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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～」（以下、OCT）キャンペーンは

がん患者・体験者・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）が自らの体験を語ることで日本のがんに関する課
題を明らかにし、「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) 」の実現を目指すため、認定NPO法人キャンサーネットジャ
パン（以下、CNJ）により行なわれているキャンペーンです。

その一環として、第4回目となる「サバイバー・スピーキング・セミナー」が、2017年

3月25日、東京・マイステイズ御茶ノ水コンファレンスセンターにて開催されました。

*1 厚生労働省「がん対策推進基本計画」（2012年6月）より



参加者概要

1.  参加者数： 30名（がんサバイバーのみならず、家族、遺族など、がんに関わる全ての方）
2.  参加者年齢： 20代～60代
3.  職 業： 会社員、医療従事者、社会保険労務士、教師、ピアノ講師、主婦、患者会代表者など

セミナー概要

1. 開催日： 2017年3月25日（土) / 10:00 ～17:00
2. 会 場： 東京･マイステイズ御茶ノ水 コンファレンスセンター
3. 主催者： 認定NPO法人キャンサーネットジャパン

開催目的

本セミナーでは、がんサバイバー（＝がん患者、経験者とその家族、遺族、ケアをする人、友人、など、
‘広くがんに関係のある方’）が、自らの体験を語ることの意義を知り、効果的な伝え方を学び、自身の声
を発信することで、人の心・社会を動かす活動を行うことを目的としています。
また、その際に必要な技術・知識を、講義だけでなく実践を通して学び、さらには参加者間での交流を深
めることで、それぞれが今後の活動で幅広く活用されることを期待しています。

サマリー

本セミナーには、全国から90名以上の応募があり、年齢、立場、がん種などが偏らないよう、慎重に選

考した上で、30名が参加しました。

参加者は、もちろん初対面です。まずは、ゲームを取り入れながらの自己紹介からスターとし、アイスブ
レイキングの後、第1期～3期のOCT卒業生4名による活動報告を聞きました。
数年前までは、「1人のサバイバー」に過ぎなかった卒業生が、このセミナーで何を学び、何を感じ、どの

ようにして第一歩を踏み出し、現在活動しているのか、というストーリーを聞くことで、本セミナーのテーマ
でもある「体験談」がどれだけ力強いかを実感することとなりました。

その後、医療者、メディア、がん患者会代表など、がんに関わる各ステークホルダーからの立場での活
動、がんサバイバーに期待することの講演を受け、自分のがん体験談をどう効果的に作成し、発表し、活
動につなげるかを学びました。
後半は、実際に各自体験談を組み立て、グループで共有した後、各グループより代表1名が発表し、講
評をいただいて閉会しました。
自分も発表したかったという声が多く聞かれ、参加者の活動への意欲の高まりを感じることができました。

また参加した医療者、メディア、企業、すでにアドボケートとして活躍している患者リーダーからも、「体
験談は、人を、社会を変える力を持っている」というコメントをいただきました。

終了後は1Fレストランにて懇親会を開催、参加者以外にもオブザーバの方々、卒業生も参加され、交流
を深める場となりました。その後、OCTのFacebookグループで、コミュニケーションを継続しています。
体験談を話す場としては、2017年8月に開催する「ジャパンキャンサーフォーラム」でのOCTセッションでの
発表を予定しています。



プログラム



2. アイスブレイキング（自己紹介をかねたゲーム）
– ナカムラ アヤさん–

Pirates of Tokyo Bay 即興パフォーマー

自身もサバイバーで、即興パフォーマーのアヤさんのリードにより、
自己紹介代わりのゲームからスタートしました。
まずは同じグループのメンバー同士、顔と名前をお互い覚えられる
ように、声を出し、体を使って進めていくうちに緊張もほぐれ、次第に
仲間意識が芽生えていきました。

3. OCT卒業生の体験談と活動報告
–岸田徹さん（1期）・砂川未夏さん（2期）・沖真由香さん（3期）・浜田勲さん（3期） –

1期から3期までのOCT卒業生4名が、体験談を話すこと
の大切さ、そしてOCTセミナー受講後の現在の活動報告
について、お話しました。3参加者は、同じ「サバイバー」
が話す言葉に、そのパワーを実感しました。

1. Over Cancer Together について・今日の流れ
– 川上 祥子 –
認定NPO法人キャンサーネットジャパン 理事・事務局長

今回で4回目の開催となる「サバイバー・スピーキング・セミナー」
の目的、意義を説明し、また、サバイバーががんと向き合う上で生じる
問題、サバイバーとしてのアドボカシーについて話しました。



