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Japan Cancer Forum 2017 全体プログラム

・ 講演が始まってからの途中入室・退室は自由にして頂いて構いません。ただし、お席に限りがあるため、15 分以上お席に
　戻られない場合、お荷物を移動させて頂く場合がございます。また、盗難、紛失などの責任は負いかねますので、ご了承ください。
・ 消防法の関係上、会場で設定されている定員数以上の方には入っていただくことが出来ません。スタッフの指示に従ってください。
・プログラム毎に入れ替えを行います。会場内のセッティングのため、ご協力をお願い致します。
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Japan Cancer Forum 2017　会場案内図

石黒 めぐみ（いしぐろ めぐみ）

朴 成和（ぼく なりかず）

2F 第１会場（ホール A）

2F 第１会場（ホール A）

オープニングセッション 入門編

大腸がん

これから「がん」を学ぶあなたへ～「がん」の基礎知識・超入門編～

大腸がんは増えています！今、「何ができるのか？」、「何をすべきか？」

8/19 ( 土 )　10:20 ～ 10:50

東京医科歯科大学大学院 応用腫瘍学講座 准教授

国立がん研究センター中央病院 消化管内科長

「自分や家族ががんと診断された！ 急いで勉強しなくちゃ！」、「がんのことを知りたいけど、むずかしそうでちょっと尻込み」。そんな皆
さんに、がんとはそもそもどんな病気か？、主な治療法は？、治療に関する情報を得るには？、など、がんを学ぶ上での基礎知識をお
話します。知っておくべき専門用語も解説します！

大腸がんは、世界で最も多いがんの 1 つです。世界中の研究者によってよりよい治療法を確立すべく努力がなされておりますが、
残念ながら目覚ましい進歩を遂げているとはいえません。「現実のなかでのベスト」を見つけるために、今、「何ができるのか？」、「何
をすべきか？」について一緒に考えましょう。

Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　10:20 ～ 10:50・11:00 ～ 12:00・11:00 ～ 13:30

※原則、先着順にてご案内いたします。

8/19 ( 土 )　11:00 ～ 12:00

8/19 ( 土 )　11:00 ～ 13:30

※原則、先着順にてご案内いたします。

※原則、先着順にてご案内いたします。

2F 第 2 会場（ホール B） Over Cancer Together
がんを取り巻く様々なテーマを取り上げ、様々ながん種のサバイバーの方が、体験談を語ります。がん患者さん・ご家族、また医療従事者、製薬企
業にお勤めの皆様、どなたでもご参加できます。ぜひ立場を超えて「がんになっても暮らしやすい社会」のために何ができるか意見交換しませんか？

岩瀬 哲
（いわせ さとる）
CNJ 理事長
東京大学
医科学研究所附属病院　
緩和医療科

患者 /
乳がん・卵巣がん・
後腹膜脂肪肉腫

患者 / 乳がん

患者 / 直腸がん 患者 / 横紋筋肉腫

 ■セッション 1　11:00-11:40　「がんと共に生きるということ」

日暮 弓美
（ひぐれ ゆみ）

矢島 美和
（やじま みわ）

サバイバーの声を聴こう

轟 浩美
（とどろき ひろみ）
患者遺族
スキルス胃がん
患者家族会
認定 NPO 法人
希望の会 理事長

1 日目  8/19 ( 土 )

