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小児がん・脳腫瘍全国大会
第４回

ホテル阪急エキスポパーク「オービットホール」

コラボ団体

（特活）日本小児脳腫瘍コンソーシアム・（特活）ゴールドリボンネットワーク・（特活）タイラー基金・ヒューマンノート・
（特活）ジャパンハート・大阪教育大学特別支援教育講座平賀研究室・一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト・
（特活）小児がん治療開発サポートSUCCESS
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今年は近隣での開催の為、
入場料は無料とさせていただきます

特定非営利活動法人 エスビューロー

大阪モノレール「万博記念公園駅」下車 徒歩 5 分

エスビューロー で 検索

土 日

特定非営利活動法人 エスビューロー

エスビューロー11年目は改めてアライアンス宣言！！
～小児がん関連の各団体が特色を生かしつつ連携していける姿を目指します～

・7日・6日金8月5日

お申込受付等、詳細は決定次第エスビューローのホームページに順次掲載いたします

ES-
bureau

共催 特定非営利活動法人

エスビューロー
協賛 後援 大阪府、吹田市（申請中）アフラック

（アメリカンファミリー生命保険会社）
特定非営利活動法人

日本小児脳腫瘍コンソーシアム

参加無料 大会参加のお申し込みは、郵送もしくは、メール等にて 8月 3日（水）必着です
※サマースクール、懇親会、ランチョンセミナー等は有料です

開場は 開始時間の 30分前です

※同時開催「みんなで考えよう！これからの小児がん医療」（厚生労働省　第 3次対がん総合戦略研究タウンミーティング）及び「小児がんワクチンの開発」（国立がん研究センターがん
　開発研究「小児・若年成人等の多様な希少がん種に対して効果的治療開発に関する研究」原班講演会）も参加無料です

各日開始時間が異なりますのでご確認ください



  8/5（金）

特定非営利活動法人　ゴ－ルドリボンネットワーク
ゴールドリボンは、小児がんへの理解と支援の広がりを願う世界
共通のシンボルマークです。小児がんの子どもたちが安心して生
活できる社会の創造のため、2008 年に設立されました。

特定非営利活動法人　タイラー基金
小児がんで亡くなったタイラー・フェリス君のご両親によって設
立された団体です。日本の小児がんの子どもたちそして彼らの家
族の支援を目的として活動しています。

特定非営利活動法人　ジャパンハート
「世界の医療の届きにくい場所へ医療を届けるのが我々の仕事。」
また、国内外でがんと闘う子どもや家族に夢の実現をお手伝いす
る事業も行っています。（スマイルスマイルプロジェクト）

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）
小児がんなどの難病治療のため遠隔地から出てこられた患児とそ
のご家族を支援するための宿泊施設を日本で 3 ヶ所運営されてい
ます。

特定非営利活動法人　VIVACE（ビバーチェ）
子ども達に『生きる力』のための授業を届けられている団体です。
子どものホスピス『海の見える森』の広報や支援もされています。

タイラー基金所属　病棟心理士
大阪市立総合医療センター小児血液腫瘍科で、子どもたちやご家
族にとって気軽に相談できる存在となるべく、日々奮闘してい 
ます。

一般社団法人　こどものホスピスプロジェクト
昨年のクリスマスイブに法人となった、大阪が拠点の団体です。
生命を脅かす病気を持つ子どもと、そのご家族をサポートする活
動を行っていきます。

特定非営利活動法人　エスビューロー
阪大病院で我が子共々闘病生活を送った同志と当時の主治医たち
により立ち上げた小児がん患児・家族支援団体。現在取り組んで
いる高卒認定取得のための学習支援の紹介もします。

…タケダ・ウェルビーイング採択団体

ビリーブメント・ワークショップ
11：00 〜 12：00（昼食 12：00 〜 13：00）「山水（和室）」（本館 4F）

前回のワークショップより 5 ヶ月が経過しました。喪失家族のみを対象としたワークショップは今回
で 3 回目を迎えます。喪失体験からまだ数ヶ月の方から 10 年以上の月日が流れた団体スタッフまで、
さまざまな思いを振り返り、他では話せないこと、ここだからこそ言えることを話し合いましょう。悲
しいけれど何だか明るいのが本ワークショップの特長です。どうぞ気軽に参加して下さい。

