
2012年1月14日（土）
9：30～16：00
（開場9：00）

愛媛県生涯学習センター 県民小劇場

（松山市上野町甲650番地）

～裏面に会場案内図とプログラムを記載～

映画『大丈夫。』
－小児科医・細谷亮太の言葉－

Ⅰ．特別講演

「今伝えたい いのちの言葉」

Ⅱ．シンポジウム

・「親ががん患者である子どものこころとその支援」

・「つながるいのち ～家族で向き合うがんと遺伝～ 」

・「子どものために親ができること～乳がん検診の意義～ 」

・「地域を支える相談支援センター」

第一部
がん患者家族サロンあいほっと(愛媛大学医学部附属病院 )主催

映画上映会 9：３０～12：００

第二部
市民公開講座 13：00～16：００

厚生労働科学研究（がん臨床研究）推進事業

聖路加国際病院 副院長・小児総合医療センター長

細谷亮太 先生

愛媛大学医学部附属病院・四国がんセンター共同企画

四国がんセンター 主催

★入場無料／事前申込不要★

日時

場所

※お子様の参加は可能です。

※託児所はありません。



謹啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。
さてこの度、がん医療における家族ケアの一環として親ががん患者である子どものサポート

に関する講演会を開催する事となりました。大変お忙しいところ恐縮ではございますが、万障
お繰り合わせの上、多数のご参加をお願い申し上げます。

謹白

【開会の挨拶】 四国がんセンター 院長 新海 哲 先生
座長 四国がんセンター 統括診療部長 谷水正人 先生

【特別講演】 親ががん患者である子どものこころ ～小児科医の立場から～
聖路加国際病院 小児科 医長 小澤美和 先生

【講演Ⅰ】 親ががん患者である子どものサポートグループ
～CLIMBプログラムの実践について～

放送大学大学院 准教授 小林真理子 先生

【講演Ⅱ】 親を看取る子どもを支える ～終末期医療の現場から～
四国がんセンター 臨床心理士 井上実穂 先生

【質疑応答】

主催：ノバルティスファーマ株式会社
後援：愛媛県がん診療連携協議会

日 時：平成24年1月13日（金） 18:30～20：00
場 所：四国がんセンター ３階研修室

松山市南梅本町甲160 ＴＥＬ：089-999-1111

(18：30～19：10)

(19：10～19：30)

(19：30～19：50)

(19：50～20：00)



チャイルドケアプロジェクト Child Care Project 

夏休みキッズ探検隊 

［対 象］  小学1～6年生 
 
 
 
 

［定 員］  12名 
［日 時］  平成24年8月7日（火）13：00～16：30 
［場 所］  四国がんセンター 
［内 容］  ①がんについて学ぼう！ 
       ②病院内を探検しよう！など 
     ※このイベントはお子さんのみの参加となっております。 
［参加費］  無料 
［申込方法］ 申込書・アンケートにご記入の上、郵送または 
       直接ご持参ください。 
［応募〆切］ 平成24年7月12日(木) 当日消印有効 
       (持参の場合は、当日17:00まで) 
       ※ただし、定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。 

 
 

［申込み・問い合わせ（平日8：30～17：00）］  

  独立行政法人国立病院機構 

 四国がんセンター  
 がん相談支援・情報センター 
 「夏休みキッズ探検隊」係 
 

 〒791－0280 愛媛県松山市南梅本町甲160 
 TEL：089－999－1114（直通） 

 愛媛県では、がん患者の治療、療養が円滑に行われるために、子ど
もを含めた総合的支援に取り組んでいます。 
 このイベントは、親ががん患者である子どもが、同じ立場の仲間と
出会うこと、がんに対する理解を深めること、医療関係者との関わり
を持つことなどを通じて、病院や病気に対する怖さや不安を和らげ、
さらには家族内のコミュニケーションの促進や、子どもが本来持って
いる困難を跳ね返す力を高めることを目的としています。 

＊申込書はがん相談支援・情報センターにあります 

四国がんセンターの患者さんのお子さんで、 
親ががんであることを知っており、イベントへの 
参加を希望していることが条件となります。 

 

愛媛県がん患者・家族支援推進事業 

病院探検に
出発だ～!! 

検査室って 
こんなところ 
なんだ～ 

おやつの 
試食も 
あります♪ 







チャイルドケアプロジェクト Child Care Project 

夏休みキッズ探検隊 

［対 象］  小学1～6年生 
 
 
 
 

［定 員］  10名 
［日 時］  平成25年8月1日（木）11:00～16:00（受付10:30～） 
［場 所］  四国がんセンター 
［内 容］  ①がんについて学ぼう！ 
       ②病院内を探検しよう！など 
     ※このイベントはお子さんのみの参加となっております。 
［参加費］  無料 
［申込方法］ 申込書・アンケートにご記入の上、郵送または 
       直接ご持参ください。 
［応募締切］ 平成25年7月19日(金) 当日消印有効 
       (持参の場合は、当日17:00まで) 
       ※ただし、定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。 

 
 

［申込み・問い合わせ（平日8：30～17：00）］  

  独立行政法人国立病院機構 

 四国がんセンター  
 患者・家族総合支援センターまたは、 
 がん相談支援・情報センター 
 「夏休みキッズ探検隊」係 
 〒791－0280 愛媛県松山市南梅本町甲160 
 TEL：089－999－1209（直通） 