【司会】石黒 めぐみ

【司会】大友 明子

 ■セッション 2　11:45-12:30　 「がん患者の就労問題」

砂川 未夏
（すなかわ みか）
患者 / 悪性リンパ腫・
乳がん

鳥井 大吾
（とりい だいご）
患者 / 軟部腫瘍

野城 郁郎
（のしろ いくろう）

和田 瑛
（わだ あきら）

撮影／八田政玄

モデレーター

モデレーター

 ■セッション 3　12:35-13:30　 「医療者とのコミュニケーション」 

アキ よしかわ
（あき よしかわ）
患者 / 大腸がん
国際医療経済学者、米国
グローバルヘルスコンサルティング 
会長、データサイエンティスト

木口 マリ
（きぐち まり）
患者 / 子宮頸がん 患者 / 

肺がん・乳がん
患者 / 遺伝性乳がん

杉本 敬子
（すぎもと けいこ）

長谷川 智美
（はせがわ ともみ）

モデレーター
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長松 康子（ながまつ やすこ）

柴田 大朗（しばた たろう）

3F 第 5 会場（ルーム A1）

3F 第 6 会場（ルーム B）

中皮腫患者さんとご家族のケア

臨床試験の見つけ方

中皮腫と闘う戦略プランをたてよう

がん情報サービスの活用方法と検索ポイント

聖路加国際大学 看護学部 国際看護学 准教授

国立がん研究センター研究支援センター
生物統計部 部長

国内で実施されているがん領域の臨床試験を網羅し、試
験実施の全体像の把握が出来るようにすること、様々な
立場の方がより簡単に臨床試験の情報を探せるようにす
ること、等を目指して 2006 年から試行錯誤を続けつつ

「がん情報サービス（ganjoho.jp）」で情報発信をしてき
ました。これまでの経緯や今後の課題も含め、活用方法
や検索時の留意点等についてお伝えしたいと思います。　　　　　　　　

Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　11:00 ～ 12:00

3F 第 4 会場（ホール D）

前立腺がん、現在と今後の治療
外科治療の進歩と薬物療法

近年、もっとも増加している男性のがんとして、前立
腺がんが注目されています。その前立腺がんの外科治
療の一つとしてロボット手術も急激に増加してきてい
ます。da Vinci の普及によって術後排尿・性機能の温
存が可能になり、また出血量の減少により高齢者にも
安全に治療できるようになりました。また放射線治療
についてもお話します。

松下 一仁（まつした かずひと）

赤倉 功一郎（あかくら こういちろう）

聖路加国際病院 泌尿器科

JCHO 東京新宿メディカルセンター
泌尿器科 部長／副院長

共催：中皮腫・アスベスト疾患・
患者と家族の会共催

中皮腫という病気は治療法そのものが少ないうえ、新
しい病気なので、治療経験の豊富な病院が少ないのが
現状です。患者さんやご家族は不安でいっぱいだと思
います。中皮腫はやっかいな病気ですが、長期生存し
ておられる方も少数ながらおられますし、ご家族と良
い療養生活を送られている方もたくさんいます。中皮
腫と上手に付き合っている方々の例から、患者さんと
ご家族に役立つ「対中皮腫戦略」を学びましょう。

1 日目  8/19 ( 土 )

前立腺がんの新しい治療薬として、新規ホルモン治療薬、
新規抗がん剤、骨に対する治療薬などが発売されていま
す。これに伴い、治療薬の選択、使用のタイミングや順
序、そして組み合わせなど、今後の課題も明らかになっ
てきました。最新情報もとりいれて、すでにわかってい
ること、今後解決すべきことについて、解説します。

【司会】川上 祥子 

【司会】松島 和枝

【司会】藤原 紀子

8/19 ( 土 )　11:00 ～ 12:00 ※原則、先着順にてご案内いたします。

加藤 一喜（かとう かずよし）

3F 第 3 会場（ホール C）
卵巣がん
進行卵巣がんの全てがわかる！

がん研究会 有明病院 婦人科 副部長

卵巣がんは、進行がんになって初めて気が付くことの
多い、また転移や再発の多い、他のがんと比べると悪
性度の高いがんだと言えます。この手強い進行卵巣が
んにどう立ち向かっていくか、診断と最新の治療の状
況についてお話したいと思います。

共催：NPO 法人
 婦人科悪性腫瘍研究機構 

【司会】小島 あゆみ
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Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　11:00 ～ 12:00 Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　12:30 ～ 13:30

岡野 晋（おかの すすむ）

山﨑 直也（やまざき なおや）

 3F 第 5 会場（ルーム A1）

3F 第 6 会場（ルーム B）

頭頸部がん

皮膚がん / 悪性黒色腫

頭頸部がんの最新治療

悪性黒色腫の最新治療と今後の展望

国立がん研究センター東病院 頭頸部内科 医員

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長
希少がんセンター

頭頸部は多数の部位から構成される臓器であり、嚥下、発声などの日
常生活の重要な機能を担っています。本セッションでは、多岐にわたる
薬物療法について、基本から新たな知見までお話ししたいと思います。

皮膚がんは希少がんのひとつで情報の少ない腫瘍でした。
ところが最近、特に悪性黒色腫（メラノーマ）を中心に急速
な治療法の進歩が始まり、これが続いています。SHIN 時代
の幕開けにあたって、あふれる情報をうまく整理し、わかり
やすくより良い医療が提供できるよう努めたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3F 第 4 会場（ホール D）
家族を看取ること 家族の心のケア
在宅で看取るために家族にできることと家族の心のケア

