサーネットジャパンは一切関知いたしません。

・各団体の交流会内の質問などお問合せは、各団体になります。https://www.japancancerforum.jp/booth

ご注意いただきたいこと
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Booth
WEB ブース

参加団体紹介について

バイエル薬品株式会社 〜WEB ブース展示〜

「自分らしく暮らすために知ってほしい 前立腺がん」サイトについて紹介します。
前立腺がんと正しく向き合い 治療や転移についての理解を深めて前向きな生活を送っていた
だくための情報を提供していますので是非ご来場ください。

日本イーライリリー株式会社 〜WEB ブース展示〜

リリー・オンコロジー・オン・キャンバスのサイトをご紹介します。
がんと告知された時の不安、がんと共に生きる決意、そしてがんの経験を通して変化したご自
身の生き方など、言葉だけでは伝えきれない想いを絵画・写真・絵手紙で表現していただき、
多くの方々と分かち合っていただく「場」です。
第 11 回のコンテストの応募も開始しております。是非ともご参加ください。

株式会社メディコン 〜WEB ブース展示〜

がんの治療に役立つ BARD 製品
患者さんの点滴によるストレスを緩和する CV ポート（皮下埋め込み型ポート）のご紹介しま
す。また、体験談のご紹介として動画も視聴できますので是非ご来場ください。

テルモ株式会社 〜WEB ブース展示〜

食べられない時にこそ しっかりと栄養を摂ってほしい〜濃厚流動食のご紹介です。
濃厚流動食とは高齢者や食の細いかた方などが、 必要な栄養をバランスよく補給するための栄
養補助食品です。病院や在宅、さまざまな場面で活用されています。交流会でご相談も出来ま
すのでお気軽にご参加下さい。

※サイト一部抜粋イメージ

https://www.japancancerforum.jp/booth

ジャパンキャンサーフォーラム2020の参加団体の活動内容につ
いては、通年サイト（https://www.japancancerforum.jp/）
「2020年ー展示ブース」にてご紹介しております。
団体紹介の資料を確認して是非、交流会にもご参加ください。
また、開催日当日の視聴サイトではステージにて団体紹介も生
放送します。
気になる団体がありましたら合わせてご視聴ください。

WEB ブース展示・交流会は、24 日・25 日両日とも閲覧可能です。
https://jcf-live.com/booth/
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あきらめない前立腺がん治療
前立腺がん最新アップデート：2020

がんと感染症
新型コロナウイルス感染症とがん診療について

オープニング

第 3 会場

第 1 会場

第 1 会場

佐藤 威文  （さとう たけふみ）

寺嶋 毅  （てらしま たけし）

岩瀬 哲  （いわせ さとる）

佐藤威文前立腺クリニック・院長

東京歯科大学市川総合病院 呼吸器内科 教授

埼玉医科大学病院 救急科・緩和医療科 教授
キャンサーネットジャパン 理事長

10:00 〜 10:45

10:15 〜 11:00

10:00 〜 10:15

司会 : 武内 務
 （たけうち つとむ）

司会 : 小嶋 修一
 （こじま しゅういち）

NPO 法人腺友倶楽部 
理事長

TBS テレビ報道局
解説委員

キャンサーネットジャパン 理事

前立腺がんは進行すると骨やリンパ節などへ転移を認めることが多いものの、様々な治療の発展・

組み合わせにより、更に生存できる期間が延びてきています。今回は新しい薬剤や放射線治療など

のコンセプトを含め、進行した前立腺がんの治療を中心に、最新の情報を分かりやすく解説させて

頂きます。

がん患者における感染、重症化のリスクについて知見を紹介します。通院中では感染リスクは同等です

が、血液腫瘍や肺がんでは感染すると重症化や死亡のリスクは高い可能性があります。がん治療は重

症化に関連しないという報告もあります。基本的な感染対策を講じ、恐れることなくがん治療を受ける

ことが大切です。

10月24日（土）オンライン会場

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3198
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3196
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3200
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胸腺腫・胸腺がんの外科治療
胸腔鏡手術から開胸手術までわかりやすく解説します

正しい医療情報の見極め方
玉石混合の医療情報を正しく判断できるようになるポイントを解説します

第 2 会場

第 3 会場

渡辺 俊一  （わたなべ しゅんいち）

勝俣 範之  （かつまた のりゆき）

国立がん研究センター 中央病院 呼吸器外科 科長

日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科 腫瘍内科教授

11:00 〜 11:45

11:00 〜 11:45

共催：国立がん研究センター 希少がんセンター

司会 : 加藤 陽子
 （かとう ようこ）

司会 : 野北 まどか
 （のきた まどか）

国立がん研究センター 
希少がんセンター

「がんと働く応援団」
副理事長

胸腺腫・胸腺がんは希少がんに分類される悪性腫瘍ですが、決して難病・奇病ではありません。適切な

治療を行えば良好な長期予後とQOLが期待できる腫瘍ですから、経験豊富な医師のもとで治療を受ける

ことをお勧めします。本講演が、皆様が病気に関する正しい知識を持つための一助になればと思います。

がんになると誰でも不安になり、つい怪しい情報にまで手を出してしまいがちです。

正しく医療情報を判断することは、命にもつながることですので、正しい医療情報を判断するスキルを身

につけてほしいと思います。

10.24 SATURDAY

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3205
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3191
https://www.kanehara-shuppan.co.jp/


10

乳がん

第 1 会場

中村 清吾  （なかむら せいご）

大野 真司  （おおの しんじ）

昭和大学病院 乳腺外科 教授

がん研究会 有明病院 副院長 乳腺センター長

11:30 〜 12:45
司会 : 大友 明子

 （おおとも めいこ）

乳がんコミュニティー　
メンタル・スパ主宰

今年は、想定外のコロナ禍に見舞われ、コロナ禍は医療界全体にも暗い影を落としている。乳癌診
療においても、受診を控えたり、検診をためらうことが、やや進行した乳癌の増加につながっている。
しかし、その一方で、治療手段は確実に増え、V字回復を目指した懸命の努力も行われている。その一
端をご紹介する。

乳がん治療成績向上のためには乳がんの転移・増殖機序の研究、新薬開発・臨床試験による効果・
副作用の評価、効果を予測する因子の解明、などが必要です。最近は分子標的療法薬、免疫チェッ
クポイント阻害薬などが臨床応用されて、今後の治療のさらなる発展が期待されています。