ワークショップ終了後、会場にて昼食（2,500 円）をお召し上がりいただけます。ご希望の方は事前
にご予約下さい。

コメディカルセッション
14：00 〜 17：00「オービットホール」

昨年の全国大会ではエスビューロー設立 10 周年の軌跡を見
て頂こうと初めて展示スペースを設けました。

あわせて同じフロアで関係する他団体にも活動を紹介して頂
きました。

そこで皆さんが横の繋がりを広げて行って下さったと聞き、
今年は展示だけでは分からない他団体の活動をもっと多くの

方々に知って頂こうと大会初日は『コメディカルセッション』
という企画にしました！！

今回大阪以外の地域を拠点に活動されている団体にご参加頂
ける運びとなりましたので小児がん関連の方々はもとより、一
般の方にも是非参加頂きたいと思います。

コメディカル団体及びエスビューロー会員懇親会
17：00 〜 19：00「バイキングレストラン『ヴェルデ』」
http://www.htl-expopark.jp/web/restaurant/list.html

セッション後にコメディカルセッション参加団体及びエスビューロー会員懇親会
を開催します（参加費：3,000 円）。ご希望の方は事前にご予約下さい。
尚、当日会員登録（年会費 2,000 円）頂いた方もご参加頂けます。

昼食（2,500 円）要予約

懇親会参加費（3,000 円）要予約



いま小児がんの領域においてもポスト・トラウマティック・グロース（PTG）が注目されています。
PTG とは、人生の大きな危機やトラウマ的な出来事にもがき苦悩した結果として経験されるポジティブな心理的変化を意味します。
このコーナーでは PTG について分かりやすく解説するとともに、小児がん経験者たちからの関連した講演と発表の後、PTG をテー
マにパネルディスカッションを行います。

ポスト・トラウマティック・グロースを考える！
10：00 〜 13：00「オービットホール」

ランチョンセミナー
13：00 〜 14：00「オービットホール」

教えて！正木先生
「放射線被ばくって？ 放射線治療との違い！」　正木　英一（国立成育医療研究センター 放射線診療部長）

みんなで考えよう！ これからの小児がん医療
（厚生労働省　第 3 次対がん総合戦略研究タウンミーティング）

14：30 〜 17：30「オービットホール」

「がん対策推進基本計画とがん診療連携拠点病院の小児がん診療体制への適応に関する研究」
基調講演「がん対策推進基本計画と小児がん医療」主任研究者　原 純一

〈各団体からの要望〉がんの子どもを守る会、エスビューロー
〈出席予定分担研究者〉

堀部　敬三（独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター臨床研究センター）

田口　智章（九州大学大学院 医学研究院小児外科学分野教授）

小田　　慈（岡山大学大学院 保健学研究科岡山大学病院小児科教授）

正木　英一（国立成育医療研究センター 放射線診療部長）

上田　孝文（国立病院機構大阪医療センター整形外科）

柴田亜希子（がん統計研究部　診療実態調査室室長）

多田羅竜平（大阪市立総合医療センター緩和医療科・小児内科医長）

10：00 〜 11：00
『知っていますか？ ポスト・トラウマティック・グロース』
〜苦悩から成長をもたらす可能性について〜
●講師　開 浩一（長崎ウェスレヤン大学　講師）

11：10 〜 12：00
『パラリンピック・アスリートの挑戦』
●佐藤 真海（北京パラリンピック陸上競技・走り幅跳び日本代表）

1982 年宮城県生まれ。早稲田大学商学部に入学し、応援部チアリー
ダーズに所属。在学中に骨肉腫を発症し義足の生活に。その後、競

技生活を開始し、2004 年アテネパラリンピック陸上競技・走り幅
跳び 9 位。現在、サントリー株式会社 CSR・コミュニケーション
本部キッズプログラム推進室勤務。

12：10 〜 13：00
発表とパネルディスカッション
●発表予定者： 芝田 幸子＆ケイン（盲導犬）、島田 隼人、　　

竹田 雄亮
●パネラー：開 浩一、佐藤 真海
●ファシリテーター：安道 照子、長澤 正敏

  8/6（土）

入場無料

ホテル阪急エキスポパークへのアクセス
■梅田・新大阪駅から
　�地下鉄御堂筋線「千里中央駅」で大阪モノレールに乗り換え門真市方面（彩都西方面）「万博
記念公園駅」下車�徒歩 5分
■大阪空港から
　大阪モノレールで「万博記念公園駅」
　下車�徒歩 5分
■京都駅から
　◦ JR東海道線本線「茨木駅」下車、
　　バスまたはタクシー 10分
　◦�阪急京都線「南茨木」で大阪モノレー
ルに乗り換え大阪空港方面「万博記念
公園駅」下車�徒歩 5分