がんで苦悩するのは患者さん本人だけではありません。大切なご家族の旅立ちを
どう支えていけばいいのでしょうか。そして、ご家族はこの避けられない別れをど
のように受け入れていけるのでしょうか。みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

佐々木 淳（ささき じゅん）

浪瀬 耕造（なみせ こうぞう）

医療法人社団悠翔会 理事長

患者遺族
CNJ 認定がん情報ナビゲーター（CIN）

轟 浩美（とどろき ひろみ）

患者遺族
スキルス胃がん患者 家族会　
認定 NPO 法人希望の会 理事長

共催：一般社団法人日本皮膚悪性腫瘍学会

8/19 ( 土 )　12:30 ～ 13:30 ※原則、先着順にてご案内いたします。

古瀬 純司（ふるせ じゅんじ） 百合草 健圭志（ゆりくさ たかし）

2F 第１会場（ホール A） 3F 第 3 会場（ホール C）

すい臓がん 口腔ケア
すい臓がんは長く付き合えるがんになった？すい臓がんの最新情報 がん治療中の口腔ケアで副作用・合併症を予防する

杏林大学 医学部内科学腫瘍内科 教授
杏林大学医学部付属病院 がんセンター長

静岡県立静岡がんセンター 歯科口腔外科 部長

治療が限られていたすい臓がんですが、最近薬物療法
をはじめ治療法も進歩しています。ひとりひとりの病
状に応じた治療選択が大切です。どのように考えて治
療を選択していくか、どのように病気と付き合ってい
くか、一緒に考えましょう。　

実は、がん治療中は口の中に変化が起こっています。それ
が、口のトラブル（痛み、渇き、腫れなど）につながり、多
くの患者さんを悩ませています。口のトラブルを予防するた
めに、患者さん自身が毎日口の中のセルフケアを行い、定
期的に歯科医による口のチェックをうけることが大切です。

助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

1 日目  8/19 ( 土 )

【司会】福島 安紀 【司会】渡辺 千鶴

【司会】岩瀬 哲
【司会】川上 祥子 

【司会】徳永 寛子
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Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　14:00 ～ 15:00 Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　14:00 ～ 15:00・15:30 ～ 16:30

1 日目  8/19 ( 土 )

8/19 ( 土 )　14:00 ～ 15:00 ※原則、先着順にてご案内いたします。

里見 絵理子（さとみ えりこ）

3F 第 3 会場（ホール C）

緩和ケア
知ってトクする！緩和ケア

国立がん研究センター中央病院 緩和医療科 科長

みなさんは「緩和ケア」をご存知ですか？がんの治療
と一緒に「緩和ケア」を受けていますか？からだの痛
みやだるさ、がん治療に伴う副作用などの不快な症状
や、気持ちのつらさ、病気に罹った後の仕事や生活な
どの悩みなど、患者さんが病と共に日々の生活を送る
なかで感じる様々なつらさを、いろんな専門性を持つ
医療者とともに考えて、和らげるのが「緩和ケア」で
す。患者さんやご家族に笑顔があふれる緩和ケア、是
非多くの皆さまに知っていただき、受けていただきた
いです。

共催：NPO 法人 JORTC

3F 第 4 会場（ホール D）
肝臓がん
肝臓がんの外科治療と薬物療法

肝臓がんに対する最も根治的な治療法は外科治療で、
日本の技術は世界のトップレベルにあります。肝切除
技術の最新の進歩と成績をご紹介します。肝移植は日
本では脳死肝移植が少なく、生体肝移植が中心です。
生体肝移植の現状についてもご紹介します。

國土 典宏（こくど のりひろ）

池田 公史（いけだ まさふみ）

国立国際医療研究センター 理事長

国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 内科長

肝臓がんの化学療法は、ソラフェニブに続き、レゴラ
フェニブが承認され、レンバチニブもソラフェニブに
匹敵する良好な治療成績が報告され、免疫チェックポ
イント阻害剤も注目されています。肝臓がんの化学療
法は、今、まさにホットな領域です。

