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セミナープログラム 参加人数

再発転移乳がん 179 名

最新がん医療 184 名

ゲノム医療元年 56 名

免疫治療薬の可能性 45 名

開催プログラム



メディア 掲載

■テレビ

2019/10/25（金） 情報番組「News ミント」木山裕策さんの特集

2019/11/2（土） MBS 昼のニュース

2019/12/2（月）
1:55-2:55

特別番組「つながる、集う、伝える MBSがん検診啓発キャンペーンがめざすもの」

■ラジオ

2019/10/28（月） ありがとう浜村淳です

2019/12/23（月）
PM7:00~PM8:00

サブステージ
「ＭＢＳラジオ特別番組「もっと知ってほしい、緩和ケアのこと」

■新聞

2019/11/2 毎日新聞朝刊（大阪版）

サイネージ （MBS 1F ロビー エントランス）



展示ブース （MBS 1F ロビー エントランス）

LAVENDER RING（Supported by 資生堂）
がんロコモ
株式会社ポーラ
グンゼ株式会社
ダカラコソクリエイト
ブーケ＜若い女性オストメイトの会＞
公益社団法人日本オストミー協会大阪府支部
がん哲学学校 in 神戸 メディカル・カフェ
リレー・フォー・ライフ・ジャパン芦屋実行委員会
NPO法人キープ・ママ・スマイリング
NPO法人チャイルドケモハウス
大阪府がん診療連携協議会相談支援センター部会

精巣腫瘍患者友の会 J-TAG

NPO法人腺友倶楽部
サバイバーナースの会 ぴあナース
アイグレーマシュマロタッチ
一般社団法人ブレストフォト協会
がん患者グループゆずりは
一般社団法人ピアリング
よつばの会
TEAM ACC

チーム闘病記
ともいき京都
大阪QOLの会
「虹の会」OSAKA



セミナー１ 進化！！「再発転移乳がんの最新トピック」

総合司会：豊島美雪さん（乳がんサバイバー）

最新薬物療法〜関西を代表する乳腺専門医からのメッセージ〜
講師：中山貴寛（大阪国際がんセンター乳腺・内分泌外科）

骨転移、その時どうすれば・・・
講師：大島和也（ベルランド総合病院 整形外科）

乳がんサバイバー：西尾美映

アンケート結果 回答 127名

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？

このプログラムでもっと知りたかった情報は何ですか？

ちゃぷらステージ （MBS 1F）

このプログラムの感想は？

① 大変満足 52.8%

② 満足 32.3%

③ どちらとも言えない 3.9%

④ 少し不満 0.8%

⑤ 不満 0.0%

無記入 10.2%

大変満足、満足の理由：

・先生方の話もよく分かったしセッションも楽しく開けました。
司会の豊島さんもとても楽しく進行されていたと思います。

・骨転移について知らなかったこと、新しい薬について知ることが
できたことです。

・最新の情報が分かりやすく教えていただけて良かったです。
・新しい薬が多く出ていることが分かってよかったです。
・治療やケアの未来を知ることで心配や不安が減りました。
・日頃から何かと情報収集や勉強をしているのでもう少し踏み込
んだ内容も聞きたかったなあと思う。やはり最新情報は一番注目
している。

どちらとも言えない理由

・もっとゆっくり聞きたかったです。
・もう少し詳しく知りたかった
・少し専門的でわかりにくかったところがあった。
・内容はとても難しかった。
・時間がもう少しほしかった。

すこし不満の理由

・スライドの資料が欲しかった。（書き留めきれなかった）
新しい薬をちゃんと習得したかった。

・がんロコモ
・新しい治療のこともよくわかりました。
・最新の薬物療法について教えていただけてとても勉強になりました。
・遺伝子パネル検査の保険適用
・新薬の情報。がんロコモ、がんケアがんは治療だけではなくケア
の大切。

・緩和外科という考え方。
・がんロコモについてはあまり聞いたことがなくて良かったです。
・新薬が次々と実用化されていこうとしていること。
・骨転移医療についていろいろ聞けた。

・新薬の情報
・最新の薬物療法
・がん遺伝子パネル検査
・リンパ節除去とリンパ浮腫の治療。新しい抗がん薬、分子標的薬をもっと詳しく。

このプログラムへ参加した理由は？
(複数回答可)