ホテルの昼食を頂きながらのセミナーです
参加費（3,000 円）要予約



小児がん・脳腫瘍全国大会およびサマ－スクールお申込みについて

●�参加ご希望の方は、別紙参加申し込み書（ＨＰからプリントアウトもできます）
に必要事項を記入頂き郵送あるいはパソコンより添付ファイルにてお申込み
ください。（メールで申し込まれた方のみ 1週間以内を目途に拝受の返信を
させて頂きます。返信のない場合は再送信もしくは電話等にて確認をお願い
致します）尚、ご提供いただいた個人情報は、提供された目的以外に利用（開
示）することは一切ありません。

●�FAXでの送信も受付いたしますが、インクトラブルや受信トラブルがある事
が多いので念のため送信後に確認の電話（留守電でも可）を入れてください。

●�大会・サマースクール参加及び飲食関連の申し込みは 8月 3日（水）までと
させて頂きます。大会は当日参加も承りますが、事前にお申し込み頂いた方
が席の確保など優先となります。

●�8 月 6 日・7日は未就学児のみ託児室が使えます（8月 5日は託児室はござ
いません）。

●�サマースクール（２日間）の参加費はお一人様 5,000 円です。食事 3回分・そ
の他の実費が含まれます。宿泊料は含まれておりません。尚、子どものみ（高
校生以上）での宿泊料（朝食込み）は5,000 円位を予定しております（和室
利用の為、宿泊希望人数により変動することがございます）。

●�8月5日のビリーブメント・ワークショップ後の昼食費はお一人様2,500円です。
●�8 月5日のコメディカル＆会員懇親会の参加費はお一人様 3,000 円です。
●�8 月6日のランチョンセミナーの参加費はお一人様 3,000 円です。
●�8 月7日の小児脳腫瘍フォーラム in 関西�VOL.3 の昼弁当はお一人様 1,500 円です。
●�大会参加者で会場となるホテルに宿泊をご希望される方は直接ホテルへお申込
みください。その際に「小児がん全国大会」参加の旨お知らせ頂くと大会特別
企画料金での宿泊料が示されますのでご検討ください。

●�飲食に関するものはキャンセル料が発生することがあります。ご了承ください。
●�会場となるホテルは原則飲食物の持ち込みは禁止されておりますのでご注意ください。

サマースクールの2 日間をサバイバー代表から報告します！
仲間と一緒に過ごした数々の場面をフォトストーリーで構成し、音楽に合わせて2 日間を振り返ります。

みんなでひとつになろう！ ウタのちから体感！ human note（ヒューマンノート）

関西を中心に活動するシンガーソングライター寺尾仁志氏がディレクションする約 600 名のシンガーズです。2008
年大阪府「こころの再生運動」のイメージソングを手がけたことより、幼稚園や小中学校を訪問する活動を行ってい
ます。また、人生・人間讃歌をテーマに、国内だけでなく世界中の人たちとも歌を通して心をつないでいます。今回、
そんなウタのちからをみんなで体感してみよう。曲も決まりました。「フミダシテ」という歌です（UP 教育企画 CM
曲）。歌の好きな子大集合♪苦手な子も大丈夫！ 2 日間かけて練習し、みんなでゼロから作り上げていきましょう！

「フミダシテ」の歌は、ホームページから視聴できます。一度聴いてみてください。ホームページアドレス　http://www.human-note.com

お待たせしました！ 4 年ぶりの開催です
小児脳腫瘍フォーラム in 関西　VOL.3
10：00 〜 12：00 ／ 13：00 〜 14：30「オービットホール」

〈主催〉 日本小児脳腫瘍コンソーシアム
〈解説講演〉 ①髄芽腫 ②胚細胞腫瘍

③非定型奇形腫瘍ラブドイド腫瘍 ④その他の腫瘍（上衣腫、視神経膠、脳幹グリオーマ）
⑤脳腫瘍の緩和ケア ⑥現在実施中の新規薬剤の臨床試験紹介
⑦最適な放射線治療法はどれか

