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今夏は医療 ！  心理 ！
　　……そして教育 ！！

小児がん・脳腫瘍全国大会
第5回

梅田スカイビルタワーウェスト36 階「スペース36」

入場無料

（特活）ゴールドリボンネットワーク・（特活）小児がん治療開発サポート（SUCCESS）・大阪教育大学特別支援教育講座平賀研究室・
STAND UP !!（当事者団体）・エス★ユース（当事者団体）・くじけ米プロジェクト

www.es-bureau.org 072-622-6730ホームページ TEL&FAX

E-mail esbureau@hcn.zaq.ne.jp

大会運営事務局
（お問い合わせ先） で

〈大阪支部〉〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘 3-6　第一山本ビル 403 号（大阪大学医学部附属病院前）
〈本　　部〉〒659-0015 兵庫県芦屋市楠町 8-13　　

〒531-6023 大阪市北区大淀中 1-1　http://www.skybldg.co.jp/skybldg/

特定非営利活動法人 エスビューロー

JR「大阪駅」、地下鉄「梅田駅」、阪急「梅田駅」より徒歩 9 分。阪神「梅田駅」より徒歩 13 分。

土 日・12日・11日金8月10日

金8月10日
大会スケジュール

土8月11日

日8月12日
院内教育とポスト復学問題
当事者・教育者を招いて

会場：スペース 36（L）（9：00～12：30）

小児がん個別相
談会

会場：スペース
36（L控え室）（

10：30～17：
00）

昨年のビリーブメント・ワーク
ショップがバージョンアップ

会場：22階D会議室（14：
00～17：00）

ロス・カレッジ２DAYセミナー
（１日目）

（参加費 2,800 円）当事者のみ

会場：空中庭園（39階）「中国料理 燦宮（さんぐう）」（17：30～19：30）

喪失家族交流夕食会

ゲストに
葬送ジャ

ーナリス
ト碑文谷

創氏を迎
えて

会場：ス
ペース 3

6（L）（
10：30

～12：3
0）

ロス・カレ
ッジ２DA

Yセミナー
（２日目）

エスビューロー 検索

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 8日（水）必着です

大会パンフレット追加送付ご希望の方は、送付先・部数等を
大会運営事務局エスビューローまでご遠慮なくお知らせください。郵送させていただきます。

※サマースクール、懇親会、昼弁当等は有料です

開場は 開始時間の 30分前です
各日開始時間が異なりますのでご確認ください

会場：スペース 36（R）（10：30～19
：30）

20：00～21:00（ユース：中学生以上
）ＫＫＲ梅田和室にて

サバイバー座談会（送迎あり）

サバイバーサマースクール・ シーズンⅡ（１日目
）

会場：スペース 36（R）（10：00～15：30）
スペース 36（L）（15：30～16：00）

サバイバーサマースクール・ シーズンⅡ（２日目）

みんなで考えよう！これからの小児がん医療Ⅱ
原班タウンミーティング

会場：スペース 36（L）（14：00～17：00）

会場：スペース
36（L）（14：0

0～15：30）小児がん最新医
学情報セミナー

（参加費 2,500
円）

会場：スペース
36（R）（17：

30～）♪ALL TOGE
THER NOW♪2012大会懇親

会

大会エンディング
（LBL（リトルバイリトル）チャリティプロデュース）

会場：スペース 36（L）（15：30～16：00）

共催

コラボ
団体

特定非営利活動法人

エスビューロー
協賛 後援 大阪府、大阪市アフラック

（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



スペース 36（L）

2012 大会懇親会　♪ ALL TOGETHER NOW ♪
8 月 11 日（土）17：30 〜「スペース 36（R）」
今年の懇親会はエスビューロー会員、サマースクール参加者、くじけ米プロジェクト、医療関係者、エスユース
メンバー等々、関係者全員集合‼で夜景を楽しみながら懇親します（参加費：2500 円／サマースクール参加者
以外の小学生：1,000 円／未就学児：無料）。

ロス・カレッジ 2DAY セミナー（２日目）
8 月 11 日（土）10：30 〜 12：30「スペース 36（L）」

みんなで考えよう！ これからの小児がん医療Ⅱ
（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）
〈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〉

8 月 11 日（土）14：00 〜 17：00「スペース 36（L）」　　主任研究者　原 純一（大阪市立総合医療センター 副院長兼小児血液腫瘍科部長）

〈講演 1〉「小児がんの治療施設のあるべき姿とは　〜あなたは、何を求めますか：北米での理想像から学ぶ〜」
　　　　　　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）

