
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 開催日時 】 2016年10101010 月9999 日（日日日日） 開場：12 時 30 分 開始：13 時 終了：16 時（予定） 

【 開催場所 】 メイン会場(秋田)：秋田県児童会館 けやきシアター（定員 750人）（秋田市山王中島町１-２） 

 
サブ会場 (東京)：東京医科歯科大学医学部３号館〈２階）医学科講義室１ (東京都文京区湯島 1-5-45) 
 ①各地がん患者サロン等のサテライト会場へ参加 
 ②インターネット放送・ソーシャルネットワークを利用した個人視聴（スマートフォン視聴可） 

【参加対象 】 がん患者・体験者・家族・医療・福祉関係者・支援者・がん医療に関心のある方 

【お申 込 み】 裏面をご覧ください 
 
第第第第１１１１部部部部：：：：がんがんがんがん患者患者患者患者・・・・家族家族家族家族、、、、医療者医療者医療者医療者、、、、支援者支援者支援者支援者のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ紹介紹介紹介紹介    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：44440000 (12:50(12:50(12:50(12:50 よりよりよりより乳乳乳乳がんリハビリ・がんリハビリ・がんリハビリ・がんリハビリ・自己検診自己検診自己検診自己検診「「「「のののののののの字字字字のののの歌体操歌体操歌体操歌体操」」」」))))    

 ①「がんだと言おう！」 

 ②「医師と二人三脚で希少がん治療に向き合う」 

 ③「夫婦で歩み、夫婦で決意」 

 

 ④「Smile（すみれ）の会と歩んで１１年」 

 ⑤「寄ってみませんか！『おらほの暮らしの保健室in秋田大学』へ」 

 ⑥「医師として患者として‘いのち’に向き合う」 

 ⑦「‘ささら舞’で免疫アップ ～民謡真室川音頭にのせて～」    

武藤陽子氏 （乳がん体験者） 

近藤セツ子氏 （胸腺腫・胸腺がん患者会 ふたつば代表） 

安岡里江氏＆明雄氏 

  （がん患者と家族のリンクカフェ「あなたのままで」代表） 

片寄喜久先生 （市立秋田総合病院 乳腺・内分泌外科科長） 

中村順子先生 （秋田大学大学院医学系研究科付属地域包括ケアセンター教授） 

中村正明先生 （雄勝中央病院院長） 

がん患者と支援者たち 

第第第第２２２２部部部部：：：：シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム: : : : 「「「「がんがんがんがん、、、、新時代新時代新時代新時代をををを生生生生きるきるきるきる」」」」    14141414：：：：50505050～～～～15151515：：：：40404040    
 柴田 浩行先生（秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座教授） 

 橋爪 隆弘先生（秋田県医師会 はしづめクリニック院長） 

 菊地 富貴子氏（（公社)秋田県看護協会 訪看ステーションあきた 訪問看護部長） 

 コーディネーター 町永俊雄氏（福祉ジャーナリスト） 

    
藤井婦美子氏（秋田県肺がんネットワーク「あけびの会」代表） 

小坂 和子氏（秋田・こころのネットワーク会長・遺族） 

佐々木 健氏（厚生労働省 がん・疾病対策課長） 

（出演者等変更する場合もあります）    

第第第第３３３３部部部部：：：：他会場他会場他会場他会場ととととのののの意見交換意見交換意見交換意見交換    ＆＆＆＆    アピールアピールアピールアピール((((厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省、、、、日本医師会等日本医師会等日本医師会等日本医師会等へへへへ))))    16161616：：：：00000000    終了終了終了終了 
     

  【主 催】 特定非営利活動法人がん患者団体支援機構 ・ 第 12 回がん患者大集会実行委員会 
  【共 催】 秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座 
       東京医科歯科大学医学部附属病院 腫瘍センター 
 



第第第第 12121212 回回回回がんがんがんがん患者大集会患者大集会患者大集会患者大集会    参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書    

 
☑印を付け
て下さい □□□□【【【【秋田会場秋田会場秋田会場秋田会場】】】】秋田県児童会館                □□□□【【【【東京会場東京会場東京会場東京会場】】】】東京医科歯科大学医学部３号館 

ふりがな         

お 名 前   

ご 住 所 
〒 

 

