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Over Cancer Together〜がんを共にのりこえよう〜あなたの声が社会を動かす
第7回キャンサーサバイバー・スピーキングセ・セミナー
オンライン開催

【開催⽇】2021年6⽉27⽇(⽇)

「あなたの声が社会を動かす」をスローガンに2012年から始まった「Over Cancer Together〜が
んを共にのりこえよう（ＯＣＴ）」のキャンサー・サバイバー・スピーキングセミナー。がん患者
やがんに関わる⼈々が体験を語ることで、がんの課題を明らかにし、よりよい社会へ変えていくこ
とを⽬的に、「語り⽅、伝え⽅」を実践的に学ぶセミナーです。2020年に開催を予定していた第7
回⽬は、コロナ禍の影響により延期し、2021年6⽉27⽇(⽇)、初のオンラインにて開催されました。

今回も全国から募った応募者から30名が選考され、（最終的に22名が参加）宿題として出された
「提議したい講演」シートをそれぞれが準備し、当⽇に望みました。
セミナーではOCT修了⽣による司会やファシリテータを中⼼に、運営スタッフが参加者をサポート。
修了⽣の活動報告や、選りすぐりの講師陣による、必要な知識、語り⼿としての⼼構えやノウハウ
を学ぶ数々の講義。グループで実践するワークショップとその成果の発表が⾏われました。第7期⽣
となった参加者の皆さんが、新たな扉を開くために学んだ、充実の⼀⽇をレポートします。

10:00~10:05 5分 開会挨拶・注意事項 ⼤友明⼦さん
10:05~10:15 10分 OCTとは 國村三樹さん
10:15~10:25 10分 アイスブレイク コービンあやこさん
10:25~10:35 10分 OCT 修了⽣からの報告 柴⽥敦巨さん（猫⾆堂）

吉⽥ゆりさん（がんと働く応援団）
10:35~10:55 20分 国の政策を知り、患者が出来るロビー活動 天野慎介さん
10:55~11:10 15分 休憩 ブレイクアウトルーム作成
11:10~11:20 10分 ブレイクアウトルーム移動 １ ⾃⼰紹介 ⾃⼰紹介 （参加⽬的など）

ブレイクアウトルームから戻ってくる
11:20~11:40 20分 プレゼンテーションのまとめ⽅（体験を伝えるコツと⼤切なこと）久⽥邦博さん
11:40~12:20 40分 ブレイクアウトルーム移動 ２ ワークショップ 3〜4⼈グループ（メンター1名）
12:20~13:15 55分 昼休憩
13:15~13:35 20分 メディアを有効に活⽤するために 橋本佐与⼦さん
13:35~13:40 5分 Q&A
13:40~14:00 20分 医療者からキャンサーサバイバーに期待すること ⼭内英⼦先⽣
14:00~14:05 5分 Q&A
14:05~14:15 10分 休憩
14:15~14:45 30分 これからのがん治療の展望 佐々⽊治⼀郎先⽣
14:45~14:50 5分 Q&A
14:50~15:20 30分 ブレイクアウトルーム移動 ３ 再び ワークショプ 発表者決定
15:20~15:30 10分 休憩
15:30~16:10 40分 発表 各グループより1名選出
16:10~16:45 35分 メンター/講師からの感想 ⽊原事務局⻑から閉会挨拶・記念撮影
16:45~17:00 15分 休憩
17:00~18:00 60分 交流会（任意）

タイムスケジュール

総合司会︓⼤友明⼦ OCT 1期 CNJ認定乳がん体験者コーディネーター



「Over Cancer Together について」 國村三樹さん

最初に、2012年にスタートしたOver Cancer 
Together(OCT)⽴ち上げメンバーの國村三樹さんから、
OCTが始まった経緯をお話しいただきました。きっかけは
2011年の東⽇本⼤震災。⽶国対がん協会とリブストロン
グ財団が⽇本の⽀援のために始めた助成事業に応募をした
理由を、「家族ががんを罹患した際、情報の少なさによる
困難を味わった経験から」と國村さん。がん患者や家族が
困らない社会のために⽀援ができないか、と抱えてきた思
いを⾏動に移しました。同財団からは助成⾦のほか⽇本で
活動を広めるためのノウハウの⽀援も受け、CNJとともに
綿密な構想を練り、「がん患者が社会を動かす」キャン
ペーンは始まりました。ロゴやイラストに込められた想い
とともに、OCTの⽬指すところを全員が確認しました。