〈講演 2〉「英国における小児がんの診療体制とそのわが国への適用について」
　　　　　　多田羅竜平（大阪市立総合医療センター 緩和医療科兼小児総合診療科副部長）

〈講演 3〉「小児がんモデル病院の要件について」
　　　　　　原　純一（大阪市立総合医療センター 副院長兼小児血液腫瘍科部長）

〈出席予定分担研究者〉

院内教育とポスト復学問題　〜遠隔学習が拓く新たなコミュニティの展望〜
8 月 12 日（日）9：00 〜 12：30「スペース 36（L）」

「院内教育に関わる人に知っておいてほしい小児がん患児の心理と教育的援助」
9：00 〜   9：40　尾形　明子（広島大学教育学研究科 講師）
9：40 〜 10：20　谷口　明子（山梨大学教育人間科学部 大学院教育学研究科 教授）
　　休　憩

「現在の院内教育が孕む構造的問題を知る」
10：30 〜 11：00　小畑　和馬（NPO 法人サクセス運営委員：小児がんサバイバー）
11：00 〜 11：30　田添　敦孝（東京都立光明特別支援学校 校長）

パネルディスカッション
11：30 〜 12：30　《ファシリテーター》平賀健太郎（大学教育学部特別支援教育講座准教授）

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 研究センター長）
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）
上田　孝文（国立病院機構 大阪医療センター整形外科 医長）
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 緩和医療科兼小児総合診療科副部長）

吉峰　俊樹（大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科教授）
柳澤　隆昭（埼玉医科大学国際医療センター小児脳脊髄腫瘍部門診療部門長准教授）
瀧本　哲也（国立成育医療研究センター臨床研究推進室 室長）
副島　俊典（兵庫県立がんセンター放射線部 部長）
公益財団法人 がんの子どもを守る会

《ファシリテーター》特定非営利活動法人 エスビューロー

今年度改定されたがん対策推進基本計画で、初めて「小児がん対策」が盛り込まれました。その一部として小児がんモデル病院が指定される見込みです。
それに対しての皆さんの要望を反映させたいと思います。是非タウンミーティングにご参加下さい。

スペース 36（R）

入院している小児がんの子どもは、さまざまな不安や抑うつを抱えています。そのような子どもたちに支援者としてどう接し、どう導けばよいでしょ
うか？この講座の前半では心理・教育の専門家として広島大学の尾形先生、山梨大学の谷口先生から話を伺います。
後半の講座では、院内教育の社会制度的側面にスポットを当てます。院内学級の設置率は 31％にすぎないこと、および院内高校はほとんど設置されて
いないことから、入院している生徒が教育を受ける環境は十分とはいえません。また退院して復学した後にもポスト復学問題と私たちが呼んでいるい
くつかの課題が存在しています。院内高校を作ってほしいと都知事に直訴した小畑さんのお話しを踏まえ、特別支援学校校長の田添先生にも加わって
いただき、遠隔学習の果たせる可能性をディスカッションします。

小児がん最新医学情報セミナー　（主催：日本小児脳腫瘍コンソーシアム）

8 月 12 日（日）14：00 〜 15：30「スペース 36（L）」

〈講演 1〉「小児脳腫瘍の最新の知見　〜国際小児脳腫瘍シンポジウム 2012 から〜」　原　純一

　　　　　　2 年に一度開催される国際シンポジウムで発表されたばかりの最新の情報をお届けします。

〈講演 2〉「動き出した小児がん用新薬の治験」　田中　千賀（国立がん研究センター中央病院小児科）
　　　　　　いよいよ日本でも小児がんに対する未承認薬の治験が動き出しました。その最新の動向についてお伝えします。

大会エンディング　サバイバーによるサマースクール 2012 フォトストーリー発表と合奏＆合唱披露

8 月 12 日（日）15：30 〜 16：00「スペース 36（L）」

2009 年春に始まった「LBL（リトルバイリトル）チャリティ」は出来るだけ身近な団体、施設等へピンポイントな支援を
して行こうという趣旨の下、音楽仲間が集まってライブという形で活動しているボランティア団体です。
ライブの度にエスビューローにも寄付を頂いています。今回はそのメンバーに登場いただき、合奏や合唱の指導からバック
ミュージックおよびバックコーラスの参加支援をして頂きます。生演奏も聞けますよ！お楽しみに。

（LBL（リトルバイリトル）チャリティプロデュース）

（大阪市立総合医療センター 
 副院長兼小児血液腫瘍科部長）



多くの参加者が集える
2つのハイクオリティスペーススペース36 … Tower WEST 36F

SPACE36
スペース36 … Tower WEST 36F

THE WESTIN OSAKAEESTIN OSAKAEHE WESTIN OSAKWESTIN OSAKAWESTIN OSAKAEETHE THE

SPACE36

8月8日（水）必着

ロス・カレッジ 2DAY セミナー
8 月 10 日（金）14：00 〜 17：00「22 階 D 会議室」
8 月 11 日（土）10：30 〜 12：30「スペース 36（L）」