① 正しい知識を得るため 52.8%

② 理解を深めるため 40.2%

③ 最新の情報を知りたくて 63.0%

④ この講師の話をききたくて 18.1%

5. そのほか 0.8%

無記入 8.7%

あなたの立場は？（複数回答可）

① 患者(治療開始前) 1.6%

(治療中) 37.8%

(治療後フォロー中5年以内) 27.6%

(治療後5年以上経過) 8.7%

(詳細なし) 1.6%

② 患者の家族 7.9%

③ 患者の友人 1.6%

④ 医療関係者(医師) 0.0%

(看護師) 6.3%

(薬剤師) 0.8%

(その他) 2.4%

⑤ プレス関係者 0.0%

⑥ 行政関係者 0.0%

⑦ ヘルスケア関連企業勤務 0.8%

⑧ その他 2.4%
無記入 6.3%



アンケート結果 回答 116 名

ちゃぷらステージ （MBS 1F）

セミナー2

激変!!「最新がん医療〜遺伝子？個別化？難しい言葉を理解するために」
総合司会：高井美紀 アナ

進化したがん医療～１０年の変化～
講師：佐藤太郎（大阪大学医学系研究科先進がん薬物療法開発学）

雑な医療情報、自分のものにするために…

講師：梅田恵（昭和大学保健医療学部がん看護専門看護師）

パネルディスカッション ゲスト
関根知嘉子（大阪医療センター認定がん専門相談員）
豊島美雪（ラジオパーソナリティ）
原千晶（タレント よつばの会代表）
木山裕策（歌手 甲状腺がんサバイバー）

このプログラムの感想

① 大変満足 44.8%

② 満足 37.9%

③ どちらとも言えない 3.4%

④ 少し不満 0.9%

⑤ 不満 0.0%

無記入 12.9%

あなたの立場は？（複数回答可）

①患者(治療開始前) 0.9%

(治療中) 25.0%

(治療後フォロー中5年以内) 18.1%

(治療後5年以上経過) 11.2%

(詳細なし) 4.3%

②患者の家族 14.7%

③患者の友人 3.4%

④医療関係者(医師) 0.0%

(看護師) 6.0%

(薬剤師) 0.9%

(その他) 6.9%

⑤プレス関係者 0.9%

⑥行政関係者 0.0%

⑦ヘルスケア関連企業 0.9%

⑧そのほか 6.9%

無記入 13.8%

医療関係その他詳細：ＭＳＷ/臨床検査技師/薬学生
その他詳細：/薬学部学生/一般/がん患者支援団体

このプログラムへ参加した理由は？
(複数回答可)

① 正しい知識を得るため 47.4%

② 理解を深めるため 43.1%

③ 最新の情報を知りたくて 50.9%

④ この講師の話をききたくて 13.8%

5. そのほか 2.6%

無記入 10.3%

・がんサバイバーのお話しもっと聞きたかったです。
・どうしても固形がんのお話が多くなるとは思うのですが、血液がん
についてのお話も聞きたいですね。抗ガン剤のお話が多いのです
が放射線治療もがん治療に有効なことがあると聞きます。放射線
治療についてもくわしく知りたいです。

・遺伝子治療について
・最新治療薬をもう少し詳しく知りたかった
・家族の関わり方
・もう少し長い時間でより詳細なデータでの講演であったらよかった
・ゲノム治療の今後の展開（国策）
・情報があふれていて知りたいことがすぐに知れる分、何を信じて
よいかわからなくなりとまどうことがある。何を選択するか、自分
が納得して治療をするためにどうするか知りたかった。

・正しい情報は何か、専門の医師の話 医療の現場、専門の話、
患者の話

このプログラムでもっと知りたかった情報は何ですか？

・佐藤先生のお話の中で大腸がん治療についての細かいお話が聞
けたこと

・右側の腸に効くのはＶＥＧＦ阻害薬。左側の腸に効くのはＥ
ＧＦＲ阻害薬。新薬の勉強をしている身として新たな知識を
得ることができた。

・遺伝子パネル、検査は標準治療を終わってからでしか使えな
いこと。効く薬がわかったからといってみんなに使えるわけ
ではない。正しい免疫治療とあやしい免疫治療がある。