【司会】藤原 紀子

後藤 悌（ごとう やすし）

2F 第１会場（ホール A）
肺がん
肺がん最新の治療 2017

国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 医員
希少がんセンター

肺がんの内科的の治療の進歩は目覚ましく、ガイドラ
インも毎年改訂が必要なくらいです。分子標的薬によ
る precision medicine、免疫療法などのがん医療の最
新のトピックスの多くが、肺がん治療と関係がありま
す。新薬や検査技術の発展に伴って可能になってきた
こと、まだできないことなどをお伝えし、最新の内科
治療と将来展望についてお伝えしたいと思います。

岩瀬 大輔（いわせ だいすけ）

2F 第 2 会場（ホール B）
がんと就労
がんと就労に関する企業側の視点

ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長

がんと就労は、がん患者やその家族だけでなく、企業側にも大きな課題
があります。がん治療と仕事を両立するための制度はもちろん、がん患
者との接し方などの受け入れ側の風土が重要だと考えています。
ライフネット生命が実施したがん経験者 572 名を対象にした調査結果か
ら浮かび上がった実態や課題について、がんと就労に関する活動を家族
として支えた経験を持つ功能氏をお招きし対談形式にてお話し致します。

共催：ライフネット生命
　　　保険株式会社

【司会】渡辺 千鶴

功能 聡子（こうの さとこ）

ARUN 合同会社代表
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Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　14:00 ～ 15:00 Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　14:00 ～ 15:00・15:30 ～ 16:30

徐 彦平（じょ ひこへい）

3F 第 3 会場（ホール C）
中国のがん事情

慈航諾舟健康管理有限公司 代表
ここ数年、米国や日本をはじめとする海外へ治療に行く
中国人患者、特にがん患者が大きく増えている。その背
景にある中国のがん事情や、また日中医学交流の歴史を
振り返りながら、がん啓発及びがん診療における日中交
流や連携のあり方を探りたいと思います。

共催：慈航諾舟健康管理有限公司

2F 第 2 会場（ホール B）
BEC/CIN は全国のサバイバーのミカタです！
BEC/CIN5 人の認定者の皆さんからの活動報告

中国のがん事情とがん啓発 / 診療における日中医学交流の展望

BEC 乳がん体験者―コーディネーター /CIN がん情報ナビゲーターは、
キャンサーネットジャパンが 2007 年より開講した養成講座の修了生達
です。彼らは、全国各地でがん患者やそのご家族、また地域のために
活動をしています。今年は、4 名のがん体験者と一人のご遺族がご自身
の活動を発表します。しかし、コツコツと活動していくうちに仲間が出
来て、だんだん大きなチームになり、病院や地域で活動するように成長
しました。ぜひ、たくさんの方にお越しいただき、サバイバーの力を感
じてください！！これから活動しようかなと思っている方へのヒントも
いっぱいあります。サバイバーはがん患者のミカタです！！！

木全 裕子（きまた ゆうこ）

小嶋 朋子（こじま ともこ）

浪瀬 耕造（なみせ こうぞう）

吉村 市代（よしむら いちよ）

横治 佳世子（よこじ かよこ）

BEC 9 期 乳がん体験者 愛知県

BEC 12 期 乳がん体験者 青森県

CIN8 期生 遺族 神奈川県

BEC 9 期 乳がん体験者 長崎県

BEC 10 期 （CIN 修了生）乳がん体験者 京都府

 乳房再建 迷われている方に PiF ができること

 青森県の活動と患者会のこれから

 CIN が私の活動原点

 街の保健室オープン

 京都府 京都乳がんピアサポートサロン～ fellows ～での活動と今後

8/19 ( 土 )　15:30 ～ 16:30 ※原則、先着順にてご案内いたします。

2F 第 1 会場（ホール A）
是か非か！免疫チェックポイントを途中でやめる臨床試験
ふくれあがる医療費に対して私たちができること

「一剤が国を滅ぼす」センセーショナルな言葉をきっかけとして、高額
薬剤が社会問題となった。そして私たちの目の前に、医療費削減のため、
ある臨床試験が組まれた。効果が持続するかどうか、薬を途中でやめて
確かめる試験だ。
私たちは長く生きたいと思っている。少しでも可能性があるのならその
薬を使いたい。でもそれが本当は必要のない治療だったとしたら？その
必要のない治療の積み重ねで将来の医療財政が破綻したら？もし自分の
子供が大人になりがん患った時、思うような治療が受けられない社会に
なっていたら… 。選択の時がやって来た。

