
株式会社VOL-NEXT   曽我千春 

2013年11月17日 

    第26回 ペイシェントボイスカフェ 
  
 
 
 

     20万人のがん患者さんからの学びを 
   次の挑戦へ  
 

 「どんなときも、輝き続ける！ための社会へ」 



   

（本日の内容） 
 

●自己紹介（私の仕事） 

●がん体験からの起業（薬体験からの学び） 

●薬剤師の皆さまにお願いしたいこと 

●薬剤師の皆さまにご提案 

 挑戦！「どんなときも、 

 自分らしく輝き続ける！ための社会へ」 
 



Voice Of Life → NEXT 



がん患者さん一人ひとりが 

「納得できる治療」 

「安心できる生活」 

  「自分らしい生き方」を     

実現するためのサービスを展開 



  

 東京・青山ステーション 

 大阪・心斎橋ステーション 



東京・青山ステーション 
大阪・心斎橋ステーション 

インターネットで 

●医療情報 
●生活情報 
 
 
 

  

●生活と心の相談 
●治療中の 
生活必需品ご案内 
●ケア講座・レッスン 
 
 

 ショッピングモールＴＯＤＡＹ！ 
 http://today.shop7.makeshop.jp/ 
 

インターネット 
http://www.v-next.jp/ 

通信販売 

●カタログ通販 
全国500施設に設置 

●インターネット 
       通販 
 
 

  

がん患者さんの生活支援サービス 



かつら、つけ毛、帽子、 
下着、パッド、水着、 
生活便利グッズ 
※健康食品・健康器具の扱いはなし 

体験者の視点で厳選した生活必需品を 
その選び方・使い方と共にご案内しています。 

治療中の生活必需品のご案内 



帽子やつけ毛も 失敗しない選び方 

不安・憂鬱・かなしみ・疑問 安心・納得・自分らしさに・・・  

髪の抜け方・生え方・ケア方法 

かぶり比べる 

ウィッグ選びを 
お手伝い 



一人一人の手術後の 
身体と気持ちに 

ぴったり合うブラとパッドを  



関連企業へのアドバイス 

・患者様の声をお伝えし 

 商品・サービスの改善へ 
 

関連企業や医療者への研修 

・「がん治療中の生活と心理」 

  についての研修 

患者様のニーズに応える 

さらに質の高い商品とサービスへ 



       私のがん体験 
 

    風邪もひかない元気印！ 

     突然＜がん＞に 



 

１９９９年 （３３歳）   徹夜あけのシャワーで胸にしこりを見つける 

                  乳がん告知  
   ・・・手術・放射線・薬物療法・また手術・・・ 
 

              離婚 

                            母の会社が倒産寸前 

 
 

●●●部屋のカーテンも開けられない暗黒の日々●●● 
        
 

 

 

「僕は君を支えられない・・・」        

「保険でおりたお金貸して」        

 

 
        
 

 

 消えてなくなりたい！ 

治療は、ホルモン療法続行中 

気分↓↓↓、気力なし、集中できない 
眠れない、不安、孤独、汗が噴き出す 
自分は、なぜ生きるのか・・・ 



これは、薬の副作用？  

 ホルモン療法続行中 
   ● ＬＨ－ＲＨアゴニスト製剤（ゾラデックス®・皮下注射） 

   ●抗エストロゲン薬（タモキシフェン・ノルバデックス®・内服） 

それとも、私がおかしくなったの？ 

（当時の主治医）PCに向いたまま 

「気のせいですよ！ 
あなたが鬱になるなら 

他の患者さん皆、鬱になりますよ。」 

「私、このままだと危ないので、 

精神科を紹介してください！」 
     しかし、精神科では・・・ 



自分でやるしかない！ 
 

  私がとった２つの行動 
 

 （１）治療を知る 
     ホルモン療法って何？ 

     女性ホルモンって何？ 

     （２）主治医を変える 



女性ホルモン
エストロゲン 

女性ホルモンの 
受容体がある人は、 

乳がん患者の 
70～80％ 



「LＨ－ＲＨアゴニスト製剤」 を注射することで 



女性ホルモンを出なくしたら、どうなる？ 

自分の状態が、腑に落ちた！ 



  「自分は、なぜ生きるのか」 



        
 

 

 

 

２００２年   乳がん患者会スタート 
 

２００４年   日本初のがん患者生活支援会社 

       ＶＯＬ－ＮＥＸＴを設立 

 
 



がん告知は 

突然に 



昨日まで元気だった人が、 

今日、突然「がん患者」になると 

私ががん？どうして！？ 
これからどうなるの？ 
治療どうしよう 
生活どうしよう 
仕事はどうなるの 
お金のこと、保険のこと 
心の問題 
生きること、生きる意味について 
人間関係について 
      ・・・・いろいろ・・・ 
 不安、疑問、苦痛、かなしみ、迷い・・・ 