新しい生活様式と乳がん治療
コロナ禍にも負けず、乳がんにも負けず

最新の乳がん治療
今、そしてこれからの乳がん薬物療法アップデート

緩和ケアとサイコオンコロジー
〜がん患者さんの痛みとこころ〜

第 2 会場

松岡 弘道  （まつおか　ひろみち）

国立がん研究センター中央病院 精神腫瘍科 科長

12:00 〜 12:45
司会 : 梅田 恵

 （うめだ めぐみ）

日本ホスピスホールディングス 執行役員
がん看護専門看護師

キャンサーネットジャパン 理事

「緩和ケア」は、がんの治療と一緒に受けられるものです。また、ホスピス病棟（緩和ケア病棟を含む）

でしか受けられないものでもありません。病気の時期や場所の違いではなく、患者さんが日々の生活を

送るなかで感じる様々なつらさ（身体やこころの苦痛、社会的な問題、自己決定など）を、その分野での

専門性を持つ医療者とともに考えて、和らげるのが「緩和ケア」です。今回は代表的な症状である「痛

み」を中心に、「抑うつ」についても触れます。患者さんやご家族が心から大切にしたいことを尊重する

「緩和ケア」を是非多くの方に知っていただき、受けて頂きたいです。

10月24日（土）オンライン会場

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3202
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3207
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育もう！広めよう！患者力！！
〜慢性疾患を持つがん患者のがんへの向き合い方〜
 “ 患者力 ” から令和新時代のがん医療を語る

第 3 会場

東　光久  （あずま　てるひさ）

福島県立医科大学白河総合診療アカデミー

12:00 〜 12:45

慢性疾患（高血圧、糖尿病など）は自己管理が重要であり、がんも例外ではありません。そこで重要にな

ってくるのが『患者力』という考え方です。患者力とは、自分の病を医療者任せにせず自分事として、医

療者と良好な関係を形成することを通じて、人生を前向きに生きようとする患者の姿勢を指します。講

演では、総合診療医として多数の慢性疾患を見つつ、がん診療にも携わっている筆者の視点から、患

者力をキーワードにがんを含む慢性疾患への向き合い方を一緒に考えて行きたいと思います。

乳房再建
新たなインプラントから様々な部位からの自家組織まで、どう選ぶ？

第 1 会場

矢野 智之  （やの ともゆき）

がん研究会 有明病院 形成外科 部長

13:15 〜 14:00共催：NPO 法人 エンパワリングブレストキャンサー E-BeC

司会 : 真水 美佳
 （ますい みか）

NPO 法人エンパワリング 
ブレストキャンサー 理事長

アラガン社のスムースラウンドインプラントに加え、2020年10月からシエントラ社のアナトミカルイン

プラントが導入されます。一方、近年腹部からのDIEP flapや背部のLD flap以外にも大腿からのPAP 

flap、腰からのLAP flapと自家組織も選択肢が広がっています。どのようにこれらを選べば良いのか、

是非一緒に考えたく思います。

10.24 SATURDAY

乳がん体験者コーディネーター (BEC) 養成講座は、オンデマンド・ウェブ・ラーニングシステムを用いた「日本を代表す
る講師陣」による「いつでも」「どこでも」最新のがん医療情報を学ぶ養成講座です。

https://www.cancernet.jp/training/bec

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3209
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3211
https://www.cancernet.jp/training/bec
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中皮腫
患者さんの熱意によって世界をリードする日本の中皮腫治療

がんロコモ
がんと闘うには、がんロコモの克服が鍵！！

第 2 会場

第 3 会場

栗林 康造  （くりばやし こうぞう）

大島 和也  （おおしま かずや）

兵庫医科大学病院 呼吸器内科 臨床教授

ベルランド総合病院 リハビリテーション科 部長

13:00 〜 13:45

13:00 〜 13:45

共催：中皮腫サポートキャラバン隊

司会 : 松島 和枝
 （まつしま・かずえ）

中皮腫サポートキャラバン隊

依然として最も治癒が困難な悪性腫瘍の一つである悪性胸膜中皮腫【Malignant pleura l 

mesothelioma:MPM】の治療に関して、2018年8月に免疫チェックポイント阻害剤であるニボルマブ

が、これまで存在しなかった既治療切除不能MPMに対する薬剤として日本人34症例を対象にした

MERIT第Ⅱ相試験の結果（ORR 29％，PFS中央値 6.1カ月，6カ月生存率85％）を踏まえ、世界に先

駆けて日本において保険償還されました。今まで肺癌治療に準じて行われてきた中皮腫の薬剤開発

において、この承認はまさにEpoc-makingであり、患者さんの熱意が実ってこの偉業が達成されたと

考えられています。このように、患者さんの熱意によって世界をリードする日本の中皮腫治療の現状

について概説します。

がんで動けなくても、がん以外で動けなくても、動けなければがんの治療ができないことをご存じで

すか？がん患者さんが何らかの運動器障害で動けないことをがんロコモと言います。動けなければ

抗がん剤治療ができないことは意外に知られていません。なぜ動けないかを知り、動けるようになっ

て、がんの治療につなげましょう！

10月24日（土）オンライン会場

Start to Be は、神奈川県を中心に造血幹細胞移植（骨髄移植や臍帯血移植など）を支援するプロジェクトです。 

https://www.start2be.org/

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3213
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3215
https://www.start2be.org/
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新型コロナのがん医療への影響
実証的なデータ分析の結果より

リンパ腫パネルディスカッション
もっと話そう！治療のこと・生活のこと

大腸がん
大腸がんの最新の診断方法や治療方法を紹介します。

第 1 会場

第 2 会場

第 3 会場

アキ よしかわ  （あき よしかわ）

伊豆津 宏二  （いづつ こうじ） 笠井 信輔  （かさい しんすけ）

板橋 道朗  （いたばし みちお）

国際医療経済学者、キャンサーナビケーター

国立がん研究センター中央病院 血液腫瘍科長 フリーアナウンサー

東京女子医科大学 消化器・一般外科 教授

14:30 〜 15:15

14:30 〜 15:15

14:00 〜 14:45

司会 : 山崎 多賀子
 （やまざき たかこ）

司会 : 天野 慎介
 （あまの しんすけ）

NPO 法人キャンサーリボンズ 
理事

一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン
理事長

我々が行った調査によって、がん医療が新型コロナにより大きな影響を受けたことが判明した。がん

医療は新型コロナによって、どのような影響を受けたのか、なぜ影響を受けたのであろうか。今回の

経験を踏まえて、今後、どのような対応が必要であろうか。

リンパ腫の基礎と新しい治療については8月の血液がんフォーラムで講演していますので、その時に聞けなかったこと、

伝えられなかったことを時間の許す限りとことん話していただきます。

大腸内視鏡を用いた診断や内科的治療法が発展して、これまで手術していたような病変も内視鏡で

切除できるようになりました。手術では、腹腔鏡下手術、ロボット手術といった低侵襲手術や永久ス

トーマにならない手術などが行われています。最新の治療方法をご紹介します。

10.24 SATURDAY

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3219
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3221
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3740


