がん患者・家族・医療者・市民のための最新がん医療フォーラム in 秋葉原

日本を代表する

参加費

無料

がんの専門医が

大集結！
！
開場 9:30

（JR 秋葉原駅 電気街口を出て目の前！） ※総合受付

4F

詳細情報・お申込みは特設サイトをチェック！

① ホームページでのお申込み :
② 電話でのお申込み

:

③ FAX でのお申込み

:

http://www.cancernet.jp/acf
03-5840-6072
03-5840-6073

※本チラシ下部に必要事項をご記載の上、送信ください。

※お申込みいただきました個人情報は、本フォーラムのためにのみ使用させていただきます。

電話番号

※総合受付 4F
（JR 秋葉原駅 電気街口を出て目の前！）
【問い合わせ先】NPO法人キャンサーネットジャパン

このアキバキャンサーフォーラム2015は平成27年度日本郵便の年賀寄附金の助成を受けています。

2015.06.22 update

4F

＊プログラム・講師は予告なく変更になる可能性があります。最新の情報は WEB サイトでご確認ください。

場所

ギャラリー 1&2

ギャラリー 3

シアター
10:00-11:30

10:00-10:50

12:00-12:50
13:00-13:50

ギャラリー 1

中村清吾（昭和大学）
林 直輝（聖路加国際病院）
佐治重衡（福島県立医科大学）
増田 紘子（昭和大学）

トーク（20min）

手術体験キッズセミナー

司会：小林 美幸

（神奈川胃癌ネッツ共催）

総合受付

（日本肺癌学会共催）
光冨 徹哉（近畿大学）

トーク（15min）
司会：小林 美幸

15:00-15:50

ギャラリー 2
ブース＆ステージ

大人だって体験したい！
医療機器展示

（神奈川胃癌ネッツ共催）

《ぼくたちの家族》（117min）

場所

司会：橋本 佐与子（MBS 毎日放送）
安達 進（アッヴィ合同会社）
江副 聡（厚生労働省）
勝俣 範之（日本医科大学武蔵小杉病院）
鈴木 美穂（maggieʼ s tokyo）
関原 健夫（日本対がん協会）
藤原 康弘（国立がん研究センター中央病院）（五十音順）