・がん専門の看護師さんがいらっしゃることは知りませんでした。

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？

大変満足、満足の理由

・患者さんの生の声を聞けた
・わかりやすかったです、地域によって情報量も違うし、医師の対応も
違いますが、情報をいただいてよかったです

・医療関係者と患者様の立場のちがいが良くわかり、日々の仕事にいか
したいと思います。

どちらとも言えない理由

・話題さまざまだったが期待とのズレ多いため
・メインのテーマがわかりにくかった

すこし不満の理由

・歌を聴きたいわけではないので歌うならクロージングセッション
が終わってから聞きたい人だけ残る形式にしてほしい



セミナーA 始動‼️ゲノム医療元年〜今、知っておきたいがんのこと〜

アンケート結果 回答 56名

MBS B1 AVルーム

総合司会：上田悦子 アナ

ゲノム医療の基本
講師：中川和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門）

ゲノム医療を受けたい！その前に知っておくべきこと
講師：安井久晃（神戸市立医療センター中央市民病院腫瘍内科）

今、受けられるがんゲノム医療、どこで？どうやって？
講師：山本信之（和歌山県立医科大学内科学第三講座）

このプログラムの感想は

① 大変満足 30.4%

② 満足 42.9%

③ どちらとも言えない 8.9%

④ 少し不満 0.0%

⑤ 不満 0.0%

無記入 16.1%

あなたの立場は？（複数回答可）

① 患者(治療開始前) 0.0%

(治療中) 25.0%

(治療後フォロー中5年以内) 16.1%

(治療後5年以上経過) 8.9%

(詳細なし) 0.0%

② 患者の家族 16.1%

③ 患者の友人 5.4%

④ 医療関係者(医師) 1.8%

(看護師) 7.1%

(薬剤師) 1.8%

(その他) 8.9%

⑤ プレス関係者 0.0%

⑥ 行政関係者 0.0%

⑦ ヘルスケア関連企業勤務 1.8%

⑧ その他 14.3%

無記入 5.4%

このプログラムへ参加した理由は？

①正しい知識を得るため 53.6%

②理解を深めるため 51.8%

③最新の情報を知りたくて 58.9%

④この講師の話をききたくて 7.1%

⑤その他 1.8%

⑥無記入 7.1%

その他：一般の人に難しい話をどのように伝える
かを知るため/治療中のため

・現在ゲノム医療検査を受けており今まで多くの説明を受けましたが
更に詳しいことが聞けてよかったです。

・ゲノム医療についてよく分からなかったけれどとても分かりやすく
て勉強になりました。

・専門職ではない私でも分かりやすい講義でした。自費診療であった
パネル検査が保険収載されたことによって身近に受けれるので、そ
れぞれ個人に合った治療選択が見つかるということに興味を持ちま
した。

・ゲノム医療の話が最近多く聞く機会が増えました。最初（２０１５
年）からどのような状況から始まり今の状況の話が聞けました。
質問に対してもわかりやすく話をして頂きました。

大変満足、満足の理由

どちらとも言えない理由

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？

このプログラムでもっと知りたかった情報は何ですか？

・現時点での検査の進み具合
・ゲノム医療を受けるうえでの具体的な流れ
・どのくらいすすんでいるのか。具体的に伺いたかった。
・今後の展望
・費用の問題とか。
・癌･ゲノム医療元年の現状･体制整備～患者につながるまでの過程が
市民･患者･家族につたえられること。

・抗癌剤の薬の種類と副作用について
・どのように選択していいのかQ&Aセッションで伺えました。
・現在の研究の成果と将来的な展望（予防･発症を防ぐ、再発を防ぐ
最適な治療法を見つける事ができる等）は、今どこまでが何年の
内にできそうかということ

・遺伝子検査結果、実際どれくらいの時間かけて説明が受けられ
るか？

・パネル検査のデメリット、どこでどのように実施できるか？
・今回のすべてが新情報
・肺がんはゲノム治療のモデルケース？で治療薬が見つかりやすい。
リキッドバイオプシー・自費検査（何より、多くの人に関わって
頂いている事に感謝と頭が下がります。）
３つの遺伝子パネルの違い