同時開催

小児がん個別相談会

ご家族、ご本人から事前に頂いた相談内容をもとに日本小児脳腫瘍コンソーシアム所
属の小児科医、小児脳神経科医、放射線科医がお答えいたします。相談フォームはエ
スビューロー HP から印刷しご郵送頂くかメールにて送信して下さい。相談用紙が HP
から印刷出来ない方はお知らせ下さい。お送りいたします。

国立がん研究センターがん開発研究「小児・若年成人等の多様な希少がん種に対して効果的治療開発に関する研究」原班講演会

「小児がんワクチンの開発 ―患者家族に希望の光を灯すことを目指して」
14：30 〜 15：30「オービットホール」

国立がん研究センター東病院　臨床開発センター　
がん治療開発部　機能再生室（先端医療開発室、免疫療法研究室）室長・医学博士　中

なか

面
つら

 哲也

サバイバーによる大会エンディング　human note プロデュース

15：30 〜「オービットホール」

  8/7（日）

入場無料

昼弁当（1,500 円）要予約



8 月 6 日（土）
ビーズ・オブ・カレッジ・プログラム（タイラー基金）

● 10：00 〜 13：00

「ビーズ・オブ・カレッジ・プログラム」は現在
日本の 3 か所の病院で行われています。小児がんと
闘う子どもたちが、各々の治療過程で成すべき作業
を達成する度、カラフルなビーズを受け取り、集め
たビーズをヒモにつなげて自分だけの「勇気のビー

ズ」を作る、というプログラムです。勇気を称えるビーズで、自分の“が
んばり”を目に見える形にすることにより、自らの闘病体験を抵抗なく
語れるようになり、治療に対して積極的で前向きな姿勢を身につけてく
れる効果があります。また病気に対して自分なりの意味を見つける子も
いるということです。このプログラムで使っているカラフルなビーズで
自分だけのスペシャルビーズを作りましょう！ひとつは自分用に、そし
てひとつは、同じように闘っている仲間のために！（各自 2 つ作ります）
きょうだいの方は全国にいる小児がんのお友達が元気になることを祈っ
て作品を作ってください。

ケニアバッグ（human�note）
● 10：00 〜 13：00

ヒューマンノートがケニアで活動していた際、子ど
もたちが使い古したスーパーの袋で登校している事に
気がつきました。そこで寺尾氏がかばんをプレゼント
したところ大変喜ばれたので、そこから『かばんを贈
る活動』が始まりました。ウタの活動で訪問した先の
お友達がケニアの子たちの事を思ってカバンを作るこ
とにより、互いの心の交流が生まれているそうです。
折角のこの機会にみんなからも手作りバッグをプレゼ

ントすることにしました！ 去年の大会で作ったエコバッグと同じよう
な要領で作ります。今回は一人 2 枚用意していますので、ひとつはケニ
アの友達に、ひとつは自分用に、おそろいでもよし、メッセージを書き
入れてもよし。世界でひとつだけのオリジナルバッグを作りましょう。

セラピードッグのベイリー（タイラー基金）
● 15：30 〜 16：30

「ベイリー」は、2010 年より静岡県立こど
も病院で日本初の常勤セラピードッグとして勤
務しています。入院中の子ども達とベッドサイ
ドで触れ合ったり、リハビリのお手伝い、検査
や処置への付き添い、手術が不安な子には、リー
ドを一緒に持って手術室へ同伴し麻酔がかかる
まで傍にいるなど、様々な場面で活躍していま

す。人が大好きで甘えん坊、万が一急に耳を引っぱられたりシッポを踏
まれても、決して怒ることはない穏やかな性格の持ち主で、どんな環境
でもリラックスしています。こんなベイリー君が車に乗ってはるばる大
阪までやって来てくれます。実際にベイリーに寄り添ってみましょう！
リードを持って室内を散歩してみることもできます。犬が苦手なお子様
も安心して触れ合っていただけるはずです。

作って食べよう！
● 17：00 〜 19：00　●場所：キッチン付きパーティルーム

厨房と円卓テーブルのある近くの会場にホテルのバスで移動して（10
分）、サマースクールのメンバーが一緒に作って食事をします。料理が
得意なあなたも、料理をしたことのない君も協力して作る楽しい時間。
さて、献立は何かな？