スタート当時のワークショップの様⼦

アイスブレイキング コービンあやこさん

パーソナルトレーナーで⼦宮頸がんの⽀援グループ
「パープルユニコーン」代表でもあるコービンあやこさ
んによるアイスブレイキング。グループに分かれての⾃
⼰紹介や、全員で感情表現のパフォーマンスを⾏ううち
に、皆さんの表情に⾃然な笑顔が。最初はオンライン開
催ということで画⾯上にも緊張感が漂っていましたが、
肩の⼒が抜け、初対⾯の者同⼠の距離が⼀気に縮まる⼤
切な時間となりました。⻑丁場の1⽇に備えて、準備万
端です。

5期⽣ 柴⽥敦巨さん 株式会社猫⾆堂ＣＥＯ 看護師

「⾷べることに悩みを抱える、すべての⽅のために猫⾆堂起業」

看護師でもある柴⽥敦巨さんからは、「⽣きることは⾷べるこ
と」をコンセプトに「猫⾆堂」を起業した経緯をお話していただ
きました。⽿下腺がんの治療で、⼤きく⼝を開けて⾷事ができな
くなった柴⽥さんは、同じように⾷べる悩みを抱える⼈が「再び
⾷べる楽しみを取り戻す」ために、社内起業チャレンジに応募し、
⾒事採択。当事者の声を聴き、仲間とカトラリー(スプーン、
フォーク)を開発。プレゼンが苦⼿な柴⽥さんが⼀歩踏み出せた
のは、「OCTで伝え⽅、まとめ⽅の重要性を学んだこと。仲間と
のつながりが⼒になった」といいます。「みなさん、勇気を出し
て⼀歩進めば、つぎの扉が開いていきます」と呼びかけました。

OCT修了⽣からの報告 修了⽣⼆名から、OCT参加後の活動について報告していただきました。



6期⽣ 吉⽥ゆりさん キャリアカウンセラー ⼀般社団法⼈がんと働く応援団代表理事

吉⽥ゆりさんからは、「がんと働く応援団」の⽴ち上げと活動について報告いただきました。⼦育て
をしながらキャリアカウンセラーとして独⽴した37歳のときに卵巣がんを罹患した吉⽥さん。
がんになって初めて仕事を続ける⼤切さに気づくと同時に、がんを理由に辞めていった同僚たちが頭
に浮かんだといいます。みんなが最低限の知識を持ち、仕事継続の相談に乗る⼈が増えれば、
治療と仕事を両⽴する⼈が増える。「これは社会に必要なこと」を原動⼒にOCTで出会った野北さん
らと応援団を結成。すでに活動を始めているOCT同期から刺激を受けたとも。
コロナ禍には、⼀般に向けた冊⼦「現役世代のためのがん防災マニュアル」をクラウドファンディン
グで作成し無料配布。「がんを学び現状を知ると、世の中に必要なことは⾒えてきます。活動できる
ところから始めて」とエールを送りました。

ブレイクアウトルーム１

6つのグループに分かれてファシリテータのリードのもと、⼀⼈2分間で、⾃⼰紹介と参加のきっかけ、
今⽇この講座を受けて学びたいことを話していただきました。今⽇⼀⽇を共にするメンバー同⼠が、
お互いのことを知る時間になりました。

患者の⽴場から国のがん対策推進協議会で委員、会⻑代理を
務めるなど幅広く患者⽀援活動を⾏っている天野慎介さんか
らは、現在のがん医療政策に⾄るまでの歩みをお話いただき
ました。⽇本のがん医療の⼤きな転機となった、がん対策基
本法。2006年にこの法案が成⽴した裏には、がん患者が置か
れている環境の不備を島根県から訴え、国を動かした故・佐
藤仁さんや、法案の早期成⽴に、国会の場で⾃⾝のがんを公
にして尽⼒された故・⼭本孝史参議院議員など、多くのがん
患者や家族、与野党議員らの存在があったことを挙げ、「い
まの医療の恩恵が受けられているのは、過去に襷をつないで
こられた⽅々がいるから。決して当たり前ではない。皆さん
にもぜひ襷をつないでほしい」と伝えられました。
また、政策に関わる国会議員との⽇ごろからのつながりは⼤切で、まずは有権者の話をよく聞いてくれ
る地元の国会議員にアプローチするとよい。メディアからの取材を受ける際は視聴者の共感を得る演出
も⼤切など、具体的なノウハウを伝授。「これからの患者さんは経験を理論的に伝えることが⼤事。医
学研究についても学び、⾃分の意⾒を述べ、声を上げることができない多くの患者さんに還元していた
だけることを願っています」と。締めくくりました。