 愛媛県では、がん患者の治療、療養が円滑に行われるために、子ど
もを含めた総合的支援に取り組んでいます。 
 このイベントは、親ががん患者である子どもが、同じ立場の仲間と
出会うこと、がんに対する理解を深めること、医療関係者との関わり
を持つことなどを通じて、病院や病気に対する怖さや不安を和らげ、
さらには家族内のコミュニケーションの促進や、子どもが本来持って
いる困難を跳ね返す力を高めることを目的としています。 

＊申込書は…患者・家族総合支援センターまたは、がん相談支援・情報センター 
      にあります（病院HPからもダウンロードできます） 

四国がんセンターの患者さんのお子さんで、 
親ががんであることを知っており、イベントへの 
参加を希望していることが条件となります。 

 

愛媛県がん患者・家族支援推進事業 

病院探検に
出発だ～!! 

検査室って 
こんなところ 
なんだ～ 

おやつの 
試食も 
あります♪ 



厚生労働科学研究(がん臨床研究)推進事業  

 ナレーション  つるの剛士   

2014 年  1 月 11 日 ( 土 ) 
 12:30 ～ 16:00 ( 受付 12:00 ～ ) 

松山市総合コミュニティセンター 
3階 大会議室   (松山市湊町7丁目5番地) 

250名 ( 先着順 ) 

四国がんセンター・平松 平日13:00～17:00 
   TEL:089 – 999 - 1111 (内線：7535)  

【講演】「親ががん患者である子どものこころ ～研究結果をふまえて～」 
聖路加国際病院 小澤 美和 小児科医長 

 
【対談】「子ども達と過ごした日々 ～経験者からのメッセージ～」 

松山記念病院 大舘 千恵 看護師 
NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会 松本 陽子 理事長 

 
【講演】「大切な人をなくした子どもたちを支える ～こころを癒やす絵本の紹介～」 

四国がんセンター 井上 実穂 臨床心理士 

【映画上映】『         』 

第二部 14:50～16:00 

総合司会 四国がんセンター 清藤 佐知子 乳腺科医師 

第一部 12:30～14:30 映画上映  

共催 ： 公益財団法人 日本対がん協会 
     愛媛県がん診療連携協議会    
     四国がんセンター 

☆詳細は裏面をご覧ください 

入場
無料 

  映画『うまれる』は、妊娠・出産・育児を通じて、 
私たちがうまれてきた意味や家族のあり方、そして 
“生きる”ことを考える、ドキュメンタリー映画です。 
見ていただいた方々の全細胞の隅々にまで、いのちの 
すごさが染みわたる、そんな映画にしたいと思い、毎日、
魂を込めてつくってきました。ぜひ、ご覧ください。 

(企画・監督・撮影 豪田トモ氏のコメントより)  

日時 

会場 

定員 

プログラム 

お問い合わせ 
お申し込み 

市民
公開
講座 



「お母さん、大丈夫かな」「お父さん、元気になるよね」 

お子さんがいらっしゃる患者さんへ 

 がんの治療はそれだけでも大きなストレスとなりますが、患者さんに子どもがいらっしゃ

る場合、その負担はより大きくなるといわれています。 

 また、子どもにとっても親の病気は大きな出来事です。子どもは、たとえ病気のことを聞

かされていなくても、普段とは違った家族の様子に気づいているといわれます。子どものス

トレス反応は、年齢、性格、環境などによってはさまざまですが、周囲のサポートを得なが

ら、子どもはその困難を乗り越えて行く力を持っています。 

 当院では、患者さんができるだけ安心して療養生活が送ることができるように、それぞれ

のご家庭の状況に応じ、お子さんも視野に入れたご家族全体の支援をおこなっていきます。 

がん相談支援・情報センター、または、病棟
スタッフにお声かけください。子どもの心理、
行動に詳しい臨床心理士などが対応します。 

誰にいえばいいの？ 

②お子さんへ 

 遊びや会話を通して、子どもの考えや感じて 
いることを引き出し、受け止めます。その上で、
年齢に応じた病気の説明やストレスマネジメン
トなどの心理教育をおこないます。 
 また、院内探検などを通じて、病気に対する
怖さを取り除き、子どもの持つ社会的な学習意
欲を大切にします。 

何をするの？ 

Child Care 
 Project  

①大人（患者さん・ご家族）の方々へ 

 子どもに関する様々なご相談に対応します。
子どもへの関わり方、気になる言動など、丁
寧にお話を伺いながら、最善の支援体制を一
緒に考えます。状況によっては、教育機関や
小児医療、福祉施設との連携も視野に入れて
サポートします。 

何をするの？ 



独立行政法人国立病院機構  

四国がんセンター 

チャイルドケアプロジェクト 
 

四国がんセンター  
チャイルドケアプロジェクト 

独立行政法人国立病院機構  
四国がんセンター 

がん相談支援・情報センター 
〒791-0820 愛媛県松山市南梅本町甲160 

TEL:089-999-1114 FAX:089-999-1115 

お子さんがいらっしゃる患者さんが

より安心して療養生活を 

送ることができるように 

ご家族全体のサポートを考える 

プロジェクトです 

より安心して生活を送るために… 

 
お子さんがいらっしゃる患者さんへ 
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