14

重粒子線治療
切らずに治す、がん重粒子線治療

第 2 会場

安西 誠  （あんざい まこと）

公益財団法人大阪国際がん治療財団 大阪重粒子線センター

日本では1994年に放射線医学総合研究所（千葉市）で重粒子線治療が始まり、現在、大阪重粒子線

センターを含む6施設が稼働中です。また、2016年に骨軟部腫瘍、2018年に前立腺がんおよび頭頸

部がん、というように保険適用が拡大しています。本日は、重粒子線治療の特徴と適応となる疾患に

ついて解説いたします。

15:30 〜 16:15共催：公益財団法人大阪国際がん治療財団 大阪重粒子線センター

10月24日（土）オンライン会場

がんと栄養
がん治療における栄養の力〜がん治療を助ける栄養と運動の役割〜

第 3 会場

比企 直樹  （ひき なおき）

北里大学医学部 上部消化管外科学 主任教授

15:00 〜 15:45
司会 : 小西 敏郎

 （こにし としろう）

東京医療保健大学 副学長
医療栄養学科長

キャンサーネットジャパン理事

二人に一人ががんになるという時代に、がん治療における重要な役割を持つ「栄養」について知って

おくことは重要です。がん治療には手術、放射線、化学療法、免疫療法などがありますが、栄養はこれ

らの治療を助ける大きな力となります。特に筋肉を保つ栄養と運動療法について概説します。

https://www.cancernet.jp/seikatsu/eiyou/もっと知ってほしいがんと栄養のこと

https://www.cancernet.jp/seikatsu/もっと知ってほしいがんと生活のこと

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3227
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3225
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がん治療時の食事と栄養
アンケート調査報告と講演

第 3 会場

川口 美喜子  （かわぐち みきこ）

大妻女子大学 家政学部 食物学科 教授

がんと診断された時から、食べることの大切さを考え、食べられるための工夫を知ろうとする気持ち

を持ち続けることが大切です。正しい知識を得ることと食べるために少しの努力が必要となることも

あります。食べることが治療経過や予後に影響し、そして日々の生活に食べることの楽しさ、喜びがあ

ることは安らぎになると思います。

「がん治療時の食事と栄養」について、がん患者さんとそのご家族にアンケート調査を行いました。

その調査結果をご報告します。

16:00 〜 16:45共催：ネスレ日本株式会社

第 1 会場

沢田 晃暢  （さわだ てるまさ）

下村 昭彦  （しもむら あきひこ）

NTT 東日本関東病院 乳腺外科 部長

国立国際医療研究センター 乳腺・腫瘍内科／臨床ゲノム科

15:45 〜 16:30
司会 : 大友 明子

 （おおとも めいこ）

乳がんコミュニティー　
メンタル・スパ主宰

ここに参加される方は、ほとんど手術後の方だと思います。女性と違って、罹患年齢は高いのが特徴で
す。これからの人生を見つめ直す良い機会です。チャンスと思ってこの先の人生を考えていきましょう。

男性乳がんはまれながんの一つです。国内では男性乳がんに特化した研究がほとんど行われてきま
せんでした。海外ではここ数年、活発に研究が行われています。病と向き合う上で、どのような病気で
あるかを明らかにしていくことは重要です。今回、日本のデータベースを使った研究内容をご紹介し、
男性乳がんとはどういう病気なのかをみなさんと考えたいと思います。

焦らず、急がず、着実に！

食べることの大切さと食べられるための工夫

「がん治療時の食事と栄養」アンケート調査報告

日本人男性乳がんの特徴

男性乳がん

10.24 SATURDAY

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3223
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3229


16

食道がん 公開セカンドオピニオン
食道がん患者支援団体「食がんリングス」設立記念

第 1 会場

浜本 康夫  （はまもと やすお） 髙木 健二郎   （たかぎ けんじろう）

慶應義塾大学医学部 腫瘍センター 
准教授・副センター長

一般社団法人 
食道がんサバイバーズシェアリングス 代表理事

10:00 〜 10:45

食道がんは、メジャーな疾患にも関わらず今まで「患者会」などの活動に乏しく、医療情報の発信も偏っていました。こ

のたび食道がん罹患者向けの情報サイトが立ち上がりました。対談形式で公開セカンドオピニオンを計画しました。

子宮頸がん
子宮頸部異形成から浸潤がんの診断と治療

小児がん

第 2 会場

第 3 会場

西尾 浩  （にしお ひろし）

慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 助教

本邦における子宮頸がんの罹患者数は漸増傾向にあります。子宮頸がんは他のがんと異なり、30代

後半から40代前半の方に罹患数が多いがんであることが特徴です。そのため、妊娠機能の維持とが

んの治療の選択に迫られるケースも少なくありません。子宮頸がんの診断および治療について概説致

します。

10:00 〜 10:45

10:00 〜 11:45

共催：NPO 法人婦人科悪性腫瘍研究機構

共催：日本小児血液・がん学会 / 日本小児がん研究グループ

大賀 正一  （おおが しょういち）

日本小児血液・がん学会 理事長

初めのご挨拶

10月25日（日）オンライン会場

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3234
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3236
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木下 義晶  （きのした よしあき）

松本 公一  （まつもと きみかず）

松本 公一  （まつもと きみかず）

江口 真理子  （えぐち まりこ）

寺島 慶太  （てらしま けいた）

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 小児外科 教授

国立成育医療研究センター 小児がんセンター長 / 日本小児がん研究グループ理事・広報委員長

国立成育医療研究センター 小児がんセンター長 / 日本小児がん研究グループ理事・広報委員長

愛媛大学大学院 医学系研究科 小児科学 教授

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 脳神経腫瘍科

小児がんの患者さんは免疫抑制状態にあり、新型コロナウイルス感染(COVID-19)の高リスクであるこ
とが推定されます。しかし治療が遅れることも避けなければなりません。本セッションでは世界中から
集まった報告をもとにどのような対策がなされるべきかをご紹介します。

思春期・若年成人のがんは、15歳から39歳までのがんを指します。この時期には様々なライフイベン
トがあり、多感な世代ですが、情報が不足し、支援が十分に行き届いていないことが問題となっていま
す。AYA世代に発症するがんのみならず、成長した小児がん経験者に共通する課題を含めて、現状とこ
れからについて解説します。