「国の政策を知り、患者ができるロビー活動」
⼀般社団法⼈グループ・ネクサス・ジャパン理事⻑ 天野慎介さん



本⽇のワークショップに⼊る前に、プレゼンテーショ
ンスキルコーチの久⽥邦博さんから、話の組みたて⽅
について講義がありました。久⽥さん直伝、プレゼン
テーションのコツは

１、「ゴールのイメージ」をはっきりさせる。
２、伝えたいことを「3つに絞る」
３、頭に残る「最初と最後で絞り込む」
の３つ。

「プレゼンテーションのまとめ⽅ 体験を伝えるコツと⼤切なこと」
久⽥邦博さん OCT1期⽣ しあわせです感謝グループ 代表 プレゼンテーションスキルコーチ

具体的には1、ゴール設定は、どんな社会にしたら⾃分が満⾜できるか「⽬的」を明確にもち、今⽇のプレ
ゼン「⽬標」をはっきりさせること。2、ゴールへたどり着くために必要な3つのキーワードを決め、それ
以外のことは⼀切削除。三話完結のドラマ仕⽴てのように語る。３、⾔葉は最初と最新が⼈の頭に残るた
め、最初に結論とビジョン、2を間に挟み最後にまた結論とゴール（今⽇⾏動してほしいこと）をお願いす
る。この順番が⼤事。ちなみにこの⽅法は、営業で確実に売り上げをあげるプレゼン法でもあるそうだ。
「想いはあっても、何を話しているのかわからなければ⼈に伝わらない。⼀回のプレゼンで何⼈を魔法に
かけ、味⽅につけられるかが勝負です」と久⽥さん。プレゼンのスキルを磨くために何度も振り返りたい、
実になる話が凝縮されていました。

ワークショップ１(40分間)

グループに分かれて⾏うワークショップ１は、宿題で出た講演タイトルと語る対象者、内容を持ち時間5
分で発表し、メンバーから感想をもらう時間に。講師の久⽥さんから学んだばかりのノウハウを反復しな
がら、講演内容を⾒直しながら皆さんそれぞれに貴重な経験と訴えたい想いを伝えました。また、仲間の
発表も漫然と聞くのではなく、伝えるコツを念頭に置くことで違う聞こえ⽅もあったようです。

「メディアを有効活⽤するために」
橋本佐与⼦さん（MBS 毎⽇放送 報道情報局 ディレクター）

2011年近畿⼤学の腫瘍内科の密着取材を⽪切
りに、数々のがん医療の報道に取り組んでき
た橋本佐与⼦さん。オプジーボを取り上げた
「がんとお⾦」。誤った医療情報の蔓延を取
り上げた「がんとネット」など番組を例に、
⼤切なテーマをいかに視聴者の共感を得なが
ら伝えるかを語ってくださいました。
「この10年、著名⼈のがんの公表や、標準治療への理解、若いサバイバーさんの盛んな情報発信、がん
=死のイメージが薄れるなど、変化を感じます」とも。ネット社会で情報が氾濫する時代こそ正しい情
報を繰り返し伝えることがメディアの使命。プライバシーは重要としたうえで、実名や顔を明かすこと
で、信ぴょう性や説得⼒が⽣まれること。またメディアの取材を受けるとき「何を⼀番伝えたいかを整
理することが⼤事。⽇記やメモ、写真や動画など、細かな情報や記録が取材では重要なキーワードにな
る」とアドバイスも。最後に、「ご⾃⾝の経験を活かしたいという思を誠実に受け⽌めるメディアは必
ずいます。私もその⼀⼈でいつづけたい」と、参加者への期待で締めくくりました。



医療者から(アドボケイトとして)キャンサーサバイバーに期待すること」
あなただけの特別から、みんなのために
⼭内英⼦先⽣（聖路加国際病院 副院⻑ ブレストセンター⻑）