心と精神面 
不安・恐れ・怒り 

苛立ち・孤独感 

うつ状態 

魂について 
人生の意味への問い 

苦しみの意味・価値観の変化 

罪の意識・死の恐怖 

神仏の追求 

社会・生活面 
生活上の問題 

経済的な問題 

仕事上の問題 

人間関係 

身体面 
身体の痛み 

症状からくる苦痛 

日常生活動作への支障 

 
 

 

  

私の苦痛 

 



ＱＯＬ（生活・生命の質）の向上 

心のケア 

魂のケア 

 

社会・生活面 
のケア 

身体的ケア 

Quality Of Life 



ある日、突然がんになっても 

「納得できる治療」 

「安心できる生活」 

         「自分らしい生き方」 

      を実現したい       



生涯で２人に１人が 

〈がん〉になる時代に 

  がん患者さんのための 
 
「生活サービス」が必要！ 



 

 

 

 

 
 
 

がん体験者で、2004年に起業 

日本初 

  「がん患者さんの 

  生活支援サービス会社」 

Voice Of Life → NEXT 



27 

青山ステーション内 
ウォールモール完成予想図 Wall Mall BOX 



そして、この１3年間、 

20万人の患者さんと 

出会わせていただきました。 



 がんワールド  



がん 

告知        再生・進化        

ショック 

混乱        

喪失・崩壊        

がんになった身体部分 

健康な自分 

人間関係 

社会生活 

経済的なこと 

計画・夢・希望        

 再発への不安 

新しい自分       

がんに 

なる前の自分       

手術・治療        

 

自然治癒力 
 身体と 
 心の免疫      

再構築        



 がんは、 

人生の「終着点」ではなく 

     「通過点」である。 



(1)医学の力は、最大限に利用する。 
 
 

(2)社会や会社（職場）の制度や仕組みは 
   ありがたく利用する。 
 

(3)自分の力を信じて、自分でできることは 
   自分でしっかりやっていく。 
 

患者さんは、学び・気づき・前進する 

 「がんワールド」を抜けていくために 

 

それを、社会全体で支えていく 



●薬について、 

 患者さんの理解できる言葉で説明する。 
 （医師の説明を補足し、安心して治療ができるように） 
 

●薬を最適に使っていくための 

 個々の生活と心に落とし込むアドバイス 
 

●薬を通して、 

 治療と生活・仕事の両立をサポートし 

  どんなときも、自分らしく生きることを応援する。 

薬剤師の皆さまにお願いしたいこと 



2013年11月17日 

 

      どんなときも、輝く！ 
  女性応援プロジェクト 
 

ここからの挑戦！ 



私達の使命 

生涯で2人に1人が「がん」を経験する 

がん大国日本で、 
ある日突然がんに罹っても、 
自分らしく生活し、働き、 

社会に貢献する意識と行動力を 
持ち続けることが 
あたりまえにできる社会にする。  



女性の
がん 

 少子高齢社会の日本を真剣に考える  
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 女性の活躍が期待される日本 
      ⇒「女性活躍推進法」の施行 

女性の活躍を阻む要因 

育児 介護 
女性の
がん 

 少子高齢社会の日本を真剣に考える  



「どんなときも」 
    がんになっても 

「輝く！」 
  自分らしく、意欲を持ち、 

  治療と生活(仕事)を両立させ、 

  前進すること 
 

を最大応援するプロジェクト 

日本の女性たちが 



 がんワールド 



 がんワールド 

国が「制度」を整え 

企業が「環境」を整備してくれても 

女性は「感情」が 

ついていかないと 

前には進めない 



    治療と生活(仕事)の両立を支援する 

 医療者•企業の努力、熱意ある 

 取り組みを見える形で発信する。 

私たちにできること 

「がんになっても大丈夫！」 

「みんなであなたを応援してます！」 

  を実践し、見える形で伝える。 



一般社団法人ＴＥＡＭ （チーム） 
          

マルチステージ社会における 
エモーションとアピアランスの研究会 
            

Think Emotion & Appearance 
for Multi-Stage-Society 
(一般社団法人TEAM) 
        

東京都港区(VOL-NEXT内) 

設立準備中 <11月設立予定＞ 



①理念を実践するスペシャリスト 
  養成の為の研修実施        
②理念を実践する助けとなる 
   商品及びサービスの企画、 
   制作及び販売 

主な事業： 

理 念： マルチステージ社会における感情と 
アピアランスの重要性を理解し、 
日本の女性達が、どんなときも 
自分らしく輝くことをサポートする 

スペシャリストとツールを日本に広げる      

          



「薬」や「治療中の生活応援アイテム」を 

 通して、 

女性の治療と生活・仕事の両立をサポートし 

 「どんなときも、自分らしく前進すること」を 

 応援する 

  「どんなときも、前向き応援薬局（仮）」 
  「どんなときも、前向き応援薬剤師（仮）」 
    一緒に、挑戦しませんか。 

生活エリアのサポート拠点のご提案 



  「自分は、なぜ生きるのか」 

どんなときも…  

前進、進化、新たな創造 



今日は、 

鈴木さんと知り合えて丸一年記念日です。 

このような機会をいただいて 

心から、感謝します。 

 

 

ありがとうございました。 



http://v-next-soga.blog.jp/ 