電話番号  FAX 番号  

E - m a i l  連絡欄  

（車椅子や介助が必要な場合は記入して下さい） 

申込方法 

上記の必要事項を記入の上、 メールメールメールメール    、、、、    FAXFAXFAXFAX    、、、、    郵送郵送郵送郵送 にてお申込み下さい 

        メールメールメールメール    ：：：：    info@canps.jpinfo@canps.jpinfo@canps.jpinfo@canps.jp    
        F AF AF AF A XXXX    ：：：：    018018018018----834834834834----5867586758675867    
        T ET ET ET E LLLL    ：：：：    090090090090----5233523352335233----4281428142814281（（（（藤井藤井藤井藤井））））    090090090090----5188518851885188----3902390239023902（（（（三浦三浦三浦三浦））））    
        郵郵郵郵 送送送送    ：：：：    〒〒〒〒010010010010----0825 0825 0825 0825 秋田市柳田境田秋田市柳田境田秋田市柳田境田秋田市柳田境田 31313131----15151515    
                        「「「「第第第第 12121212 回回回回がんがんがんがん患者大集会患者大集会患者大集会患者大集会」」」」秋田実行委員会秋田実行委員会秋田実行委員会秋田実行委員会事務局事務局事務局事務局    三浦恵子三浦恵子三浦恵子三浦恵子    

※頂いた個人情報は今回のイベントに関する連絡のみに使わせていただきます。 

※会場にはマスコミ及びインターネット中継が入ります。撮影を希望されない方は受付にてお申し出ください。 

 

【【【【秋田県児童会館秋田県児童会館秋田県児童会館秋田県児童会館へのアクセス・へのアクセス・へのアクセス・へのアクセス・駐車場駐車場駐車場駐車場のごのごのごのご案内案内案内案内】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

後援後援後援後援::::秋田県秋田県秋田県秋田県，，，，    秋田市秋田市秋田市秋田市，，，，    男鹿市男鹿市男鹿市男鹿市，，，，    潟上市潟上市潟上市潟上市，，，，    鹿角市鹿角市鹿角市鹿角市，，，，    能代市能代市能代市能代市，，，，    大館市大館市大館市大館市，，，，    北秋田市北秋田市北秋田市北秋田市，，，，    仙北市仙北市仙北市仙北市，，，，    大仙市大仙市大仙市大仙市，，，，    由利本莊市由利本莊市由利本莊市由利本莊市，，，，にかほにかほにかほにかほ市市市市，，，，横手市横手市横手市横手市，，，，    湯沢市湯沢市湯沢市湯沢市，，，，    
((((一社一社一社一社))))秋田県医師会秋田県医師会秋田県医師会秋田県医師会，，，，    ((((一社一社一社一社))))秋田県歯科医師会秋田県歯科医師会秋田県歯科医師会秋田県歯科医師会，，，，    （（（（一社一社一社一社））））秋田県薬剤師会秋田県薬剤師会秋田県薬剤師会秋田県薬剤師会，，，，    ((((公社公社公社公社))))秋田県看護協会秋田県看護協会秋田県看護協会秋田県看護協会，，，，    秋秋秋秋田魁新報社田魁新報社田魁新報社田魁新報社, , , , 北羽新報社北羽新報社北羽新報社北羽新報社,,,,    NHKNHKNHKNHK 秋田放送局秋田放送局秋田放送局秋田放送局，，，，    
ABSABSABSABS 秋田放送秋田放送秋田放送秋田放送，，，，    AKTAKTAKTAKT 秋田秋田秋田秋田テレビテレビテレビテレビ,,,,    AABAABAABAAB 秋田朝日放送秋田朝日放送秋田朝日放送秋田朝日放送,,,,    あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの秋田秋田秋田秋田,,,,    秋田婦人科秋田婦人科秋田婦人科秋田婦人科がんセルフヘルプグループがんセルフヘルプグループがんセルフヘルプグループがんセルフヘルプグループ SNOW WHITESNOW WHITESNOW WHITESNOW WHITE,,,,    
秋田県秋田県秋田県秋田県がんがんがんがん患者団体連絡協議会患者団体連絡協議会患者団体連絡協議会患者団体連絡協議会    きぼうのきぼうのきぼうのきぼうの虹虹虹虹（（（（秋田県肺秋田県肺秋田県肺秋田県肺がんネットワークがんネットワークがんネットワークがんネットワーク「「「「あけびのあけびのあけびのあけびの会会会会」」」」,,,,        秋田秋田秋田秋田・・・・生生生生とととと死死死死をををを考考考考えるえるえるえる会会会会,,,,        秋田秋田秋田秋田がんサポートグループがんサポートグループがんサポートグループがんサポートグループ
「「「「ぴあぴあぴあぴあ cafecafecafecafe」」」」,,,,    大館大館大館大館虹虹虹虹のののの会会会会,,,,    がんがんがんがん検診検診検診検診をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる会会会会,,,,    胸腺腫胸腺腫胸腺腫胸腺腫・・・・胸腺胸腺胸腺胸腺がんがんがんがん患者会患者会患者会患者会ふたつばふたつばふたつばふたつば,,,,    とととと個人会員個人会員個人会員個人会員でででで構成構成構成構成））））    
（以下依頼中）厚生労働省， 文部科学省，国立研究開発法人国立がん研究センター， (公社)日本医師会, (公社)日本看護協会， (公社)日本薬剤師
会， 日本癌学会， (一社)日本癌治療学会， (一社)日本臨床衛生検査技師会， (一社)日本血液学会， (一社)日本サイコオンコロジー学会， 日本製
薬工業協会， (公財)日本対がん協会， (一社)日本医療機器産業連合会， 日本死の臨床研究会， NPO 法人日本ホスピス在宅ケア研究会， (公社)日
本臨床腫瘍学会， ＮＰＯ法人婦人科悪性腫瘍研究機構（JGOG）， NPO 法人地域チーム医療推進協議会， (公財)正力厚生会， (福)NHK 厚生文化事業
団， 日本臨床細胞学会細胞検査士会， NPO 法人日本緩和医療学会， NPO 法人楽患ねっと， (公財)先端医療振興財団， 読売新聞社， 朝日新聞社， 
日本経済新聞社， 中国新聞社， 毎日新聞社, (一社)共同通信社， 産経新聞社, 

