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2012 年 3 月 1 日 

報道関係各位 

「大腸がん啓発ブルーリボンキャラバン 2012」のご案内 
3 月は国際的な「大腸がんの啓発月間」です 

 

がん患者主体のがん医療の普及啓発を目指す NPO 法人キャンサーネットジャパン（理事長：岩瀬 哲）

は、画期的な治療薬の提供に取り組んでいるメルクセローノ株式会社（代表取締役社長マーク・スミス）

の支援のもと、昨年は、大腸がん患者・家族のための無料公開講座、「大腸がん啓発ブルーリボンキャラ

バン」を、東京、松山、札幌、大阪（全国 4 都市）にて開催いたしました。2012 年は、金沢、東京、

新潟、福岡、熊本、名古屋の全国 6 都市で開催いたします。 

日本では毎年、推計 10 万人以上が大腸がんと診断され、全がん罹患者の 15%を占め、胃がんに続き、

2 番目に罹患者数が多いがんと言われています。大腸がんは、運動・食生活による予防効果や、便鮮血

検査などの検診による死亡率低下も明らかながんと言われています。 

一方で、大腸がんの治療法の進歩は目覚ましく、この 10 年、新規抗がん剤や、分子標的薬の登場に

より、着実に生存期間の延長が報告されています。加えて、大腸の遺伝子の検査により、事前に治療効

果が予測できる個別化治療も進展しています。 

しかしながら、日本では大腸がんの認知度は低く、治療の進歩についても知られておりません。米国

の研究では、科学的根拠に基づく最新の医療情報を調べる（知っている）患者は、適切な新しい治療を

受ける比率が高かったと報告されています。このような背景より、大腸がんの啓発活動が必要です。 

3 月は国際的な「大腸がんの啓発月間」です。この機会に、ぜひ大腸がんをお取り上げいただき、大

腸がんの啓発活動にご支援いただきたく存じます。 

 

「大腸がん啓発ブルーリボンキャラバン 2012」の開催概要は、以下の通りです。 

開催日 都市 会場 特別ゲスト 

1 月 28 日（土） 金沢 石川県女性センター 松本裕子さん・いちむじん 

3 月 17 日（土） 東京 秋葉原 UDX シアター 
中井美穂さん・いちむじん 

金哲彦さん 

5 月 26 日（土） 新潟 朱鷺メッセ 松本裕子さん・いちむじん 

7 月 14 日（土） 福岡 レソラ NTT 夢天神ホール いちむじん・他、現在調整中 

9 月 22 日（土） 熊本 現在調整中 いちむじん・他、現在調整中 

11 月 24 日（土） 名古屋 ダイテックサカエ貸会議室 いちむじん・他、現在調整中 

 

講演者はそれぞれの地域で大腸がん治療に関るオピニオン・リーダーに依頼し、イベント運営は NPO

法人キャンサーネットジャパンに加え、地元の皆さんと運営にあたります。これまで日本において、大

腸がん（特に治療に特化した）イベントが少なかった事、全国を縦断するイベントである事、イベント

運営を支援団体自身で行う事など、大変意義深いものと認識しており、是非、多くの方々に周知いただ

きたく、ご案内申し上げます。 
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毎年 3 月は、世界的な大腸がんの啓発月間です。ブルーリボンキャラバン第 2 回目は 

3 月 17 日（土）東京・秋葉原にて開催します。 

 

 

 

コンテンツ 時間  座長・演者・演題等 

総合司会：中井 美穂（アナウンサー） 

開会挨拶 
1４:00-1４:05 

（5 分） 

「開会挨拶」 

NPO 法人キャンサーネットジャパン理事 小西 敏郎 

挨拶 
1４:05-1４:15 

（10 分） 

「大腸癌研究会 会長の挨拶」 

東京医科歯科大学大学院腫瘍外科学 教授 

大腸癌研究会 会長 杉原 健一 

特別講演 
14:15-14:40 

（25 分） 

演題：「すべての大腸がんサバイバーに捧ぐ：走る（生きる）意味」 

講師：NPO 法人ニッポンランナーズ 金 哲彦 

基調講演① 
14:40-15:10 

（30 分） 

演題：「大腸がんとは？予防・検診の実際」 

講師：東京医科歯科大学大学院腫瘍外科学 石黒 めぐみ 

基調講演② 
15:10-15:40 

（30 分） 

演題：「大腸がんの外科的治療と補助療法」 

講師：北里大学東病院消化器外科 佐藤 武郎 

基調講演③ 
15:40-16:10 

（30 分） 

演題：「大腸がんの薬物療法（抗がん剤・分子標的治療）」 

講師：国立がん研究センター東病院消化管内科 吉野 孝之  

コーヒーブレーク（調整）16:10-16:25 

コンサート 
16:25-16:55 

（３0 分） 

「いちむじん」コンサート 

NHK 大河ドラマ「龍馬伝」BGM を担当したクラシックギターデュオ 

Q&A・トーク 

セッション 

17:00-17:50 

（50 分） 

もっと知ってほしい「大腸のがん」のこと 

司会：   中井 美穂（アナウンサー） 

パネリスト：東京医科歯科大学大学院腫瘍外科学 教授 杉原 健一 

     東京医科歯科大学大学院腫瘍外科学 石黒 めぐみ 

北里大学医学部外科学・北里大学東病院消化器外科 佐藤 武郎 

      国立がん研究センター東病院消化管内科 吉野 孝 

NPO 法人ニッポンランナーズ 金 哲彦 

閉会挨拶 
17:50-18:00 

（10 分） 

「閉会挨拶」 

NPO 法人キャンサーネットジャパン事務局長 柳澤 昭浩 

＊懇親会 
18:00-19:30 

（90 分） 

演者・参加者による懇親会（参加費\2,000） 

＊希望者のみ 
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NPO 法人キャンサーネットジャパンについて 

 

1991 年二人の医師により、米国における乳がん患者向け冊子を翻訳・出版・無償配布した事に始ま

ります。その後、各種がん患者向け書籍の出版、NCI キャンサーファックスの翻訳提供（現在終了）、NCI 

PDQ の翻訳 Web 公開（現在更新終了）、電話・手紙・メイル・ファックスでの「セカンドオピニオンコ

ール」等のサービスを提供してきました。2002 年には、東京都より NPO 法人格を取得し、同年、キ

ャンサーネットジャパンホームページが日経インターネットアワードを受賞しました。2007 年 1 月か

らは組織を一新し、専用事務局を開設し、がん医療の啓発イベントの開催、教育事業、市民へのがん啓

発活動を行なっています。 

 

 NPO 法人キャンサーネットジャパン 事務局長 柳澤 昭浩 

Tel. 03-5840-6072 / Fax. 03-5840-6073 

http://www.cancernet.jp/ 

 

【ニュースリリースに関する問い合わせ先】 

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 

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