後藤 悌（ごとう やすし）

長谷川 一男（はせがわ かずお）

国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 医員
希少がんセンター

NPO 法人肺がん患者の会 ワンステップ 代表

共催：NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ

1 日目  8/19 ( 土 )

川井 章（かわい あきら）

3F 第 5 会場（ルーム A1）

悪性骨軟部腫瘍（肉腫）
適切な診断と治療

国立がん研究センター中央病院
骨軟部腫瘍・リハビリテーション科長
希少がんセンター長

「肉腫」はまれな悪性腫瘍（希少がん）ですが、体のさ
まざまな部位から発生し、種類も非常に多いため、その
診療にあたっては、最新のエビデンスを患者さん一人一
人にどのように生かしてゆくか、よく相談しながら診療
してゆくことが大切です。セミナーでは「肉腫」の診断
と治療について、その大切な基本と最新の知見について
お話したいと思います。

【司会】福島 安紀

仲村 勝（なかむら まさる）

3F 第 6 会場（ルーム B）

子宮頸がん
異形成から浸潤がんまで その診断・治療

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 助教

子宮頸がんは、子宮がんのうちの約 7 割を占めるとさ
れています。子宮頸がんの発症ピークは 30 歳代後半と
され 20 歳から 30 歳といった若年者に増加傾向をみと
めています。がんの前段階である異形成から，浸潤が
んまで様々な段階があり、セミナーでは、これらの診
断から治療についてお話したいと思います。

【司会】小島 あゆみ

【司会】大友 明子

共催：NPO 法人 
　　　婦人科悪性腫瘍研究機構
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8/20 ( 日 )　10:30 ～ 11:30

Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　15:30 ～ 16:30 ・ 8/20 ( 日 )　10:30 ～ 11:30

※原則、先着順にてご案内いたします。

中村 清吾（なかむら せいご） 大幸 宏幸（だいこう ひろゆき）

昭和大学医学部 乳腺外科 教授 国立がん研究センター中央病院・東病院 食道外科長

Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　10:30 ～ 11:30・12:00 ～ 13:00

2 日目  8/20 ( 日 )

本橋 卓（もとはし たかし）

3F 第 6 会場（ルーム B）

2F 第 1 ＋２会場（ホール A ＋ B）  3F 第 3 会場（ホール C）

子宮体がん

乳がん 食道がん

安心して治療を受けるために子宮体がんを知ろう！

今年注目の乳がんの薬物療法、新たな治療とは 食道がん、多様な治療法

市立四日市病院 産婦人科医長
子宮体がん治療としては他がん種と同様、手術加療・
化学治療・放射線治療がメインとなります。2014 年に
腹腔鏡での治療が保険収載され、現在適応拡大の方向
に向かっています。化学治療においては日本発信で今
年の ASCO（アメリカ臨床腫瘍学会）に術後治療での
報告がなされました。今回はそれぞれの治療に関して
最新情報も交えて分かりやすく説明します。

乳がん治療は常に進歩を続けており、今年も新薬の承認、
新たな分子標的薬の登場など、がん細胞への新たなアプ
ローチが生まれています。今までの標準治療を遵守しつ
つ、一人一人の患者さんに対する個別化治療への取り組
み、チーム医療への挑戦など、全国の乳腺外科医が進め
ている乳がん治療の現状と未来への展望をお伝えします。

食道がんに対して、がんの進行度と体の状態に応じた
治療の個別化を行っています。手術を中心に最新の個
別化治療方法についてお話をさせて頂きます。

共催：NPO 法人
婦人科悪性腫瘍研究機構

【司会】小島 あゆみ

【司会】大友 明子

【司会】小西 敏郎

1 日目  8/19 ( 土 )

辻 哲也（つじ てつや）

3F 第 4 会場（ホール D）
がんリハ
がんのリハビリテーションって知ってますか。がんリハを知って QOLを改善

慶應義塾大学病院 腫瘍センター 
リハビリテーション部門 部門長
がんと上手につきあっていくためには、がんを治す治
療とともに、生活の質を落とさないようにするアプロー
チも必要です。がんリハビリテーションの専門家の視
点で、がんと運動のエビデンス、推奨する運動療法や、
がん患者さんが、じぶんらしく動ける時間を長く保つ
ためにできる工夫について、紹介します。