１歳未満の赤ちゃんに発症する白血病は、先天性白血病と考えられ、乳児期以降に発症にする白血
病とは異なる性質を持っています。そのため、遺伝子の検査や治療法を工夫する必要がありますが、
様々な治療法の試みがなされ、生存率は以前より良くなってきています。乳児白血病の特徴や治療に
ついて解説します。

がん細胞の遺伝情報（ゲノム）に起きている異常を、一度に調べることができる時代になり、小児がん
の診断や治療選択にも、がんゲノム検査を役立てることができるようになりました。がんゲノム医療と
はなにか、最新の情報をわかりやすく解説します。

新型コロナウイルスと小児がん

おわりのご挨拶

AYA 世代のがんを考える

乳児白血病

小児がんのゲノム医療

10.25 SUNDAY

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3244
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がん臨床試験の最近の動向
患者視点の臨床試験、その前提としての情報提供

子宮体がん
増える子宮体がん。その原因は？

卵巣がん
多様化する卵巣がん治療を安心して受けていただくための正しい知識

第 1 会場

第 2 会場

第 2 会場

大橋 靖雄  （おおはし やすお）

吉原 弘祐  （よしはら こうすけ）

曾根 献文  （そね けんぶん）

中央大学 理工学部 教授
キャンサーネットジャパン 理事

新潟大学大学院医歯学総合研究科 産婦人科 助教

東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科 講師

患者視点の臨床試験への動きが急速である。Patient  Reporteｄ Outcomeの評価、個別化をめざし

たベイズ流手法、そして患者の試験計画への参画などである。この「参画」のためには情報提供が必

須であるが、ようやくこのための基盤整備が動きつつある。これらの新しい話題を提示する。

近年、子宮体がんと診断される方が増えています。最新の子宮体がんの診断や治療を知っていただく

とともに、子宮体がんがなぜ起こるのか、一緒に考えていきましょう。

婦人科悪性腫瘍において卵巣癌は最も死亡者数が多い疾患です。そのため、様々な抗癌剤、分子標

的薬が開発されております。また遺伝子検査も導入され、その治療法は多様化しております。今回は

卵巣がん治療を安心して受けていただくための正しい知識を提供したいと思います。

11:00 〜 11:45

11:00 〜 11:45

12:00 〜 12:45

司会 : 天野 慎介
 （あまの しんすけ）

一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン
理事長

共催：NPO 法人婦人科悪性腫瘍研究機構

共催：NPO 法人婦人科悪性腫瘍研究機構

10月25日（日）オンライン会場

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3242
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3238
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3240
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肺がん 「なんで？どゆこと？疑問にトコトン答えます！Q&A 大会」
〜いきる「みかた」を見つける〜

肺がん

第 1 会場

肺がんになり、沸き起こってくる疑問を大・大・大募集。この場で徹底解説いたします。ワンステップのＨＰやブログに

募集フォームあります。手術から薬の治療、生活のお悩みまで。質問受付中！

12:30 〜 14:00

12:00 〜 14:00

司会 : 長谷川 一男
 （はせがわ かずお）

NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ 代表

共催：NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ

10.25 SUNDAY

後藤 悌  （ごとう やすし）

後藤 悌  （ごとう やすし）

坪井 正博  （つぼい まさひろ）

坪井 正博  （つぼい まさひろ）

国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 外来医長
キャンサーネットジャパン 理事

国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 外来医長
キャンサーネットジャパン 理事

国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 科長
キャンサーネットジャパン 理事

国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 科長
キャンサーネットジャパン 理事

肺癌に限らず、一人一人の病気は、それぞれの経過を辿ります。しかしながら、がん治療には、いくつか
の原則があります。これらの原則がどのように根拠に基づいてつくられているのかを解説し、一人でも
多くの人の今後の治療方針を考える際の参考になればと思います。

肺がんの手術について、基本的な知識から最新の情報まで、みなさんに知っておいてほしいことをで
きるだけ分かりやすく説明します。手術のメリット、デメリットを理解していただく一助になればと思い
ます。

肺癌治療のイロハ

よくわかる肺がん手術

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3256
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肝臓がん

第 3 会場 12:00 〜 12:45

國土 典宏  （こくど のりひろ）

池田 公史  （いけだ まさふみ）

国立国際医療研究センター 理事長

国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 科長

肝臓がんに対する最も根治的な治療法は外科治療で、日本の技術は世界のトップレベルにあります。
肝切除技術と肝移植の最新の進歩と成績をご紹介します。最新の研究成果によってこれからの治療
法がどう変わるかについてもご説明します。

肝細胞がんの薬物療法の進歩が目覚しく、ソラフェニブに続き、レゴラフェニブ、レンバチニブと承認さ
れ、今後、ラムシルマブやカボザンチニブも承認が見込まれています。さらには、免疫チェックポイント
阻害剤も期待されており、近年、薬物療法の治療成績が急速に向上しています。

肝臓がんの外科治療：なぜ日本の技術は世界一なのか？

肝細胞がんの薬物療法

がん患者の性について考える
セクシュアリティについて安心して語り合えるために

第 2 会場

渡邊 知映  （わたなべ ちえ）

昭和大学保健医療学部 教授

がんの治療はセクシュアリティにも影響を与えます。病気になっても性は生活の大切な一部のはずな

のに、性の問題は医療者やパートナーにさえも相談しにくい問題です。がん治療が性生活や生殖機能

に与える影響や対処法について分かりやすく解説します。

10月25日（日）オンライン会場

13:00 〜 13:45

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3246
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3264
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胆道がん

第 3 会場 13:00 〜 13:45

國土 典宏  （こくど のりひろ）

池田 公史  （いけだ まさふみ）

国立国際医療研究センター 理事長

国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 科長

胆道がんの唯一の根治療法は外科治療です。日本の技術は世界のトップレベルにありますが、高難度
な手術になることが多いため専門施設での治療をお勧めします。外科と内科がチームを組んで手術前
の検査や処置から一貫した体制となっている施設が理想です。

胆道がんの薬物療法は、切除不能例を対象に行われています。ゲムシタビン+シスプラチンなどの細胞
障害性抗がん剤を中心に、IDH1変異やFGFR融合遺伝子などのゲノム異常を標的とした分子標的治療
の開発が注目されています。

胆道がんの外科治療：外科医にかかる前に知っておくべきこと

胆道がんの薬物療法

腎がん
腎がんの薬物治療の最新情報

第 3 会場

近藤 恒徳  （こんどう つねのり）

東京女子医科大学東医療センター 泌尿器科 教授

2019年末より、新しい薬剤の組合せが使えるようになりました。しかしどの治療をどういった患者さ

んに使っていくのかが、あまりはっきりと示されておりません。私が考える最適な使いわけをご紹介す

ると同時に注意すべき副作用もあり、こちらについてもお話し致します。

10.25 SUNDAY

14:00 〜 14:45

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3248
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3268
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がん免疫療法の仕組みと実際