協力協力協力協力:::: NPO 法人わたしのがん net （「認知症の夫と共にがんを生き抜いた宮﨑記代子さんの絵手紙展」(熊本天草) 同時開催） 
写真写真写真写真：：：：鳥海山（にかほ市 吉川栄一氏撮影） 
  
    【【【【東京事務局東京事務局東京事務局東京事務局】】】】    〒154-0002 東京都世田谷区下馬 5丁目 28番 7 号 
                                TEL：03-5787-6411  FAX：03-5787-6420 Mail： info@canps.jp 

    【【【【尾道事務局尾道事務局尾道事務局尾道事務局】】】】    〒722-0022 広島県尾道市栗原町 5901-1 浜中皮ふ科クリニック内        
                                TEL：0848-24-2413  FAX：0848-24-2423 Mail： hmnkk@do8.enjoy.ne.jp 

    【【【【秋田実行委員会秋田実行委員会秋田実行委員会秋田実行委員会】】】】    〒019-1521 秋田県仙北郡美郷町中野字内城 120-1    
                                                                        委員長：藤井婦美子 副委員長：佐藤 厚 事務局長：三浦恵子    
 

    インタインタインタインターネットーネットーネットーネット中継中継中継中継をごをごをごをご覧覧覧覧になるになるになるになる場合場合場合場合はこちらのはこちらのはこちらのはこちらの HPHPHPHP からごからごからごからご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    http://www.canps.jphttp://www.canps.jphttp://www.canps.jphttp://www.canps.jp     

住所： 〒010-0955 秋田県秋田市山王中島町１−２  

電話： 018-865-1161 

秋田駅からバスで約 15 分（県庁中央交通線、臨海営

業所線など） 県立体育館前下車徒歩 2 分 

 

駐車台数に限りがありますので、地図にある駐車場の

ほか、秋田県庁駐車場や送迎または公共交通機関を

ご利用ください。車いす用駐車場は生涯学習センタ

ーに１台、県立図書館（山王大通り側）に４台ありますの

で、お問い合わせの上ご利用ください。 

 