10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50

カンファレンス D
小児脳腫瘍
柳澤 隆昭

（東京慈恵会医科大学附属病院）

小児血液がん・AYA 世代のがん
楠木重範

（チャイルド・ケモ・クリニック）

がんと妊孕性
菊地 盤

（順天堂大学医学部附属浦安病院）

悪性リンパ腫
伊豆津 宏二

（虎の門病院）

急性白血病
進藤 岳郎

（佐賀大学医学部附属病院）

多発性骨髄腫
木崎 昌弘

（埼玉医科大学総合医療センター）

16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-19:00

慢性白血病
木村 晋也

カンファレンス E
頭頸部がん
藤井 正人

（国立病院機構東京医療センター）

甲状腺がん
杉谷 巌

（日本医科大学）

すい臓がん
古瀬 純司

（杏林大学医学部付属病院）

胆道がん
古瀬 純司

（杏林大学医学部付属病院）

乳房再建
関堂 充

（筑波大学附属病院）

子宮体がん
上坊 敏子

（相模野病院）

子宮頸がん
上坊 敏子

（佐賀大学医学部附属病院）

（相模野病院）

骨髄異形成症候群

卵巣がん

照井 康仁

（がん研有明病院）

佐々木 淳

（医療法人社団悠翔会）

がん医療と緩和ケア
岩瀬 哲

（東京大学医科学研究所附属病院）

がんと家計

（がんと暮らしを考える会）

（日本肺癌学会共催）
佐々木 治一郎（北里大学）

がんの放射線治療
唐澤 久美子

（東京女子医科大学）

がんと医療費のこと

16:00-16:50

6F

がんと在宅医療

免疫療法

トーク（15min）
司会：小林 美幸

（キャンサーフィットネス）

18:00-19:00

赤倉 功一郎

落合 和徳

（東京慈恵会医科大学附属病院）

藤原 康弘

16:20-17:51

（国立がん研究センター中央病院）

《希望のちから》（91min）

がん疼痛治療科の最前線
服部 政治

（がん研有明病院）

がんと漢方薬

トークはありません

今津 嘉宏

（芝大門いまづクリニック）

閉会セッション

ネクスト 3

骨転移

篠田 裕介

（東京大学医学部附属病院）

ゲストルーム C

ゲストルーム E

大腸がんの外科治療
板橋 道朗

（東京女子医科大学）

大腸がんの薬物療法
吉野 孝之

（JCHO 東京新宿メディカルセンター） （国立がん研究センター東病院）

がんの臨床試験

（日本肺癌学会共催）
関 順彦（帝京大学）

14:00-16:12

ステージプロデュース
広瀬 真奈美

17:00-17:50

前立腺がんの薬物療法

肺がんの薬物療法

（日本肺癌学会共催）
滝口 裕一（千葉大学）

12:30-16:00

14:00-14:50

堀江 重郎

（順天堂大学）

肺がんの外科治療

12:00-13:38

《50/50》（98min）

来場された方は総合受付にて
リストバンドをお受け取りください。

ネクスト 2
前立腺がんの外科治療

乳がん治療最近の動向

《エンディングノート》（89min）

10:00-12:30

11:00-11:50

ネクスト1

プラチナメーク＆
フォトプログラム

マギーズ東京プロジェクト
プレゼンツ企画

肝臓がんの外科治療

BEC/CIN
活動報告

國土 典宏

（東京大学）

肝臓がんの薬物療法
池田 公史

（国立がん研究センター東病院）

胃がん（神奈川胃癌ネッツ共催） 14:00-15:15
円谷 彰
乳がんサバイバー
のためのヨガ

（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
木村 正之（けいあいクリニック）
福永 哲（順天堂大学医学部）
利野 靖（横浜市立大学附属病院）
吉川 貴己（神奈川県立がんセンター）

がんと栄養
川口 美喜子

（大妻女子大学）

サバイバーの声を聴こう！
Over Cancer Together
〜がんを共にのりこえよう〜

15:40-16:55

すべての
がんサバイバーと
家族のためのヨガ

企業向け講演
効率的ながん医療情報の
発信について

がんと遺伝
湯浅 保仁

（東京医科歯科大学）

がん100万人時代をどう生きるか！？

カンファレンス F
皮膚がん
山﨑 直也

（国立がん研究センター中央病院）

精巣腫瘍
中村 晃和

前日・当日

ボランティア募集！
運営をお手伝いいただける
ボランティアの方を
大募集しています！

（京都府立医科大学）

膀胱がん
菊地 栄次

（慶應義塾大学病院）

食道がん
小島 隆嗣

（国立がん研究センター東病院）

腎がん

近藤 恒徳

（東京女子医科大学）

脳腫瘍

宮北 康二

（国立がん研究センター中央病院）

骨軟部肉腫
川井 章

（国立がん研究センター中央病院）

胸腺腫
後藤 悌

（国立がん研究センター中央病院）

がん患者会・がん患者支援団体・企業

展示ブース募集！

フォーラム当日の展示ブースを募集しています！
＊ブース数は限りがありますので定数になりましたら、締め切らせていただきます。
＊展示ブースの位置は、参加申込受付後、実行委員会にて決定し、
お知らせさせていただきます

●8月7日（金）
18:00〜21:00

●がん患者会・がん患者支援団体展示ブース

●8月8日（土）8:30〜19:30

●企業展示ブース

（募集人数：数名）事前準備／会場設営など
（募集人数：50名）セミナー運営／フォーラム総合受付／
フォーラム会場案内／出展ブース・ミニステージ担当など
＊半日（午前8:30〜13:00／午後13:00〜19:30）など
（募集人数：20名）も可能です。
＊活動時間は大体の予定です。

詳細情報・お申し込みは

http://www.cancernet.jp/acf/volunteer

展示の内容：活動紹介、フライヤー・冊子・啓発ツール等の
展示・配布、グッズ販売など（無人ブースはお避けください）

展示内容の詳細は、お申込み時に
承ります。
（無人ブースはお避けください）
展示面積は、展示内容によって
応相談となります。

詳細情報・お申し込みは

http://www.cancernet.jp/acf/exhibition

【共 催】新産業文化創出研究所／UDXオープンカレッジ
【協 力】NTT都市開発／特定非営利活動法人日本肺癌学会／特定非営利活動法人神奈川胃癌ネッツ
【後 援】東京都／千代田区／一般社団法人日本癌治療学会／日本癌学会／一般社団法人日本乳癌学会／公益社団法人日本婦人科腫瘍学会／一般社団法人日本胃癌学会／
日本頭頸部癌学会／特定非営利活動法人日本小児血液・がん学会／一般社団法人日本臨床試験学会／特定非営利活動法人日本緩和医療学会／公益社団法人日本放射線腫瘍学会／
特定非営利活動法人日本肺癌学会／特定非営利活動法人婦人科悪性腫瘍研究機構／特定非営利活動法人骨軟部肉腫治療研究会／大腸癌研究会／公益財団法人前立腺研究財団／
公益財団法人 日本対がん協会／特定非営利活動法人日本医療政策機構／公益社団法人日本医師会／公益社団法人東京都医師会／株式会社クリニカルトライアル
このアキバキャンサーフォーラム2015は平成27年度日本郵便の年賀寄附金の助成を受けています。

