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世界対がんデー イベント

シンポジウム
～企業対策最前線とこれからの働き方～ 東京から生中継！

シンポジウムの生中継とお楽しみ展示ブースで
有意義なひとときを過ごしませんか

1967 年生まれ、千葉県出身。中央大学
卒業後、不動産会社勤務を経て、同県
銚子市で生家が営む食料品卸売業に入
社。代々、社員に何かがあった時は臨
機応変に対応し、雇用を維持してきた。
38 歳で消化器の希少がん GIST に罹患し
た夫も、本人の希望により、亡くなる 2
週間前まで働いた。2010 年より 4 代目
社長に就任。今年で創業 87 年目。44
人の社員と共によりよい働き方を模索
している。GIST・肉腫患者と家族の会
「NPO 法人 GISTERS」の副理事長や厚生
労働省「がん患者・経験者の就労支援
のあり方に関する検討会」（2014 年）
のメンバーも務める。

1962 年生まれ、大阪府出身。1986 年、
テルモ株式会社に入社。各部門の人事
業務に携わった後、2017 年より現職。
また健康管理担当として、子会社も含
めた健康経営推進の横断組織のリー
ダーも担い、社員の健康増進に取り組
んでいる。2017 年には「がん就労支援
制度」を設け、治療を受けながらでも
柔軟に働ける環境を整備。社内外に明
確に発信することで、職場や家族が一
体となって支える体制を構築した。医
療に携わる企業として、社員の健康は
重要なテーマ。社員の健康が企業の持
続的成長につながると考え、社員がい
きいきと健康で働ける会社を目指して
いる。

1977 年生まれ、千葉県出身。東海大学
卒業後、中堅広告会社勤務を経て 2005
年に株式会社電通に入社。ビジネスプ
ロデュース局にて部長を務める。家族
は、妻、小学３年生の息子と幼稚園年
長の娘の 3 人。2015 年、ステージ３Ｂ
の肺腺がんの告知を受ける（のちにス
テージ４）。化学療法や放射線などによ
る治療のため通院しながら、周囲の支
えと働きかたの改善により変わらず仕
事を続けている。本業の傍ら、「がんに
なってもいきいきと暮らせる社会を作
る」ことを目的にした有志によるボラ
ンティア活動「LAVENDER RING」を立
ち上げた。 

1971 年生まれ、東京育ち。早稲田大学
卒業後、1994 年に朝日新聞社入社。横
浜支局に勤務していた 26 歳の時に肺に
転移した精巣腫瘍が見つかる。手術、
抗がん剤治療を受け、１年後に職場復
帰を果たしたが、その後２度再発し、
入退院を繰り返す。体験を連載記事「が
んと向き合って」で公表し、後に出版、
日本エッセイストクラブ賞を受賞。そ
の後は社会部で教育をテーマに取材活
動をしながら、がんサバイバーの生き
方や「いのちの教育」などもテーマと
して追い続けている。2010 年に担当し
た連載記事「ニッポン人脈記　がん　
その先へ」が第 30 回ファイザー医学記
事賞大賞を受賞。

1984 年、岩手医大医学部卒業。10 年
間一般内科臨床に従事したのち、東京
大学大学院医学系研究科博士課程修了
（保健学博士）。同大医学系研究科公共
健康医学専攻講師、UCLA 公衆衛生大
学院客員研究員、獨協医科大学公衆衛
生学准教授を経て、2013 年４月より現
職。一貫して、がん患者や家族の心理
面を含めた社会的支援に関する研究と
社会啓発に取り組んでいる。共編著に
「企業のためのがん就労支援マニュア
ル」（労働調査会 , 2016）、「終末期医療」
（丸善出版 , 2012）、「死生学５～医と法
をめぐる生死の境界」（東京大学出版会 , 
2008）など。

1956 年、神奈川県生まれ。1981 年に
入社し、2010 年 2 月に執行役員、2016
年 4 月より代表取締役副社長に就任。
2017 年度から CWO(Chief　Wellness　
Officer）として健康経営の責任者とな
る。
社員の健康がまず重要との考えに基づ
き、JAL グループ全社員の健康とその
先にある豊かな人生、企業理念の実現
に向け、先頭に立って健康経営を推進
している。
企業理念：　JAL グループは全社員の
物心両面の幸福を追求し、
一、「お客さまに最高のサービスを提供
します」
一、「企業価値を高め、社会の進歩発展
に貢献します」 

2月4日月
１階　大講堂

11：00～ 16：00 展示ブース開催
シンポジウム中継13：00～ 16：00

どなたでもご自由に
ご参加ください！



司会：原元 美紀 氏（フリーアナウンサー）

13:00  - 13:05 

13:05  - 13:25 

13:25  - 13:45 

13:45  - 14:15 

13:15  - 14:30

14:30  - 16:00

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑプログラム

主催者あいさつ

基調講演「見えてきた企業がん就労対策、乗り越えるべき３つの壁」

休憩

パネルディスカッション「がんとの共生社会を目指して」

講演「ステージ４でも治療と仕事を３年間両立できている理由」

リレープレゼン「企業がん対策最前線」

高橋 都 氏（国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策情報センター がんサバ

                    イバーシップ支援部長）

御園生 泰明 氏（株式会社電通 第21ビジネスプロデュース局 ビジネスプロデュース部       

                            部長／LAVENDER RING 発起人）

櫻井 公恵 氏（株式会社櫻井謙二商店 代表取締役社長）

竹田 敬治 氏（テルモ株式会社 人事部長）

藤田 直志 氏（日本航空株式会社 代表取締役副社長執行役員 健康経営責任者）  
                                                                                                                                                                                                                                                              （五十音順）

櫻井 公恵 氏　高橋 都 氏　竹田 敬治 氏　藤田 直志 氏　御園生 泰明 氏

                                                                                    （五十音順）

＊コーディネーター　上野 創（朝日新聞社 東京本社社会部教育チーム記者）

出展ブース
・爪のお手入れ

・頭皮ケア スコープ

・シコリタッチ

・骨盤矯正

・折花カード（カラーセラピー）

・ハンドマッサージ

・パステルアート

・よろずなんでも相談室

抗がん剤などで痛めてしまた爪のケアをします

頭皮の状態をスコープで確認してケアの仕方を
お伝えします

乳がんのしこりってどんなの？知って得する乳がん
セルフチェックのポイント

お疲れの体をほぐしませんか ＮＰＯ法人つながりひろばのメンバーがなんでも
お話しをお聞きします

アロマを使って素敵なオリジナルカードを
つくりませんか

アロマの香とマッサージでリラックスタイムを

初めての方でも簡単！絵本の世界のような素敵な
作品ができますよ

主催：公益財団法人 日本対がん協会、株式会社朝日新聞社
後援：ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン株式会社、厚生労働省、経済産業省 支援：矢地繊維工業株式会社

提携：エイベックス＆ヒロツバイオ・エンパワー合同会社、ヤフー株式会社、がんアライ部、株式会社メディカルノート
会場協力：大阪国際がんセンター

協力：アフラック生命保険株式会社、ジェノミックヘルス株式会社、アストラゼネカ株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、株式会社 名門会

協賛：テルモ株式会社、株式会社ポーラ