・検査に対する資料･スタッフの多さが必要であったのにおどろいた。
・２０１９年遺伝子検査パネルが保険収載されたという情報
・いつどこで組織をとるかが大事

・レジメがないのが残念でした。
・時間的な問題があり仕方がないでしょうが、少し進行が早すぎて理解
が追いつかないことが多々あった。

・実例をもっとききたかった。



アンケート結果 回答 40 名

MBS B1 AVルーム

セミナーB 展望！！免疫治療薬の可能性
総合司会：福本晋悟 アナ

免疫治療薬の可能性
講師：北野滋久（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）

５万人に１人、希少がん患者の治療選択
講師：谷島雄一郎（希少がん GIST サバイバー）

このプログラムの感想は

① 大変満足 47.5%

② 満足 37.5%

③ どちらとも言えない 5.0%

④ 少し不満 0.0%

⑤ 不満 0.0%

無記入 10.0%

あなたの立場は？（複数回答可）

① 患者(治療開始前) 0.0%

(治療中) 32.5%

(治療後フォロー中5年以内) 10.0%

(治療後5年以上経過) 12.5%

(詳細なし) 5.0%

② 患者の家族 17.5%

③ 患者の友人 0.0%

④ 医療関係者(医師) 0.0%

(看護師) 2.5%

(薬剤師) 2.5%

(その他) 7.5%

⑤ プレス関係者 0.0%

⑥ 行政関係者 0.0%

⑦ ヘルスケア関連企業勤務 5.0%

⑧ その他 12.5%

無記入 7.5%

このプログラムへ参加した理由は？
（複数回答可）

正しい知識を得るため 45.0%

理解を深めるため 45.0%

最新の情報を知りたくて 50.0%

この講師の話をききたくて 10.0%

その他 0.0%

無記入 12.5%

・免疫チェックポイント阻害薬の作用機序や副作用、併用について大
学の講義内ではならわない深い知識を得て実際にがん患者さんのお話
を聞けたのが良かった。
・自分の治療の可能性あきらめずに完治できる様にしたいです
・免疫治療薬とは何か、パワーポイントで分かりやすく知れたからで
す。
・知らないことがたくさん知れて良かったです。
・谷島さんのがんの経験を価値に変えて発信！に共感しました。
自身と重なりまた今日から頑張れます。
・先生のお話は大学で習ったところはなんとなく分かったけれど、習
ってない範囲などは知らない専門用語で途中で分からなくなってしま
いました

・もう少し時間ほしかった、特に免疫チェックポイント阻害薬につい
て
・免疫療法について詳しく聞けて良かった
・免疫治療の現在の状況がわかりよかった
・知らなかった事がたくさんあって情報が聞けてよかった

大変満足、満足の理由

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？

このプログラムでもっと知りたかった情報は何ですか？

・免疫チェックポイント阻害剤の現状・併用、使用 キートルーダ
のようにがん種をまたぐ薬がある事

・希少がんの患者さんの気持ちがよくわかった
・治験がむずかしいこと。セカンドオピニオンなど自分で能動的に
動く必要がある

・免疫チェックポイント阻害薬について ＭＳＩ－hish

・日進月歩ですすんでいるため、自分でも常に情報更新をしていく
必要があると思いました。

・保険がきく薬もあること
・免疫治療にも副作用があるということ

・希少がんの治療薬の進歩について
・免疫療法の今後 部位別だけでなく遺伝子異常別治療について
・免疫治療の種類や効果のある癌はどんな癌か
・免疫治療が出てから期間がたってないが治療の具体的な例を照会し
て欲しい。

・テーパリングについては、注意したいので詳しく知りたいと思いま
した。

・免疫療法と希少がんの患者さんの情報収集について知ることができた
ので十分です

・自由診療で行われている免疫治療についての“是非”（難しいかもで
すが）がもう少しきけるとうれしかったです

・既存ではない最新の情報が欲しかったのですが公開済（何年か前に）
の話が多かった



誤解だらけの緩和ケア〜正しい知識があなたを救う

全体 アンケート 結果

MBS 1F ロビー サブステージ

総合司会：関岡香アナ

講師：関本剛（関本クリニック）
講師：尾阪咲弥花（東京衛生病院）

アンケート結果 回答 339名

ちゃやまちプラザロビーで印象に残ったものはありましたか？

①サブステージ（誤解だらけの緩和ケア～正しい知識があなたを救う～） 13.9%

②がん“よろず”相談支援コーナー 2.7%
③患者会の皆さんのブース 16.2%
④ POLAさんのハンドトリートメント・メイク体験など 15.6%

⑤資生堂さんラベンダーリング 6.5%
⑥その他 4.1%

無記入 61.4%

今回のフォーラムを知った理由に○を付けてください。（複数回答可）

① キャンサーネットジャパン(CNJ)のWEBサイトイベント告知欄 23.3%
② Twitter･facebook等のSNS(RT、シェアによる情報を含む) 6.8%

