
http://www.cancernet.jp/
　　　　　　　　　　　　jcf/join/

このフォーラムはWindows 10 Upgrade Your Worldキャンペーンの助成を受けています。 2016.07.26 update

前日・当日 ボランティア大募集！ 運営をお手伝いいただける
ボランティアの方を大募集！

8月4日（木）・5日（金）
・6日（土）・7日（日）

事前準備／セミナー運営／フォーラム総合受付／
フォーラム会場案内　など

詳細情報・お申し込みは

Japan Cancer Forum

http://www.cancernet.jp/jcf/
最新情報・お申込みは
特設サイトをチェック！

◀ 参加お申込みフォームQRコードはこちら

http://www.cancernet.jp/jcf/volunteer-offer/

ジャパンキャンサーフォーラム

8月6日(土)11:50-(開場11:00)
8月7日(日)10:00-(開場 9:30)

コングレスクエア日本橋2・3階
★総合受付 2階（当日は、2階にお越しください）

2016年

東京メトロ「日本橋駅」直結、
東京駅日本橋口から徒歩5分

無料
参加費

日本を代表するがんの専門家 日本橋に大集結！！に大集結！！がが

ジャパンキャンサーフォーラム日本最大級のがんフォーラム

コングレスクエア日本橋 アクセス

活動日！

【特別協力】株式会社コングレ／株式会社新産業文化創出研究所　【協賛】特定非営利活動法人 日本肺癌学会　【協力】株式会社 STJレンテック



【問い合わせ先】NPO法人キャンサーネットジャパン　
〒113-0034 東京都文京区湯島1-10-2 御茶ノ水 K&Kビル2F
TEL:03-5840-6072　FAX:03-5840-6073　MAIL:info@cancernet.jp

8月7日(日)【2日目】

8月6日(土)【1日目】
ジャパンキャンサーフォーラム プログラム

【後援】厚生労働省／東京都／中央区／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／一般社団法人日本癌治療学会／公
益社団法人日本臨床腫瘍学会／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／一般社団法人日本ペインクリニック学会／特定非営利活動
法人西日本がん研究機構／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／
日本肝癌研究会／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／公益財団法人日本骨髄バンク／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／国立研究開発法人科学技術振興機構／公益社団法人日本整形外
科学会／日本癌局所療法研究会／特定非営利活動法人日本免疫学会
／一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会／日本がん免疫学会／日本臨床
腫瘍薬学会／一般社団法人日本がん看護学会／一般社団法人日本在
宅医療学会／一般社団法人日本血液学会／公益社団法人日本薬剤師
会／一般社団法人日本病院薬剤師会／公益社団法人日本看護協会／
日本専門看護師協議会／東京商工会議所中央支部／樋口宗孝がん研
究基金／精巣腫瘍患者友の会 J-TAG／腎癌研究会／中皮腫・アスベ
スト疾患・患者と家族の会／特定非営利活動法人神奈川胃癌ネッツ