卒業生の体験談と活動報告④ 【自分の心の声を聞いていくと、そこに大切なことがある】
–砂川 未夏さん（2期） –

卒業生の体験談と活動報告② 【Open your mind 心を開いて】
–沖 真由香さん（3期） –

卒業生の体験談と活動報告③ 【同じ仲間と生きるためのチームを発足、活動中】
–浜田勲さん（3期） –

卒業生の体験談と活動報告① 【経験者の情報を今、闘病中のあなたへ】
–岸田徹さん（1期） –

キャリアカウンセラーとして活躍中の砂川未夏さんは、OCTセミナー受講が、
自身の体験をどう生かしたいか考えるきっかけになりました。
病気になっても働き続けられるサポートをしていきたい、命と仕事に向き合ってきた
彼女だからこそ、できる活動です。
「心(heart)には、耳(ear)が入っている」 まずは自分の心の声を聞いていくと、そこに
大切なことがある。
ここから何かが始まる、未来を作っていく、伝えることで何かが変わる、そうお話しま
した。

辛い治療中、支えとなり救ってくれたのは、「サバイバーの生の声」だったという
沖真由香さん。“がんとともに生きよう！”と、気持ちを切り替え、「なにか、誰かの
ためになれたら」との思いから、OCTセミナーを受講しました。
大切なのは、伝えたいメッセージを言語化すること、自身のがん体験を振り返り、
生き方を見つめ直すこと。そのためには、自分自身ともう一度向き合い、そこで
何をどう感じたか、自分自身へ心を開くことが一番大切だと感じたそうです。
そのことが、明日への力となっていくのだとお話しました。

耳下腺・腺様嚢胞癌という希少がんを体験した浜田勲さんは、第3回OCTセミナーに
参加、その後、キャンサーフォーラムを通じ、同じ仲間とリアルに接することの喜び、
大切さを強く感じました。
OCTセミナー参加後は、目標の一つであった「OCTサバイバーズトーク」で自身の
体験談を話し、さらに仲間も増えました。
希少な体験を自分の中だけで留めておくのではなく、同じ境遇で悩んでいる方へ
発信するために、現在は、腺様嚢胞癌の患者会「TEAM ACC」、頭頸部がん患者と家
族の会「Nicotto（ニコット）」等で活動中です。

25歳で罹患した岸田徹さんは、「社会貢献をしたい」との思いからOCTセミナーを
受講しました。そこで一緒にがんばりたいと思える仲間ができ、刺激を受けたそうです。
様々な人が、様々な場所で関わっていくことができるのがOCTの強みである、
「僕のプレゼンの全ての原点はOCT」と岸田さんは話します。
受講後は、サバイバー自身が持つ悩みや疑問について、医療情報ではない患者側の
情報を伝えるために、がん体験者インタビュー番組「がんノート」を立ち上げ、インター
ネット配信をしています。今後の夢は、がん患者が笑って輝ける社会を創ること。
そのためには、サバイバー同士、励まし合い一緒に発信することを通じ、社会認知の
拡大を中心に、OCTの活動を広げていきたいと考えています。



4. 医療者から「アドボケイトとしてのサバイバーに期待すること」
– 山内 英子先生 – 聖路加国際病院 ブレストセンター長・乳腺外科部長

「自分らしさを見つけ、自分らしい選択を」
アドボケイトとしてのサバイバーに期待すること、3つを軸にお話しされました。

①使命を感じる-自分向きのベクトルではなく、外向きへ
②時期を考える-時を焦らない、経験は必ず社会に用いられる
③思いを行動に-変えるべきことを変える勇気の一歩を

今、傷つき、悩み迷っている人々の代弁者として、声を上げてほしい、意識を
持ってほしい、また、自分自身が体験していることは自分にしかできないこと、
そのことを上手に医療者へ伝えてほしいとお話しました。

5. メディアの立場から「メディアの取組みと課題・がん患者に期待すること」
– 橋本 佐与子さん – MBS毎日放送 報道局記者

MBSがん検診啓発キャンペーン「JUMP OVER CANCER」のディレクターとして、医療
情報の発信をされている橋本佐与子さん。橋本さんのこだわりのひとつは、取材を
受ける方のお名前、お顔を隠さず伝えることです。そのメリット、デメリットを伝え、
隠さず報道することで、視聴者がより身近に、当事者感を持って受け止められる、
得られるものが必ずあると信じて取材を続けていることが伝わりました。
メディアにできることは、過剰に不安も安心も与えないこと、事実をいかに当事者感
をもって受け止めてもらうかということ。そして、何より希望を忘れてはいけない、と
いうことです。
参加者へのメッセージとして、何かを発信するときは、何を一番に伝えたらよいのか
キーワードを常に考えてほしい、とお話されました。

6. 「がんの政策を知ろう！」
– 天野 慎介さん – 一般社団法人グループ・ネクサス・ジャパン 理事長

7. 現役患者リーダーから「がんアドボケイト これまでとこれから」
– 若尾 直子さん – 山梨まんまくらぶ代表･厚生労働省がん対策推進協議会委員

行政や患者会など、多方面で活動されている若尾直子さん。自身の体験から、一人の
アドボケイトとして、「七位一体のがん対策」についてお話されました。
七位一体を構成するのは、①患者・市民 ②行政府 ③立法府 ④教育分野 ⑤医療分野
⑥企業 ⑦報道です。
この7つの分野を意識し、社会を支え、文化を変えていく活動を若尾さんは目指しています。