【司会】篠田 祐介

杉谷 巌（すぎたに いわお）

3F 第 5 会場（ルーム A1）

甲状腺がん
甲状腺がんの最新の診断と治療について

日本医科大学大学院医学研究科　内分泌外科学分野
大学院教授
震災後なにかと話題の多い甲状腺がんですが、その多
くは予後の良好な乳頭がんです。腫瘍の成長速度が遅
いケースが大半で、多くは手術のみにより完治します。
しかし、まれに性質の悪い甲状腺がんもあり、集学的
治療を必要とする場合があります。甲状腺がん全般に
ついて、惑わされることのないよう最新の正しい知識
を持ちましょう。

【司会】鈴木 信行
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Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )　15:30 ～ 16:30 ・ 8/20 ( 日 )　10:30 ～ 11:30 Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　10:30 ～ 11:30・12:00 ～ 13:00

上園 保仁（うえぞの やすひと） 近藤 恒徳（こんどう つねのり）

3F 第 4 会場（ホール D） 3F 第 5 会場（ルーム A1）

漢方 腎がん
漢方で副作用を上手にコントロール 腎がんの最新治療

国立がん研究センター研究所
がん患者病態生理研究分野 分野長

東京女子医科大学 東医療センター泌尿器科 教授

がん患者さんの多くが興味を持っている漢方薬。最近の
研究により、がん患者さんを悩ませるがん治療の副作用
等をいくつかの漢方薬が和らげることが科学的に証明さ
れてきました。これまでの研究より、漢方薬の科学的な
有効性に基づいた、がん患者さんの体調管理に役立つ漢
方薬のお話をします。

腎がんの治療では、近年新しい術式、薬剤がでてきました。
手術では小さい腫瘍に対しては腎臓を残す腎部分切除が
主流となり、手術支援ロボット Da Vinci を用いたロボット
手術が広まり始めています。また、薬物治療では昨年より
免疫チェックポイント阻害剤（ニボルマブ）が使えるよう
になりました。こうした話題を中心にお話しいたします。

8/20 ( 日 )　12:00 ～ 13:00 ※原則、先着順にてご案内いたします。

北野 滋久（きたの しげひさ） 寺島 雅典（てらしま まさのり）

2F 第 1 ＋２会場（ホール A ＋ B） 3F 第 3 会場（ホール C）

免疫療法 胃がん
免疫チェックポイント阻害剤（薬）の働き方・効能について 胃がんの手術について

国立がん研究センター中央病院 
先端医療科 先端医療開発センター 医員

静岡県立静岡がんセンター 胃外科 部長

近年、科学的な根拠に基づいた治療効果の期待できる「が
ん免疫療法」が登場し、がん治療が大きく変わろうとして
おります。注目度が高まる中、インターネット等で誤った
情報が溢れかえっていることが問題となっております。本
プログラムでは、「免疫チェックポイント阻害薬」を中心に
正しい「がん免疫療法」について解説させていただきます。

胃がんは未だ我が国で最も多いがんです。ごく早期
に発見されれば内視鏡で切除可能ですが、そうでな
い場合は手術が唯一の根治を目指せる治療法です。
最近では腹腔鏡手術が普及しており、手術において
も治療の個別化が図られています。このセッション
では胃がんの手術について最新の知見を含めてお話
ししたいと思います。

奥坂 拓志（おくさか たくじ）

 3F 第 6 会場（ルーム B）
胆道がん
胆道がん治療最前線

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科 科長
胆道がんは、肝内胆管、肝外胆管、胆嚢、十二指腸乳
頭部の 4 つの部位に発生する悪性腫瘍の総称です。日
本人に多いこのがんに対してどのような治療ができる
のか、みなさんと一緒に考えていきましょう。

共催：日本がん免疫学会

石田 周平（いしだ しゅうへい）

3F 第 4 会場（ホール D）　　　
定年後のがんとお金
60 ～ 65 歳、年金を貰えるまで 5 年間、どう過ごす？

NPO 法人がんと暮らしを考える会 理事
特定社会保険労務士
仕事や経済的な問題を抱えるがん患者さんで６０～６５歳の方
は特別な状況におかれています。６０歳での定年退職後は、嘱
託での仕事の継続、利用できる制度、年金を受け取るまでの
生活の見通しなど、今後のことを考えるためには知っておくべき
ことがいくつかあります。がん患者さんの仕事の問題や年金の
問題に詳しい社会保険労務士からそのポイントを学びましょう。