11:30-12:00

ホールA ホール B ホール C ホールD ルーム A1 ルームB

12:00-12:50

13:00-13:50

14:00-14:50

15:00-15:50

16:00-16:50

17:00-17:50

18:00-18:50

会場名
時間

JGOG 共催
子宮頸がん

オープニング
セッション

胃癌ネッツ/KSATSS
共催
胃がん

MHF共催
AYA世代の特徴と課題

JORTC 共催
緩和ケアと臨床研究

JSCS 共催
悪性黒色腫・

その他の皮膚がん

アスベスト患者と
家族の会共催
中皮腫治療のいま

オンコロ共催
臨床試験の見つけ方

JGOG 共催
子宮体がん

JGOG 共催
卵巣がん

JGOG 共催
婦人科がん治療を理解
するための基礎知識

リンパ浮腫の治療

がんと食事、栄養のこと

がんと生活設計

いのちのケア

がんと漢方薬

前立腺がん

頭頸部がん

肝臓がん

脳腫瘍

悪性骨軟部腫瘍
（肉腫） がんと口腔ケア

胆道がん

甲状腺がん 薬剤師の活かし方

がんの補完代替療法

がんの疼痛緩和すい臓がん がんの臨床試験のこと

臨床試験調査結果発表
日本の臨床試験の
何が問題？

在宅移行ケア

骨転移と
がんのリハビリ

がんの療養
場所選択

BEC・CIN
活動報告

病気に向き合う
子どもと家族

大腸がん
外科的治療

Over Cancer
Together

サバイバーズトーク

大腸がんの
薬物療法がんの放射線治療

10:00-10:50

ホールA＋B ホール C ホールD ルーム A1 ルームB

11:00-11:50

12:00-12:50

13:00-13:50

14:00-14:50

15:00-15:50

16:00-16:50

会場名
時間

JACI 共催
がん免疫療法

じんラボ・
腎泌尿器疾患研究所

共催
透析患者と腎がん

希望の会共催
スキルス胃がん

GISTERS 共催
GIST

ホスピタリティワン/訪問看護支援協会共催
家族目線からのエンディング

キャンサーフィットネス共催
ホルモン療法の副作用対策

日本対がん協会共催
リレーフォーライフって何？

パル・オネスト共催
がん患者さんと調剤薬局

JSCN 共催
ナースの役割、見えていますか？

JSFP 共催
がんと生殖機能
（妊孕性温存）

乳がん
乳がん治療最新トピックス

ホルモン陽性乳がんの薬物療法
HER2 陽性乳がん・トリプルネガティブ乳がんの薬物療法

肺がん薬物療法

クロージングセッション

がんとこころのケア

がんと災害

高齢者のがん

小児がん
小児急性リンパ性白血病
若年性骨髄単球性白血病

小児脳腫瘍
肝芽腫

小児胚細胞腫瘍

血液がん
多発性骨髄腫

骨髄異形成症候群
急性骨髄性白血病
慢性骨髄性白血病
急性リンパ性白血病

リンパ腫
慢性リンパ性白血病

膀胱がん

精巣腫瘍

食道がん

がん
医療関連制度

乳房再建

Over Cancer
Together

サバイバーズトーク

＊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。

※１

※1　JGOG: 特定非営利活動法人婦人科悪性腫瘍研究機構
※2　胃癌ネッツ/ KSATSS: 神奈川胃癌ネッツ/ 神奈川標準的がん治療開発支援システム
※3　MHF: 樋口宗孝がん研究基金
※4　オンコロ : がん情報サイト『オンコロ』
※5　JORTC : 特定非営利活動法人 JORTC
※6　JSCS : 一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会
※7　アスベスト患者と家族の会 : 中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会
※8　ホスピタリティワン/ 訪問看護支援協会 :
　　　株式会社ホスピタリティワン/一般社団法人 訪問看護支援協会

※9　JACI : 日本がん免疫学会
※10　キャンサーフィットネス : 一般社団法人キャンサーフィットネス
※11　じんラボ / 腎泌尿器疾患研究所 :
　　　 じんラボ /特定非営利活動法人腎泌尿器疾患研究所
※12　日本対がん協会 : 公益財団法人日本対がん協会
※13　JSFP: 特定非営利活動法人日本がん・生殖医療学会
※14　パル・オネスト: 株式会社パル・オネスト
※15　JSCN : 一般社団法人日本がん看護学会
※16　希望の会 : 特定非営利活動法人 希望の会
※17　GISTERS : 特定非営利活動法人GISTERS

※2

※3

※4

※7

※9

※8 ※10

※11

※12

※13

※14 ※15

※16

※17

※5

※6

がん患者会・がん患者支援団体・
企業による展示ブースも開催！

当日は

様々な団体が、展示やグッズ、書籍の販売も行います。
是非 3階ホワイエにお立ち寄りください！

（定員：211名） （定員：93 名） （定員：128 名） （定員：40 名） （定員：55 名）

※お弁当代無料、持ち込みは原則不可　※当日9:30から各部屋定員数に限り整理券を配布いたします