OCTの⽴ち上げからかかわってくださっている⼭内英⼦先⽣からは、「皆さんには、⾃分の経験を語る
のではなく、アドボケイトとして活躍していただきたい」、とお話がありました。アドボケイトとは、
声をあげられない⼈の代わりに代弁、擁護(アドボカシー)する⽀援者のこと。そのために必要な原則と
して、「１、常に相談者の最善の利益に向けて⾏動する」「２、⾃⼰決定を尊重する」「３、正確な情
報を提供する」の３つを挙げました。取材を受けるときも、画⾯や誌⾯の向こうにいる⽅の利益になる
正確な情報を提供する。そのためには勉強する努⼒も⼤切であること。取材受ける時期に関して、治療
で精いっぱいのときは、焦らずに次の機会を待つことも⼤切と付け加えました。また、医学的根拠がな
く、⾃分の経験や想いだけで語ったことが、相⼿の⼈⽣を(マイナスに)変えてしまう可能性もあること
を忘れないで、とも。「⾃分にとって特別な体験を、どうすれば⼈の役に⽴てるか、つねに外向きのベ
クトルで考え、変えるべきものを変える使命感と勇気をもって発信されることを期待しています」。ア
ドボケイトの根底はすべて「愛」と締めくくりました。

「これからのがん治療の展望」
佐々⽊治⼀郎先⽣ （北⾥⼤学医学部新世紀医療開発センター 横断的医療領域開発部⾨ 臨床腫瘍学）

「がん患者さんが発信する際に、とても⼤切なことの⼀つが正確な情報を伝える、という⼼構えで
す」とは、がん薬物療法の専⾨医で、OCTの講師としてもおなじみの佐々⽊治⼀郎先⽣。現在のがん
の標準的な治療と、最新の治療について「１、がん細胞の特徴 基礎知識→正常な細胞との違い」
「２がん治療総論→現在の標準治療について」「３がん薬物療法の最新情報→特に進歩が⽬覚ましい
薬物療法、ゲノム医療」の3部構成で、たいへん難解な話を、とてもわかりやすく解説してくださいま
した。とくにがん薬物療法の進歩については、2020年から2021年3⽉までに承認された薬剤を例に、
主流となっているバイオマーカー別の治療について解説。いま、がん治療は緩和療法も含めてすべて
において進化している。ただし、新しい治療法や検査法について、マスコミやSNSなどでセンセー
ショナルに取り上げて話題になることがあるが、まだ承認されていない医療について「最初から信じ
込むのではなく、「本当にそうかな︖」と批判的な視点で⾒ていただくことも⼤切」と、重要な点を
指摘しました。



ワークショップ２
各グループの発表者を決めみんなでまとめ上げる

午前中のワークショップ１で共有した話をもとに、午後のワークショップ２では最初にグループから1
名の発表者を決めるためのディスカッションが⾏われました。基本は⾃薦、いなければ他薦かファシ
リテータが決めます。発表者が決まったら、今⽇講義で学んだことをベースにみんなでより良いもの
に再構築し、30分でまとめ上げるという作業に⼊ります。講師の久⽥さんが各グループを周り的確な
助⾔を。仲間の原稿を客観的にみて作り上げる作業はそれぞれに新たな学びとなりました。

第6グループ 浅野 千鶴⼦さん テーマ「がんになった時に早期にがん⽀援センターを活⽤すること
が⼤切」
対象︓患者や医療従事者
6年前に多発性⾻髄腫を告知され、昨年は難病で危篤状態となった浅野さん。コロナ禍で家族とも⾯会
できないなか、6年間⾃分や家族を⽀えてくれたのは、院内にあるがん⽀援センターの看護師さんだっ
た。危篤状態の浅野さんに代わり、他の医療従事者に彼⼥の希望を伝えてくれたことは感謝しかない。
患者同⼠の相談ごとも、相談⽀援センターと共有するなど、相談⽀援センターをもっと活⽤するよう
な取り組みをしたいと締めくくりました。

第1グループ 藤⽥ 理代さん テーマ「産婦⼈科で若いがん患者の⼼に届く愛のある声かけ」
対象︓産婦⼈科で若いがん患者の治療や⽀援に関わる⼈。
29歳で妊娠性絨⽑がんになり、妊産婦さんもいる空間で治療を受けた藤⽥さん。「⾟い」と声にでき
なかったことが⻑く⼼の傷として残った経験から、最も⾟い時期を知るスタッフから、患者が本⾳を
打ち明けられるような「愛」のある声かけを続けてほしい。「そのひと声が、患者が“そのあと”を⽣
きる⼒に変わっていく」ことを⼀緒に考えたいと語りました。