希少がん・神経内分泌腫瘍
〜多くの治療法の中から最適な治療を受けてもらうために〜

第 1 会場

第 2 会場

肱岡 範  （ひじおか すすむ）

国立がん研究センター 中央病院 希少がんセンター 肝胆膵内科 医長

数多くの腫瘍の中でも、神経内分泌腫瘍（NET）ほど良性～悪性の幅の広い疾患はないのではない

かと思います。非常におとなしいものからとても早い経過を辿るものまで様々で、とても同じNETとは

思えません。

つまりは患者さんに適した治療も大きく異なります。最適な治療を受けてもらうために診断、治療、今

後の展望についてお話したいと思います。

14:30 〜 15:15

14:45 〜 15:30共催：国立がん研究センター 希少がんセンター

共催：日本がん免疫学会

10月25日（日）オンライン会場

河上 裕  （かわかみ ゆたか）

国際医療福祉大学 医学部長 免疫学教授

司会 : 加藤 陽子
 （かとう ようこ）

国立がん研究センター 
希少がんセンター

北野 滋久   （きたの しげひさ）

がん研究会有明病院 先端医療開発センター 
がん免疫治療開発部 部長

免疫チェックポイント阻害剤の適応の拡大が進み、各種がんの標準治療としてがん免疫療法が用いら
れるようになりました。更なる治療成績の向上を目指して、現在、全世界で数千におよぶ新規がん免疫
療法の開発が実施されています。近年の開発状況と今後の展望についてお話しさせていただきます。

ノーベル賞受賞対象になり開発が進んでいる免疫チェックポイント阻害薬ががん細胞を攻撃する仕組
み、また免疫性の副作用について紹介します。免疫療法は万能薬ではないので、効く方を見分けるバイオ
マーカーや他の薬を併用して効果を上げる複合がん免疫療法についてご理解いただければ幸いです。

進化の著しいがん免疫療法　臨床開発の状況について

がん免疫療法の仕組み：効果と副作用

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3258
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3266
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10.25 SUNDAY

岩瀬 哲  （いわせ さとる） 中井 美穂   （なかい みほ）

埼玉医科大学病院 救急科・緩和医療科 教授
キャンサーネットジャパン 理事長

フリーアナウンサー
キャンサーネットジャパン 理事

COVID-19によって社会が大きく変容した今、我々は三密を基本するグリーフケアを根本から考え直さねばならなくなり

ました。今回はその第１回目のフォーラムとなります。

膀胱がん
膀胱癌治療の基本を理解する

第 3 会場

菊地 栄次  （きくち えいじ）

聖マリアンナ医科大学 腎泌尿器外科学 教授

膀胱がんは膀胱粘膜、粘膜下にがんがとどまる筋層非浸潤性がん、膀胱筋層にまでがんが深くに及んで

いる筋層浸潤がん、そして他臓器にがんが広がっている転移がんに分かれます。それぞれのタイプに合

わせた治療方針を解説します。2019年に膀胱癌診療ガイドラインが改訂されました。本ガイドラインの

指針を参照しながら膀胱癌治療の基本概念、最新治療の情報を膀胱がん専門医よりお伝えします。

15:00 〜 15:45

グリーフケア
みんなで考える 「これからのグリーフケア」

第 1 会場 15:45 〜 16:00

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3250
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3260
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頭頸部がん
頭頸部がんの最適な治療を受けていただくために

しっかり知りたい胃がん治療のこと
胃がんから知るがん治療の今、そして明日

第 3 会場

第 2 会場

川上 尚人  （かわかみ ひさと）

近畿大学病院 腫瘍内科 医学部講師

最近の薬剤開発の方向性も臓器横断的になっています。ゲノム医療に向かう今、どのような根拠で薬

剤選択をしていくのか。

消化器がんの薬物療法の未来を拓くため、研究や治験の責任者を担う近畿大学　川上尚人先生よ

り、【知っておきたいこと】【知っておいた方がいいこと】をお話していただきます。

16:00 〜 17:00

15:45 〜 16:30共催：認定 NPO 法人 希望の会

司会 : 轟 浩美
 （とどろき ひろみ）

司会 : 浜田 勲
 （はまだ いさお）

スキルス胃がん患者 家族会 
認定 NPO 法人希望の会 理事長

TEAM ACC（腺様嚢胞癌の仲間と共に生きるチーム） 
チームリーダー ( 代表 )

岡野 晋  （おかの すすむ）

秋元 哲夫  （あきもと てつお）

国立がん研究センター東病院 頭頸部内科 医長

国立がん研究センター東病院 副院長 放射線治療科長 / 希少がんセンター

頭頸部がんはいくつかのタイプに分けられ、それぞれに異なる治療方法が選択されます。新規薬剤の
登場により薬物療法は大きく変化しており、タイプに応じた正しい薬剤選択により安全かつ有効な治
療を受けることが可能となります。適切な薬剤選択と今後の展望について概説します。

頭頸部がんは発声や嚥下など重要な機能を有する部位に発生します。そのため、臓器や機能を損なう
治療は、治療後の生活に大きく影響します。放射線治療は臓器やその機能温存を目的に頭頸部がん
の根治的な治療として行われてきており、標準治療として確立していますが、味覚低下や唾液分泌など
の副作用は改善すべき課題です。放射線治療の技術的な進歩で治療成績や副作用軽減でも改善があ
りますが、粒子線治療は更なる改善の有望な方法です。

内科的治療 

放射線治療

10月25日（日）オンライン会場

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3262
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3252
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長谷川 一男  （はせがわ かずお）

NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ 代表

クロージング：ゲノム医療の未来
がんゲノム医療の現状と将来について

第 1 会場 17:00 〜 18:00

がん遺伝子パネル検査が保険償還され、がん関連遺伝子変異に基づいた治療、いわゆる「がんゲノム医療」に期待が高ま
っています。一方で、「がんゲノム医療」により、治療効果が得られるがん患者さんは限定されています。がんゲノム研究は
急速に進展していることから、現在の適応と将来への期待について解説します。

10.25 SUNDAY

司会 : 中井 美穂
 （なかい みほ）

フリーアナウンサー
キャンサーネットジャパン理事

田村 研治  （たむら けんじ）

後藤 悌  （ごとう やすし）

島根大学医学部附属病院 
先端がん治療センター 教授

国立がん研究センター中央病院 
呼吸器内科 外来医長
キャンサーネットジャパン理事

W190mm×H50mm（4C）

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3270
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オンライン MAKEUP ＆ PHOTOS WITH SMILES
「がんになったら何もできないのでは？」などの古い社会イメージを払拭する為に、