2 日目  8/20 ( 日 )

【司会】小西 敏郎

【司会】小島 あゆみ【司会】渡辺 千鶴

【司会】川上 祥子

【司会】後藤 悌

【司会】小西 敏郎

【司会】近藤 明美
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Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　12:00 ～ 14:30 Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　13:00 ～ 14:30・15:00 ～ 16:00

悪性リンパ腫に対する放射線治療は、最近の放射線照
射技術の進歩によって劇的に変貌しつつあります。放
射線療法は、悪性リンパ腫病巣の局所制御に最も有効
な手段です。病理分類別に、放射線治療の果たす役割
は異なりますので、セミナーで説明したいと思います。

小口 正彦（おぐち まさひこ）

がん研究会 有明病院 院長補佐 放射線治療部 部長

 13:30-14:00 　臨床試験
 　　　　　　　  新しい薬はどうやってできるの？

 13:00-13:30 　放射線療法
　　　　　　   　見て聴いて理解する 最新の放射線治療

8/20 ( 日 )　12:00 ～ 14:30 ※原則、先着順にてご案内いたします。

2 日目  8/20 ( 日 )

3F 第 6 会場（ルーム B)

血液がんについて

白血病細胞やリンパ腫細胞が増えるために重要な遺伝
子やたんぱく質をピンポイントで攻撃する分子標的薬
が次々と利用できるようになってきました。分子標的
薬は高い効果を示し、一般的に副作用が少ないのが特
徴です。本講演では、分子標的薬のヒミツについてお
話ししたいと思います。　　　　　　　

続々と画期的な新薬が開発されてきていますが、新薬
開発には多くの基礎的な研究に加え、患者さんを対象
とした臨床試験が必ず必要となります。臨床試験とい
うと、「人体実験？」との誤解も受けていることがあり
ます。本講演では、臨床試験の必要性や受け方につい
てお話ししたいと思います。

びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫、ろほう性リンパ腫、
ホジキンリンパ腫、急性白血病などに対する化学療法
( 抗がん剤治療 ) について、初回治療の流れ、再発時の
治療選択、各治療の特徴的な副作用を紹介します。また、
再発・難治性のホジキンリンパ腫に対して最近承認さ
れた免疫チェックポイント阻害薬の話題も取り上げて
お話ししたいと思います。

木村 晋也（きむら しんや）

木村 晋也（きむら しんや）

伊豆津 宏二（いづつ こうじ）

佐賀大学医学部附属病院 血液・呼吸器・腫瘍内科 教授

佐賀大学医学部附属病院 血液・呼吸器・腫瘍内科 教授

国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科　科長

 12:00-12:30 　分子標的治療
　　　　 　　      分子標的薬のヒミツ

 12:30-13:00 　化学療法・免疫療法
　　　　 　　 　　　　　　  血液がんに対する化学療法・免疫チェックポイント阻害薬～リンパ腫を中心として～

3F 第 5 会場（ルーム A1)

小児がんについて
共催：NPO 法人
日本小児がん研究グループ

急性骨髄性白血病（AML）は小児の白血病の約 20%
を占めます。化学療法や造血細胞移植の進歩によって
今では約 70% の患者さんが治癒しますが、再発・難
治 AML の治療や晩期合併症など、まだまだ解決すべ
き課題が山積しています。セミナーではそのような小児
AML の治療の現状と課題についてお話しいたします。

小児外科医が最も多く経験する神経芽腫は、最先端の集学
的治療を行っても 50% 生存がやっとの難治例から、無治療
で自然に縮小する予後良好例まで多様性のある腫瘍です。
リスクに応じた適切な治療を行い、最小の合併症で最大効
果を得ることを目標とした JCCG 神経芽腫委員会（JNBSG）
の臨床研究を紹介し、外科療法について解説します。

小児リンパ腫は白血病に比べ少なく、比較的稀な疾患
です。しかしながら、病型は分かれており、病型分布は
成人とも欧米の小児とも異なります。治療は病型毎のア
プローチが必要ですが、全体的に治療成績の改善が得
られています。セミナーではその概要をお話いたします。