発表
それぞれのグループから代表者が5分間で発表しました。

第2グループ ⾼橋 克典さん テーマ「病気でわかった⾃分を味⽅につける⼤切さ」
対象︓がんになる前の、とくに同世代（40代）
突然のがん告知を感情に流されず冷静に受け⽌められたという⾼橋さんは、その理由を、正確な情報
を得て家族や社会と共有したことと分析する。その経験からすい臓がんに罹患した⽗に寄り添うこと
ができた。がん告知はパニックに陥りがちだが、置かれている環境を客観的に⾒ることで、⾃分⾃⾝
が⼀番の応援団になれることを、がんになっていない⼈に伝えたいと訴えました。
第3グループ 榊原 由佳さん テーマ「ホットなつながり私らしく⽣き抜く」
対象︓友⼈知⼈、サバイバー仲間
乳がんになった榊原さんが真っ先に直⾯したのは「派遣社員で独⾝の私の仕事と⽣活はどうなる
の︖」という不安だった。満員電⾞の優先席でヘルプマークをつけた榊原さんに席を譲ろうとしてく
れたお年寄りや妊婦さんの優しさ。がんを経験し、優しい気持ちでこの経験を分かち合うことが、誰
かの⼀歩前進する勇気につながる気づきがあった。「お互いさまと思う⼈が増えたら世の中はもっと
平和になると思います」と締めくくりました。

第4グループ 吉野 清美さん テーマ「⾃分らしい⽣きかたに沿った医療・ケアのありかた」
〜私の⽣き⽅連絡ノートを活⽤して
対象︓医療・ケア専⾨職
スキルス胃がんで倒れたとき、経営していた会社を閉じるよう医療者から⾔われたケアマネージャー
の吉野さん。無理な化学療法を勧められ、後悔しながら亡くなった乳がんの友⼈。医療従事者に本⾳
を⾔いづらい現実にもやもやしていたとき出合った、「私の⽣き⽅連絡ノート」。⾃分の望む⽣き⽅
を記⼊し、3分の外来診療でも医師に伝えることができるツール。これを専⾨職も体験することで、患
者の気持ちが理解できる。その⽀援をするのが⼤きな夢、と語ってくれました。

第5グループ 仲江 翔太さん テーマ「いまを⽣きる、⾃分を⽣きる、かけがいのない学⽣時代」
対象︓教育関係者、⽣徒、医療関係者
5歳の時に急性リンパ性⽩⾎病になり、現在MSWとして⼩児がん患者⽀援に携わる仲江さんは、⼩児
がんになっても「⾃分らし⽣きていける社会の実現」を⽬指したいと話してくれた。そのための課題
は、⾃⼰肯定感が低くなる患者のメンタルヘルスのケア。そして、通学が難しい⼦供にとって学校か
らの孤⽴（これは社会からの孤⽴に等しい）。⾃⼰形成に⼤切な時期に、⽣徒や教員、医療者が患者
の実情と正しい理解。教育と医療が連携した⽀援体制を求めたいと訴えました。



各グループのファシリテータからの発表全体の感想
コービン あやこさん
皆さんの伝えたいメッセージがひしひしと伝わってきて、感動すると同時にがん患者としてできるこ
とがまだあると感じました。共通している「思いやり」や「コミュニケーション」はこれからキー
なっていくのでは。

野北 まどかさん
短い間にここまでまとめ上げてこられたのが素晴らしい。20年をスパンで考えるとが
ん医療は⼤きく変わったと思うけれど、こうやって話を聞くと、まだまだ課題はいっ
ぱいあり、まだまだ変えていける。社会はまだまだよくなるんだろうなと実感しまし
た。
柴⽥ 敦巨さん
それぞれががんを経験して初めて気づくことがたくさんあると思いますが、その気づきにはすごく価
値があると思うので、あとはそれらの使いかたを、今⽇学んだかことをしっかり⽣かして頑張ってほ
しいと思います。私も本当に勉強になりました。