「サバイバーでないと解らないことはたくさんある。社会、文化を変えるのは、アドボケイト
にしかできない。がん医療の根幹が変わろうとしている今、柔軟なやり方でアドボケイトに
なってほしい。」そう若尾さんは願います。

自身もがん体験者であり、患者の立場としても様々な活動をされている天野慎介さん。
がん対策基本法成立に寄与した国会議員・故山本孝史氏のスピーチと元厚生労働大臣
の尾辻秀久氏の追悼演説を視聴した後、がん対策基本法が成立されてからの10年を振り
返りながら、また新たな課題についてのお話をされました。

「私たちは発信できる立場にある。自分たちの声で自分たちの思いを届けていくことが使命
だと思っている。そして何を持って帰っていただけるのか、常に考えながら話している。」
その言葉が印象的でした。



8.体験談を作成する 「あなたの思いを形にするために」
– 大友明子– 認定NPO法人キャンサーネットジャパン・OCT1期卒業生

9. 体験を伝えるということ ～公の場で話す「コツ」と「大切なこと」 ～
– 川上 祥子 – 認定NPO法人キャンサーネットジャパン 理事・事務局長

体験談が完成したら、次は「伝える」ということについて、川上が、「公の場で話すコツ
と大切なこと」について、お話しました。
講演時のマナーや身だしなみなど、場と目的を理解した上で、伝えたいことと伝える

べきこと、そして何を期待されていて、どのようにして伝えるか、ということを考えなが
ら話すこと、今後につなげていくために、主催者や参加者の反応を振り返り、自分へ
の反省も忘れてはいけない、と締めくくりました。

自分の体験から感じた「サバイバーシップ」に関するテーマを決め、体験談の作成、
発表までをワークショップを通して学びました。

一人一人の体験談（メッセージ）を、より効果的にするための方法の一部です。

・具体的に（登場人物や背景など）
・情景を描き出す（観衆の脳裏に詳細がイメージできるような描写）
・焦点を絞る（目的を持って話すことが大切。タイトルを決めるとぶれない）
・解決策を明らかにする（体験を聞いてもらうだけでなく、慣習が行動を起こせるよう

な具体的な解決策を提示する） など。

10. 効果的なSNSの使いかた「ソーシャルメディアを利用する」
– 柳澤 昭浩 – 認定NPO法人キャンサーネットジャパン 理事

日々の活動の中で、ソーシャルメディアを活用している柳澤より、発信する側として
SNSで気をつけなければいけない点についてお話しました。

炎上を過度に恐れることはないこと、SNSもリアルなコミュニケーションと同じなので、
直接目の前に口にできないことは発信しない、ということなど、参加者にとって身近
なツールなだけに、真剣な表情で聴き入っていました。



11. 発 表 – 5名（各グループより代表者1名） –

最後は発表です！各グループから1名、代表者によるスピーチを行いました。
5分間の限られた時間の中でしたが、心に響く素晴らしいお話ばかりでした。
時間の都合上、参加者全ての方に発表していただくことができなかったのが残念でした。

12.講 評

實原和希 /  舌がん体験者

同じように悩み苦しんでいる人
の力になると信じて、今日、この
日を期に自分の言葉で発信して
いきたい。

轟浩美/ スキルス胃がん患者遺族

患者家族として、自分の失敗
や経験を話すことで、同じ思い
をしている人の気づき、励みと
なりたい。

鳥井大吾 / 軟部腫瘍体験者

自分自身が感じた孤独や先
が見えない不安。社会復帰

した今、仕事を通じて発信して
いきたい。

市村公之輔 / 大腸がん体験者

若い世代ががんになっても
自分のライフプランを立てる
ことが大切。

島田 奈々/ 乳がん体験者

サバイバーの発信は、患者
にとって道しるべになると信じ
て発信していきたい。

様々な立場で、がんに関わり、第一線で活躍されている
約20名のオブザバーの方に参加いただいた「第4回がん
サバイバー・スピーキング・セミナー」
総評として、感想と激励の言葉をいただきました。

「サバイバーの言葉は、社会を変える力を持っている」
その言葉を胸に、30名の参加者は新たな第一歩を踏み出す
ことでしょう。



懇親会

セミナー終了後、場所を移して懇親会が開催されました。
参加者、オブザーバー、卒業生が参加し、和やかな時間となりました。
ひとりずつOCT修了証授与があり、感動的な一場面も。
セミナーでは、グループワークが主でしたので、懇親会では、参加者同士が交流を深め、
卒業生からも現在の活動状況など一言ずついただき、これからの励みとなったと思います。

今日、この日が新たなスタート地点となることを願っております。