出来上がった皆さんの写真を広く社会に展開していく参加型アクション

ラベンダーリング

資生堂のビューティーコンサルタントが、自分

らしさを表現するメイクアップ方法や、治療の

副作用による外見上のお悩み（眉の脱毛・肌

のくすみなど）の解決方法をオンラインでわか

りやすくマンツーマンレッスンでお伝えし、参

加者のスマホを使って「MAKEUP＆PHOTOS 

WITH SMILES」写真を完成させます。

2017年から毎年ジャパンキャンサーフォーラムでイベントを展開しているLAVENDER RING。

本来であれば、いつも通りみなさんに直接会うイベントにしたかったのですが、残念ながら今年はどうしても実施するこ

とができませんでした。でも、コロナだからといって皆さんにお会いすることは諦めたくない。そして、せっかくならこの状

況だからこそ楽しめる企画にトライしてみよう！と色 と々考えてオンラインでのLAVENDER RINGを企画しました。

いつもとは違う形ではありますが、スタッフの意気込みは例年以上です。みなさん一緒に楽しみましょう！！

12:30 〜 18:002020 年 10 月 24 日（土）〜 25 日（日）【2 日間】

事前申込制
※当日の受付はございませんので
　ご了承ください。

お化粧品などの事前準備について・当日の流れについてはこちらに。
https://www.japancancerforum.jp/wp/wp-content/uploads/2020/09/lrtody.pdf

LAVENDER RINGオンライン会場
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キーノートセッション「負けるもんか」

猫舌堂× LAVENDER RING  
＃カレーは裏切らにゃい　あなたの “ カレー ” がつなぐ食べる喜び

ラベンダーリング

ラベンダーリング

笠井 信輔  （かさい しんすけ）

柴田 敦巨  （しばた あつこ）

原田 忠  （はらだ ただし）

金子 花菜  （かねこ はな）

伊豆津 宏二  （いづつ こうじ）

荒井 里奈  （あらい りな）

倉林 龍助  （くらばやし りゅうすけ）

フリーアナウンサー

猫舌堂 代表取締役

資生堂 トップヘアメイクアーティスト

LAVENDER RING

国立がん研究センター中央病院 
血液腫瘍科長

猫舌堂 顧問

資生堂パーラー 総調理長

笠井信輔さんは、フジテレビを退社され、フリーアナウンサーとして活動を始めた矢先に、悪性リンパ腫ステージ4の診

断を受けられました。入院治療から復帰に至るまでの過程と心境、がんになったからこそ分かったことや得られたもの、

など伝える仕事をされてきた笠井さんならではの視点で、元気のヒントを探っていきます。

放射線治療で味覚異常になっても、抗がん剤で食欲不振に陥っても、“カレー”だけは食べることができたという猫舌堂

のお二人。猫下堂№１ソウルフード“カレー”をテーマに、『自分とカレー』についてエピソードを募集しました。5名のプレ

ゼンターのカレーに込めた熱い思いを聞きながら、美味しい時間を一緒に過ごしましょう。

10:00 〜 11:00

11:45 〜 12:45

司会 : 中井 美穂
 （なかい みほ）

フリーアナウンサー
キャンサーネットジャパン理事

2020 年 10 月 25 日（日）

2020 年 10 月 25 日（日）
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スペシャルセッション「明日の私を作ろう」

YouTuber+instagramer 「がんサバイバーの情報発信」

ラベンダーリング

ラベンダーリング

原 千晶  （はら ちあき）

岸田 徹  （きしだ とおる）

神宮司 芳子  （じんぐうじ よしこ）

3rd_place
（Yuka と Miki の 2 名で運営）

上坊 敏子  （じょうぼう としこ）

ヒダノ マナミ 

タレント

NPO 法人がんノート 代表理事

資生堂 トップヘアメイクアーティスト

インスタグラマー・ブロガー

社会保険相模野病院婦人科腫瘍センター長

YOUTUBER

原千晶さんは、子宮頸がん、体がんから手術、治療、社会復帰を経験されました。どうやって副作用や落ち込むメンタル

を克服し、新しい自分に出会うことができたか、テレビのコメンテーターなどメディアでのタレント活動の他、患者団体

「よつばの会」を設立し、精力的にがんサバイバーの元気をサポートする原さんの源泉を探っていきます。

YouTubeやインスタグラムなどSNSで「がん」になってからの暮らしや、治療、生きがいなどを積極的に発信する方たちは

たくさんいらっしゃいます。今回は、「がんノート」主宰・岸田さんにMCになっていただき、10-20代の発信者の方々をお

招きして、「がんについて発信すること」の意義や楽しさ、気をつけていることなどをトークします。

13:00 〜 14:10

14:25 〜 15:25

司会 : 中井 美穂
 （なかい みほ）

フリーアナウンサー
キャンサーネットジャパン理事

2020 年 10 月 25 日（日）

2020 年 10 月 25 日（日）

LAVENDER RINGオンライン会場
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クロージングセッション

ラベンダーリング

笠井 信輔  （かさい しんすけ） 原 千晶  （はら ちあき）

フリーアナウンサー タレント

17:00 〜 18:00

LAVENDER RING の撮影について

「LAVENDER RING の CM を作ろう」

ラベンダーリング

ラベンダーリング

金澤 正人  （かなざわ まさと）

中川 真仁  （なかがわ まさひと）

資生堂クリエイティブ本部 フォトグラファー

LAVENDER RING

資生堂において数々の広告制作に携わり、MAKEUP&PHOTOS WITH SMILESのフォトグラファーでもある金澤正人

が、皆様がスマホでご自身の写真を撮る時のコツを実演しながらお伝えします。

皆さんに事前にいただいた動画と、この日撮影する動画を使って、LAVENDER RINGのCMを制作します。参加者はPCか

スマホの前で歌っていただくだけ！プロのスタッフがCMに仕上げます。ぜひご参加ください。

15:40 〜 16:10

16:15 〜 16:45

司会 : 大谷 貴子
 （おおたに たかこ）

日本骨髄バンク評議員

2020 年 10 月 25 日（日）

2020 年 10 月 25 日（日）

2020 年 10 月 25 日（日）

司会 : 浜田 勲
 （はまだ いさお）

TEAM ACC（腺様嚢胞癌の仲間と共に生きるチーム） 
チームリーダー ( 代表 )
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団体紹介
患者支援団体・企業ががんにまつわる活動や商品など紹介します。直接団体の方がお話をするので「どんなことしてるんだろう？」