こども縁日
● 19：00 〜 20：30　●場所：キッチン付きパーティルーム
　「作って食べよう！」から引き続く縁日でも盛り上がろう！
手作りならではの魅力いっぱいのお店が出るよ。
時間までおもいっきりあそぼうね。

和室で語ろう！�エスビューローユース座談会
● 19：30 〜 21：00　●場所：同風庵

中学生以上の小児がん経験者の仲間同士でいろんなことを語り合いま
す。つらかったことや頑張ってきたこと、うれしかったこと、いまの気
持ち…など。そして太陽の塔が眺められる和室で、このつながりから今
スタートできることは何か？について話し合えればいいなと思います。

8 月 7 日（日）
大阪万博の記念館『EXPO'70パビリオン』
見学と記念写真

● 10：00 〜 13：30
1970 年の日本万国博覧会当時の出展施設のひと

つで公開中の万博記念館を見学します。40 年前の
世界初立体音楽堂も見られますよ。その後、お弁
当を食べてから太陽の塔の前で記念写真を撮りま
す。太陽の塔を間近で見たことのない人、必見です。
きっとその存在感に圧倒されることでしょう。

託児室でのイベントも盛りだくさん！
マジックショー（阪大名誉教授の三木先生）
お馴染の三木先生より新作のマジックショーが開催されます♪

パネルシアター『すてきな帽子屋さん』（マム）
エスビューローの遊びのチーム「マム」は、毎回楽しいショーを見
せてくれます。今回はパネルシアター！

紙芝居（パッチンコマン）
エスビューロー会員の方が手作りの紙芝居を披露してくれますよ♪

腹話術（笑楽の会）
色々な曲芸をお持ちのメンバーの方々が子ども向けのネタで楽しま
せてくれます♪

サマースクール　メイン会場以外の主なイベントの紹介
タケダ・ウェルビーイング・プログラム助成事業

今夏大会で初の試みとなります『サバイバー・サマースクール」は、小児がん経験者（きょうだい含む）の
コミュニティを形成することをより大きな目標と定め、小学生はキッズ　　　、中学生以上をユース　　　という名称でわけ、

ともに力をあわせるプログラムやそれぞれの年齢にそったプログラムなどを考えました。
過酷な闘病体験を成長に変えたという経験者の発表、同じ色のTシャツを着ての合唱、

一緒に作って食べ、夜遅くまで和室で語り合う座談会など、
全国各地から集まったサバイバーが密度の濃い同じ時間を過ごす中で、仲間意識を育もうという企画です。
親御さんは大会に参加し新しい情報に触れてください。親御さん同士の横の繋がりを深めて下さい。

こども達は2日間ともに過ごすサマースクールにチャレンジしてみて下さい。

高校生以上で、宿泊希望（宿泊費別途）の方はご家族が大会に参加されなくても大丈夫です♪
この機会に闘病仲間を誘って参加してみませんか！！

ユース

ユース

ユース

ユース

ユース

ユース

キッズ

キッズ

キッズ

キッズ

キッズ

キッズ

キッズ



8/6
（土）

8/7
（日）

わたしたちの実感！！ 経験を成長にかえるコミュニティをつくろう

サバイバー・サマースクール

頑張った証「勇気のビーズ」を作ってみよう

初の試み

学んで語って繋がろう

（8/6・7）

ケニアの子ども達へ送るバッグなどを製作

セラピードッグの「ベイリー」登場

エンディングに披露するゴスペルを練習します

キッチン付きパーティールームで夕食作り

そのあとはＥＸＰＯ70パビリオンの見学だ
太陽の塔をバックに記念撮影

サマースクールの 2日間の報告

本番の舞台に立って歌の練習

ユースリーダーが頑張ります♪

宿題や工作もできるよ！

まずは参加者全員で

練習の成果を大ホールで披露します
エンディングは全員で♪

夜は和室で座談会　　歌の特別レッスンもあります

昨年大好評の縁日で盛り上がろう

ＰＴＧについて学びましょう
命名♪ エスビューローユース（中学生以上）のみんなは

命名♪ エスビューローキッズ（小学生）のみんなは

バスで移動♪

ランチタイム

ランチタイム

キッズ

ユース

キッズユース

キッズユース

キッズユース

キッズユース

キッズユース

キッズユース

キッズユース

キッズ
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ユース
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