吉⽥ ゆりさん
同じがんという病気を経験したというだけで、これだけ⾊々な⼈が集まる場は他になく、少しずつ視
点や考え⽅が違う話を聞けたことは、今後、皆さんが発信していく上で⼤きな気づきとなったと思い
ます。この輪を⼤切に、⼀緒に活動ができたらいいなとすごーく思いました。

⼤穂 その井さん
ご参加された皆さんは、この先、新しいドアが開いたことを実感するのだと思いま
す。皆さんの体験を通した提⾔が社会へ届くように⾔葉をとがらせ、ブラッシュ
アップしてください。この先悩んだら「あなたの声が社会を動かす」、ぜひこのス
ローガンに戻ってきてください。

阿蘇 敏之さん
発表された皆さん緊張はされたと思いますが、しっかり伝えたいことを伝えていた
だき、聞き⼊りました。今後、伝えていく場が増えると思いますが、経験を積み重
ねていくほど、いいプレゼンになっていきます。みんなで協⼒して、いいものを作
り上げていきましょう。
プレゼンの講師をしてくださった久⽥邦博さんからの感想
今⽇の講義は、今⽇の発表のためだけに話したわけではなく、これからずっと活動されていく、皆さ
んの未来のために資料を作りました。つねに⾒直して⽣かしていただければありがたいです。同じサ
バイバースピーカーとしてお伝えしたいのは、皆さんの最⼤の武器は「体験」です。ぜひこの体験し
た時に戻ってその感情を表現して、何が問題か(課題か)を伝えてください。すると⼈は動いて社会は
変わっていくと思います。最初はつらいかもしれませんが、ぜひ練習をしてください。

総合司会を担当したOCT1期⽣の⼤友明⼦さんからの総評
2012年の第1回⽬にOCTを受講し、ずっと⾒守ってこられた⼤
友明⼦さん。
「この9年間でOCTの修了⽣も180⼈を超えるほどになりました。
OCTでみんなの前で宣⾔したことを実⾏し、次の扉を開けられ
る⼈はたくさんいらっしゃいます。⼤きなアクションを起こし
実際に世の中を変えてきた⽅も、たくさんいらっしゃいます。
ただ、⼤きいことだけが⼤切ではありません。ご近所の⽅に伝
えることも⼤切なアドボカシーで、⼤きい⼩さいという規模は
関係ないと思っています。皆さんが⾏動を起こしたいときに多
くのOCT参加者が相談に乗り活動を応援してくれると思います。
ぜひ仲間とともに⼀歩ふみだしてください。

CNJ 事務局⻑ ⽊原康太より
昨年は開催を断念し、1年越しで第7回がんサバイバー・スピーキ
ング・セミナーを開催しました。画⾯越しですが皆さんとお会いで
きたこと⼤変うれしく思っております。つながりを⼤切にして今後
の活動に邁進していただければと思います。体調もあると思うので
焦らずにご⾃⾝のペースで活動してくださればと思います。CNJは
皆さんを全⾯的に応援していますので、相談いただければ、できる
ことでお⼿伝いをしますので、ぜひお声がけ下さい。



やまざきreport

今回初めてレポーターとして参加しました。がん患者の発信は注⽬を
集める⼀⽅で、深く考えずに発信した情報ががん患者さんの不利益に
つながる、という怖さもはらんでいます。
OCTはがん患者が誰かの役に⽴つために、必要な情報を、わかりやす
く発信するノウハウが学べる、他にはない貴重な場だと思いました。
今⽇、短い時間でまとめ上げた発表は、たとえうまくいかなかったと
しても当然だと思います。今⽇の学びは、これから先のための基礎と
して何度も思い返してトライすることに意味があり、そこから素晴ら
しい伝達者に育たれるのだと思います。代表で発表されたかたはもち
ろん、おなじグループで他の⼈の発表を客観的に聞き、協働して考え
構築していく作業はとても意味のある経験です。OCTに参加したこと
による皆さんの化学変化がとても楽しみです。
この素晴らしい場に参加させていただきありがとうございました。

⼭崎多賀⼦
美容ジャーナリスト・乳がんサバイバー

特定⾮営利活動法⼈キャンサーネットジャパン
東京都⽂京区湯島1-10-2 御茶の⽔K&Kビル2F
03-5840-6072
E-mail oct@cancernet.jp

OVER CANCER TOGETHER キャンペーン
http://www.octjapan.jp/

mailto:oct@cancernet.jp