「どんな団体？」「どんな人がやってるんだろう？」など是非ご視聴ください！生放送ですのでお見逃しなく！

ステージ 2020 年 10 月 24 日（土）〜 25 日（日）【2 日間】

Over Cancer Together 
がんサバイバーの声を聞こう！

不安軽減のための、がんとお金
お金や家計をケアすることで不安を減らしましょう

ステージ

ステージ

賢見 卓也  （けんみ たくや）

特定非営利活動法人 がんと暮らしを考える会 理事長

お金や家計の不安を抱えるがん患者さんが、どのように問題解決しているのか。そのポイントとなる

制度、働き方、窓口の相談の仕方、そして家族との話し合い方についてご紹介いたします。

15:45 〜 17:00

12:45 〜 13:152020 年 10 月 24 日（土）

2020 年 10 月 24 日（土）

髙木 健二郎  （たかぎ けんじろう）

株式会社クオラス シニアプロデューサー

人生で最も貴重な瞬間、それは決断の時である。後悔する事に時間を費やすなら、わたしは時間を
「前を向く事」に使いたい。今を生きる事は、今出来る事をする事。57歳のおっさんがんサバイバー
が、この年齢で一般社団法人を設立して「行動を起こした事」、これを多くのがんサバイバーの方に見
ていただきたい。

自分の時間をどう使うかという事 

司会 : 野北 まどか
 （のきた まどか）

司会 : 久田 邦博
 （ひさだ くにひろ）

「がんと働く応援団」
副理事長

しあわせです感謝グループ代表。研修デザイナー、
薬剤師、医療経営士、がんピアサポーター

ステージ

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3217
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和田 瑛  （わだ あきら）

福田 ゆう子  （ふくだ ゆうこ）

岩澤 玉青  （いわさわ たまお）

吉田 ゆり  （よしだ　ゆり）

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科（修士課程）　　サバイバーナースの会「ぴあナース」 保健師・看護師

一般社団法人ピアリング 理事

リンパ浮腫ネットワークジャパン（リンネット） 代表

一般社団法人がんと働く応援団 代表理事　キャリアコンサルティング技能士

がんを経験したことで、苦しかったこと、悩んだことがたくさんあります。
でも、がんを経験したからこそ得られた気づきもたくさんあります。
そして、それはがんの「あと」の仕事や人生にとって、大きな支えとなっています。

辛いことに直面した時、戸惑いと不安に包まれてその先のことが、想像しにくいかもしれません。私も
そうでした。ですが、正しい知識や、同じ状況に直面している仲間達は必ず味方になってくれます！も
し何かの壁にぶつかったら、寄り添ってくれる仲間を探し、共にこの先の扉を開きましょう。

がん治療後に発症する可能性のある後遺症である「リンパ浮腫」を発症し、リンパ浮腫患者を取り巻
く環境にたくさんの「困りごと」があることを知りました。リンパ浮腫に関わる全ての人が困ることのな
い社会を目指し、リンパ浮腫ネットワークジャパン（リンネット）で取り組みを開始しました。
リンネットを知り、つながり、応援していただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします！

「経験した人でないと理解できない事はある。だからこそ伝えていこう」プライベートを職場に持ち込
むのは”迷惑”と、相談せず悩む人達が沢山います。治療、育児、介護等、どれも大切なライフイベントで
す。迷惑と思わず、相談し、行動する。サポートし合うことで、対応の幅が広がり、企業の成長につなが
ると思いませんか？がんの「あと」を生きる、がんと「ともに」生きる

がんの「あと」を生きる、がんと「ともに」生きる

オンラインで支え合える温かなコミュニティを目指して

リンパ浮腫に関わるすべての人を笑顔に

がんと共に働き続ける事は迷惑ではない

「Over Cancer Together ～がんを共にのりこえよう」キャンペーンとは
「Over Cancer Together ～がんを共にのりこえよう～（OCT）」キャンペーンは、がん患者とその家族、遺族、ケアをす
る人、友人など、広くがんに関係のある人々（＝キャンサー・サバイバー）が自分の体験を語り、その話を聞くことで、
日本のがんに関する課題を明らかにして 「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 (*1) 」の実現を目指そうというキャンペーンです。性別、年齢、がんの種類は問いません。

http://www.octjapan.jp/

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3232
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がんサバイバーのためのマインドフルネスヨガ
ゆっくり動いてゆっくり呼吸　こころが整うヨガプログラム

ダカラコソクリエイト Presents
“ 在宅忍者ニャ助とパ次郎 ” から見る、コロナ禍の上手な泳ぎ方
〜がんサバイバーは不安と向き合う達人！？みんなで知恵や工夫をシェアしませんか〜

ステージ

ステージ

山内 やよい  （やまうちやよい）

早稲田大学グローバルエデュケーションセンター/ 杏林大学保健学部看護学科 講師 博士（スポーツ科学）

がんと診断された方、治療中や経過観察中の方、治療を終えた方、患者さんのご家族、どなたでもご

参加いただけます。がんの種類は問いません。ヨガが全く初めての方も大丈夫です。

簡単な呼吸法とゆったりとした動作で、日々の不安や緊張を手放していきましょう。ご自宅でリラック

スしてご参加ください。整った姿勢と深い呼吸でこころに働きかけるヨガを体験しましょう。

11:30 〜 12:15

14:00 〜 15:30

2020 年 10 月 25 日（日）

2020 年 10 月 25 日（日）

ステージ

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3975
https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program4007
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がんナビゲーター (CIN/ CCN) 活動報告

ステージ 16:00 〜 17:002020 年 10 月 25 日（日）

田中 亜利砂 

服部 文

高木 健二郎 

上鵜瀬 麻有 

齋藤 浩哉 

埼玉医科大学緩和医療科 研究員

一般社団法人仕事と治療の両立支援ネット -ブリッジ

一般社団法人 食道がんサバイバーズシェアリングス 代表理事

公益財団法人 日本対がん協会 スタッフ・がん化学療法看護認定看護師

前立腺がん患者会ＰＳＡ北海道・代表

「集い想いを語り合う場所がほしかった」 
ＣＣＮ第３回合格者の齋藤浩哉と申します。２０２０年のがん罹患者数予測において、前立腺がんは男性の部位別罹患者数が第１位と
され、高齢化と共に急速に患者数が増加しています。前立腺がんは男性特有のがんであり、治療における後遺症や副作用など、男性特
有の悩みや困りごとも多いのですが、既存の患者会や患者サロンは女性が中心で男性はあまり参加されません。さらに、北海道には前
立腺がんの患者会はなく、広い北海道では同じ前立腺がんの患者さんに出会う機会はほとんどありません。同じがんの仲間が集まれ
る場があったら・・・、きっと、悩みや問題を共通の話題としてお話しできるし、解決のヒントや対処方法も情報共有できるはず。２０１９
年９月、前立腺がんの患者・家族の交流や情報交換などを行うため『集い想いを語り合う場所』の必要性を感じた患者・家族によって
『前立腺がん患者会ＰＳＡ北海道』を設立いたしました。