喪失家族交流夕食会　（当事者のみ／会費 2,800 円）

8 月 10 日（金）17：30 〜 19：30
　　　　　　　　空中庭園（39 階）「中国料理 燦

さんぐう

宮」

サバイバーサマースク−ル・シーズンⅡ
8 月 11 日（土）10：30 〜 19：30「スペース 36（R）」
　　　　　　　　20：00 〜 21：00（ユース：中学生以上）
　　　　　　　　ＫＫＲ梅田和室にてサバイバー座談会（送迎あり）

8 月 12 日（日）10：00 〜 15：30「スペース 36（R）」
　　　　　　　　15：30 〜 16：00「スペース 36（L）」

※ ロス・カレッジ 2DAY セミナーとサバイバーサマースクール・シーズンⅡの
詳細および申し込みは別紙をご覧ください。

8 月 11 日（土）は会場にてお弁当（1,100 円）およびキッズランチ（託児のお子様用：790 円）をお召し上がりいただけます。
8 月 12 日（日）は会場もしくは39 階「スカイバンケット 天風」および「中華料理 燦宮（さんぐう）」にて、いずれも1,100 円にて
お召し上がりいただけます。ご希望の方は大会申し込み書にて8 月 8 日（水）までにお申し込みください。

小児がんサバイバーの向後様より

メッセージ付　素敵なデコグッズ

昼弁当

エスビューロー役員京極ドクターより　銀製アクセサリー

コンパクトミラー（500 円 / 個）、カードケース（1,000 円
/ 個）、フリスク用（500 円 / 個）、iPhone 用（1,000 円 / 個）
各 10 個ずつ計 40 個のゴールドリボンをモチーフにしたデ

コグッズを全国大会にて
チャリティバザーとして
出展いただけるとの申し
出がございました。とっ
てもステキなデコケース
等々！お楽しみに♪ 8 月
11・12 日 の 2 日 間 の 出
展といたします。

京極先生は数年前からビルマ難民の「メラ・キャンプ」で暮らす人々へ様々な支援
をされています。
今回出展予定の銀製アクセサリーもカレン族「自立・自活支援事業」のひとつです。
エスビューローの本部でもある芦屋市の京極小児科クリニック併設の工房（AB ラ

ボ）は私達の機関紙作成の拠点であると同時に
カレン族支援の本拠地にもなっています。

どのアクセサリーも
とっても斬新で美しい
ので是非ご協力よろし
くお願いいたします。

小児がん・脳腫瘍全国大会のお申込みについて

● 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。

● 大会参加及び飲食関連の申し込みは 8 月 8 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 11 日・12 日は未就学児のみ託児室が使えます（8 月 10 日は託児室はご
ざいません）。託児は 1 日 500 円です。

● 小児がん個別相談会では、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
メールでの送信も可能です。

● 8 月 10 日のロス・カレッジ 2DAY セミナー後の会員懇親会はお一人様 2,800 円
です。

● 8 月 11 日の「2012 大会懇親会 ALL TOGETHER NOW」 の参加費はお一人
様 2,500 円です。

● 会場は飲食物の持ち込みは禁止されております。昼休憩は時間が限られています
ので昼弁当等の申し込みをお勧めいたしますが、無断で欠席された場合はキャン
セル料が発生することがございます。ご了承ください。

お問い合わせ・お申込み先

特定非営利活動法人 エスビューロー
〒567-0047 茨木市美穂ケ丘 3 番 6 号 第一山本ビル 403 号　
Tel & FAX 072-622-6730
E-mail : esbureau@hcn.zaq.ne.jp
http://www.es-bureau.org/

郵便事業株式会社 24 年度 年賀寄付金配分事業
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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 8日（水）必着です

大会パンフレット追加送付ご希望の方は、送付先・部数等を
大会運営事務局エスビューローまでご遠慮なくお知らせください。郵送させていただきます。

※サマースクール、懇親会、昼弁当等は有料です

開場は 開始時間の 30分前です
各日開始時間が異なりますのでご確認ください

会場：スペース 36（R）（10：30～19
：30）

20：00～21:00（ユース：中学生以上
）ＫＫＲ梅田和室にて

サバイバー座談会（送迎あり）

サバイバーサマースクール・ シーズンⅡ（１日目
）

会場：スペース 36（R）（10：00～15：30）
スペース 36（L）（15：30～16：00）

サバイバーサマースクール・ シーズンⅡ（２日目）

みんなで考えよう！これからの小児がん医療Ⅱ
原班タウンミーティング

会場：スペース 36（L）（14：00～17：00）

会場：スペース
36（L）（14：0

0～15：30）小児がん最新医
学情報セミナー

（参加費 2,500
円）

会場：スペース
36（R）（17：

30～）♪ALL TOGE
THER NOW♪2012大会懇親

会

大会エンディング
（LBL（リトルバイリトル）チャリティプロデュース）

会場：スペース 36（L）（15：30～16：00）

共催

コラボ
団体

特定非営利活動法人

エスビューロー
協賛 後援 大阪府、大阪市アフラック

（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