③ CNJ以外の患者会・支援団体からのお知らせ 4.1%

④ 家族・友人・知人に誘われて 11.5%

⑤ 出展ブース団体からの案内 3.8%
⑥ 病院でのポスター告知など 15.3%

⑦ MBSのテレビやラジオの番組 4.7%

⑧ その他 6.2%

無記入 34.2%

居住地

① 大阪市内 16.8%

② 大阪府内 23.9%

③ 大阪府以外 29.5%

無記入 29.8%

③大阪府以外の府・県：兵庫県・奈良県
・京都府・愛知県・広島県・群馬県

今回のイベントに満足されましたか？

① 大変満足 32.2%

② 満足 24.8%

③ どちらとも言えない 1.8%

④ 少し不満 0.0%

⑤ 不満 0.6%

無記入 40.7%

過去のキャンサーフォーラムに参加された

ことはありますか？
① 2015年に参加 4.1%

② 2016年に参加 7.1%

③ 2017年に参加 11.5%

④ 2018年に参加 18.9％

⑤ 参加したことはない 42.2%

無記入 33.0%

来年もちゃやまちキャンサーフォーラムの
開催を希望しますか？

①強く希望する 36.6%

②希望する 28.9%

③どちらとも言えない 2.4%

④あまり希望しない 0.0%

⑤希望しない 0.0%

無記入 32.2%



今後取り上げてほしいテーマ、疾患

・乳がん、大腸がん、胃がん、悪性リンパ腫などの最新治療と今後の展望
・検査、治療、フォローアップ
・治療による心臓、腎臓、骨への影響と対処
・リンパ節除去とリンパ浮腫治療
・免疫療法、ゲノム医療、パネル検査
・サイオンコロジーについて
・乳房再建
・乳がんのパネル検査が聞きたい
・今回とても勉強になりました、この内容の最新版をまた来年もお願いしたい
・最新の治療法を分かりやすく取り上げてほしい
・引き続き再発転移乳がんのテーマについて取り上げてほしいです
・毎年ありますがやはり、乳がん女性のがんについて
・乳がんの薬物療法について
・年々新しいものが出るので情報が手元に入らないため
・乳がんの情報は継続して伝えてほしい
・大島先生のおっしゃるアサーティブなどDr.とのコミュニケーションの取り方
・パネル検査
・放射線治療（症状緩和以外）
・カルチノイド（内分泌性がん）について
・医療は日々進歩しているので今年と同じテーマで最新情報を知りたい（開催時の）
・がんの支持療法としての漢方薬について
・セミナーだけでなく実演？体を動かしたりしたい
・新しい治療や薬剤について。少しでも将来への希望を感じられる情報がほしいです
・就労支援、そのための法的整備など・がんと栄養
・医療プログラムもっと増やしてほしい
・がん治療は日進月歩なので常に新しい情報を知りたい
・血液がんについても取り上げてほしいです。
・アピアランスケア
・希少がんに対する治療・新薬の開発について
・新薬について
・再発予防について(乳がん）
・婦人科がん
・原発不明ガン
・リンチ症候群・緩和ケア（ホスピス）
・患者が一言はなす場
・すい臓がんについて
・ＡＹＡ世代のがん
・やはり最新の情報、治療法、病理診断に関して、治験というものに関して、かん治療費について、等。
・希少がん
・難病
・オーダーメイドの治療薬について
・膀胱がん、悪性リンパ腫
・乳がんの最新医療
・最新の治療、予防（がん）対策に具体的な生活習慣として散りいれるようなもの
・がんの治療と相談について
・身近なところに緩和ケアがあることを知ってほしい
・人生会議について話してほしい
・遺伝子
・事案について正しい情報、正しい情報、解釈をしていただける内容であれば
・再発 転移
・がん患者闘病体験
・男性患者の話も聞きたい。家族としてのあり方も聞きたい。
・乳がんについてですがタイプ別にくわしく知りたいと思いました。
・乳がんは３０種類あると聞きます。具体的に知りたいです。



ちゃやまちキャンサーフォーラムへのご感想・ご意見をご記載下さい。

• 前HPからしか申込できなかった回がありました。今回は電話での申し込みができたので参加できました。今
後も電話で申し込みができるようにしてほしい。4つのテーマ全ての講演が聞きたかったが同時刻に開催だっ
たので2つしか選択できなかった。せっかくの機会だったのに残念だった

• 来て良かったです
• とても楽しく勉強になりました
• 元気が出ました
• 専門的医療用語が多く難しいところもあった
• がんに関する情報も日々新しくなってると思いますが正しい新しい知識をいろいろ増やしたいと思います毎
年参加したいです