「 海外でのがんナビゲーターの動向」
我が国では近年広まりつつあるナビゲーター制度だが、その歴史は古く、1970年代に遡る。アフリカ系アメリカ人である医学博士、ハロ
ルド・フリーマンは貧困地域での乳がん患者の死亡率減少を目的として、がんナビゲーター制度を開発した。現在海外では、多くのがん
ナビゲーターに関する論文が出され、その効果が検証されてきている。それらの内容をかみ砕いて説明すると共に、現在海外で広がっ
ている活動の内容なども一部報告する。

「仕事と治療の両立支援」
名古屋でがん患者さんをはじめとする有病者の仕事と治療の両立支援を始めて8年。対象は患者個人だけではなく、医療機関や企業など多方
面にわたります。地域のネットワークを大切にしながら徐々に活動内容を拡げてきました。支援の核となるのはキャリアカウンセリングの手法で
すが、特にこの領域に携わるにあたってはCINのカリキュラムで学んだ「正しい医療情報」のベースが不可欠だと考えています。がんの治療をき
っかけに心身の変化を生じた患者さんが、その変化とともに職場・社会の環境の中で安心して暮らしていくための支援についてご紹介します。

「食道がん患者支援団体誕生」
患者会が無かった食道がん。知りたい情報に辿りつけず、有象無象のネット情報に翻弄された挙句に方向を見失わないよう、経験者情報を
ネットで共有し交流する場の必要性を感じ、進むべき方向へと導く一助となるよう発足いたしました。食道がんを告知された方が、最初に陥
る「どうすればいいの？」「どうなるの？」を同じ目線を経験した経験者の経験を参考に、少しでも不安を緩和し落ち着いて治療に向き合って
いただけるよう皆さんと協力し合い情報を共有していきたいと思います。「あなたの経験というのは、必ず誰かが欲している情報」であるは
ずです。そういった皆様からの経験をお答えいただいて、それを集約して、公開して、共有して、日本全国の地域格差をいかになくしていける
かが、われわれ患者同士の横の繋がりとして協力して支えあっていく「きも」みたいなものになるんじゃないのかなとも思っています。

「病院勤務を抜け出して、社会の立場から」
看護師免許取得後、がんに関連する病棟に勤務することが多く、2009年にがん化学療法看護認定看護師という資格を取りました。知識は
一杯詰め込みましたが、私の人間性はまだまだ未熟だと感じることが多い実際がありました。都内のがん診療連携拠点病院、千葉県内の民
間病院の外来化学療法室や腫瘍内科等で、主にがんサバイバー・ケアギバーへケアを提供してきました。しかし、「こんなこと聞いてもいい
のかな？」「嫌われたくない」等の遠慮から、自分の希望”こう生きていきたい”という想いを伝えるのをためらう方が多く、力不足を感じてい
ました。そこで、2020年6月から、日本対がん協会へ転職し、がんサバイバー・クラブ（サバイバー支援）の部門で先輩方とともに、イベント
の企画・有益な情報・注目ニュース他、様々なコンテンツを企画発信しているところです。新型コロナでリアルにお目にかかることができず、
ケアの提供からしばし離れていますが、現在の職場、また全国の皆さまと協働して、何かアクションを起こしたいと模索中です。

登壇者プロフィールを見る（外部サイト）

https://www.japancancerforum.jp/programs/2020/program3742


皆様の御協力のおかげで開催できています。

寄付をする 会員になる

啓発グッズを購入する
3,000円以上の寄付をいただくと、
「寄付金控除」を受けることができます。

○クレジットカード決済

○銀行お振込み　

○郵便局お振込み

CNJの会員制度は、会員に限定した特別なメリットを提供す
る制度ではありません。「CNJの会員になる」ということは、
CNJの活動を継続的に支援する、という「あなたの意思」を
表明することです。

私共は、今後もミッションとビジョンを持って、様々な事業
活動を通じ「日本のがん医療」に貢献致します。NPO法人キャ
ンサーネットジャパンのミッション・ビジョンにご賛同頂け
る方々（個人・法人）は、是非ご入会頂きますようお願い申
し上げます。

キャンサーネットジャパンの各疾患啓発グッズを購入して応
援してください。

認定NPO法人キャンサーネットジャパンは「患者擁護の観
点より科学的根拠に基づく、あらゆるがん医療情報の発信と
がん疾患啓発」を行うミッションに活動する特定非営利活動
法人です。

私たちには、たとえば、罹患者数が少ないために、情報その
もの少ないがん領域での情報発信など、NPOのミッション
に基づいて「やるべきこと」があります。いのちに関わる大
切な情報・科学的根拠に基づくがん医療情報を、無償で、必
要な人々に届けたいと願っています。本来、これらの事業
に関しては、NPO法人独自の経済的基盤をもって管理・運
営すべきではありますが、活動・事業拡大にあたり、認定
NPO法人キャンサーネットジャパンの理念にご賛同頂ける
皆様の資金的援助が必要でございます。つきましては、認定
NPO法人キャンサーネットジャパンの理念、活動・事業に、
ご理解、ご賛同を賜り、是非広く皆様のご寄付を賜りたく、
ここに謹んでお願い申上げます。

ご支援いただく3つの方法

1 2

3

詳細は、CNJ ホームページのをご確認ください。

https://www.cancernet.jp/donation

https://www.cancernet.jp/member

https://www.cancernet.jp/goods

https://www.cancernet.jp

ジャパンキャンサーフォーラム（JCF）2020 は、患者・家族をはじめ、医療に関わる全ての人に

がん医療に関する正しい情報を届けるため、年に１度２０１４年より開催してきました。

このイベントは、無償でご登壇くださった講師・司会の皆様、プログラム共催やブース出展、広

告協賛等でご支援くださった企業・団体の皆様、ボランティア、皆様の寄付で成り立っています。

また、引続きジャパンキャンサーフォーラム（JCF）2021実現のためにご寄付・ご支援をお願い

いたします。

Thank you very much.

認定 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 2F　TEL：03-5840-6072 / FAX：03-5840-6073