• 司会の方が明るくて重たい空気にならなくて良かったです
• 最新の情報が知れてよかったです
• このように正しい情報を開示していただけるととても勉強になりますありがとうございました
• 視点が新しく自分一人では気づかないことを知ることができ良かったです
• 進行の方が素敵でした
• 開催の時間が重なってしまうのでⒶかⒷかの選択になってしまいます多少なりともずらすことはできないで
しょうか

• 昨年は来れなかったのですが、毎回参加できる時は来ていますこれからも続けていただきたいです
• がんを告知された時は右も左もわからず言われたまま治療を進めてきました今日参加してもっと詳しくわか
りこれからも治療を頑張っていきたいです

• 初めて参加しましたが楽しく知識が増えたイベントでした
• メモ用の紙やレジュメがあるとありがたい
• 毎年、当日より前に締め切られるのでセミナーの人数を増やしてほしい
• これからも続けてください
• 大変勉強になりました。スタッフの方たちもとても親切に対応して頂き本当に参加させて頂いてよかったで
す。ありがとうございました。

• 病理医師の話も聞きたい。
• いつもわかりやすくて興味深かったです
• ありがとうございました。参加してよかったです。

• 今年で４年目ですが、毎年楽しみにしています。患者会のブースにおいても知っているところが増えており、
医療については旬の最先端のお話が聞かせて頂きトテモ有難いです。生きていてよかったと思える日です。

• 正しい知識を持って、最善の治療をという姿勢に共感する。
• 毎年ありがとうございます。
• ２日前予約締め切で友人が参加できなかったが当日参加可能でしたのでもっと対応親切にしてほしかった。
• 講演内容についての資料が欲しかった。（知りたい内容を書きとめられなかったので）
• 初めて参加しましたが、とても勉強になりました また来年も来させていただきたいです
• 情報を得る機会がなかなかない中で今日はとても貴重な声を聞くことができました。
• ＭＢＳのＶＯＩＣＥでは癌のことをよく取り上げられていたが、今のミントは見たことがない。取り上げて
ほしい（ここにこられない人のために）

• 体調の関係ほか気候などの事で事前申し込みができなかったところ、本日この機会をいただきましてまこと
にありがとうございます。益々日々向き合いながら自分自身にむりなくそつなく過ごしています。

• 希望になりました。ありがとうございました。とても感動しました（涙）
• たくさんの方との出会いに感謝しています。ボランティアで支援していただいた皆様ありがとうございまし
た

• ただ感動の1日でした今後ともよろしく
• 来てよかったです、木山さんの歌めっちゃ良かった！
• 患者さんの言葉がけサポートする上でのヒントがたくさん見つかりました、ありがとうございました
• 毎年、ネットで質問したことを取り上げていただき回答していただけるのはとてもうれしいし、ありがたい
です

• 前向きに考えられない人がいれば相談するところがあることを知った来てよかったです
• がんについての最新の正しい情報を得ることができましたトークセッションもとても参考になりました。
• 有意義な時間を持てて満足しています。ありがとうございました。
• ブースに参加希望です(公社)大阪府臨床検査技師会
• 継続してほしい
• ドクター関係者大変良かった！！
• 木山さんのコンサートとても感動しましたまたぜひ参加したいと思います、ありがとうございました
• 毎年参加しているが初回がブースの前も素通りだったが年々お話をするようになったりして、今年は初めて
ハンドをしていただいた。ブースが増えていって年々盛んになっているのが良いと思う。



• 最高のイベントをありがとうございます。来年も必ず参加します。
• 今回、夫婦で、がんキャンサーとして参加させていただきました。思い切って来て本当に良かったです。明日
からも笑顔で前を向いてがんばれます。有難うございました。

• 数年前から行われているそうですが今年はじめて知りました。フォーラムが行われることをもう少し広く知ら
せて欲しいです。

• ラベンダーリングの皆さま 本日はありがとうございました すばらしい体験をさせて頂きました 心あたた
かい方たちばかりで感動しました

• とても大切な取り組みですね。今回５年目を迎えてキャンサーフォーラムが次第に認知されて来ました。嬉し
いです。

• サバイバーの体験談とかもあればいいかも・・・（トークセッションだけでなく）

ちゃやまちキャンサーフォーラムへのご感想・ご意見をご記載下さい。