富澤 大輔（とみざわ だいすけ）

小林 良二（こばやし りょうじ）

国立成育医療研究センター 小児がんセンター 血液腫瘍科 医長

札幌北楡病院 小児思春期科 小児科部長

 12:05-12:25 　急性骨髄性白血病
　　　　　　      小児急性骨髄性白血病治療の現状と課題について

 12:25-12:45 　悪性リンパ腫
　　　　　　      小児リンパ腫の分類と治療について

米田 光宏（よねだ あきひろ）

大阪市立総合医療センター 小児外科 部長

 12:45-13:05 　神経芽腫
　　　     　         神経芽腫のふしぎから考える小児がん外科療法

3F 第 5 会場（ルーム A1)

小児がん・AYA がんの長期フォローアップ

共催：( 一社 ) 日本小児血液・がん学会
【開会挨拶＆司会】檜山 英三

（※）AYA=Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

小児がんは現在 80% 以上が治癒すると言われています。しか
し治療による影響などで､ 小児がんが治った後しばらくしてから
様々な晩期合併症がみられことがあります。それらの発症を最
小限にするために定期的なフォローアップをすることがすすめら
れています。今回は、小児がんと、AYA（※）の中でも思春期
のがんの晩期合併症とその対策についてお話したいと思います。

前田 美穂（まえだ みほ）
日本医科大学 小児科 教授

 13:35-14:15 　小児がん・AYA がんの長期フォローアップ　
　　　　　　      晩期合併症を早く見つけ、対処するために

【司会】真部 淳

【司会】新井 辰雄
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Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　12:00 ～ 14:30 Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　13:00 ～ 14:30・15:00 ～ 16:00

8/20 ( 日 )　13:30 ～ 14:30 ※原則、先着順にてご案内いたします。

勝俣 範之（かつまた のりゆき） 岩平 佳子（いわひら よしこ）

2F 第 1 ＋２会場（ホール A ＋ B） 3F 第 3 会場（ホール C）
「がんが絶対治る？」「これでがんが治った？」
あやしい治療に気をつけろ！

乳房再建
これからの乳房再建

日本医科大学 武蔵小杉病院 腫瘍内科 部長 医療法人社団ブレストサージャリークリニック院長
皆さんは、がんの情報をどこで得ていますか？実は、イ
ンターネット上のがん関連の２４７サイトを調査したと
ころ、ガイドラインに基づいた信頼できるサイトは全体
のわずか 10％で、逆に危険・有害なサイトは 39％だっ
たという報告もあります。「がんが絶対治る」「これでが
んが治った」など、がん患者さんやご家族の気持ちに付
け入る言葉には要注意です！あやしい治療の見分け方に
ついて、お話しします！

人工物再建の保険適用に伴い再建数は飛躍的に増加し
ました。去年一年で一万個以上の人工物が使われまし
た。しかし反面「こんな胸になってしまった」と修正
を望む声が増えているのも事実です。これから乳癌手
術をする、再建を希望している、そして満足いかない
結果に悩んでいる方に、後悔しない再建のために自分
が知っておくべきことをお話しします。

川越 厚（かわごえ こう）

3F 第 4 会場（ホール D）

2F 第 1 ＋２会場（ホール A ＋ B）

おひとりさま

働く世代のがんと家族

おひとりさまががんになったときの心構え

～子ども・親・パートナーとの関わり～インターネット LIVE 配信も！

医療法人社団パリアン クリニック川越 院長
最近は一人暮らしのがん患者さんも自宅で最期まで過ごすことができるようになりました。孤独なイメージかもしれませんが実は兄弟、
友人、ペットなど力になってくれる人・役割によって状況も変わります。一人暮らしの不安を抱えている方が、どんな備えができるか、
どういった心構えをしておくべきか、多くの一人暮らしのがん患者さんを支えてきた医師から、そのポイントを学びます。   　　　　　　　　

共催：NPO 法人エンパワリング 
ブレストキャンサー /E-BeC

8/20 ( 日 )　15:00 ～ 16:00 ※原則、先着順にてご案内いたします。

岸田 徹（きしだ とおる）
NPO 法人がんノート 代表理事

西口 洋平（にしぐち ようへい）
一般社団法人キャンサーペアレンツ 
代表理事

「がんになっても働けるの？がんになったってことを子供にどう伝える
の？お金は？仕事は？後遺症は？みんなどうしてるの？」訊きにくいけ
ど本当はとても知りたい情報をキャンサーペアレンツ西口とがんノート
岸田ほか、がん経験者が本音でトーク、ご質問にお答えします。

2 日目  8/20 ( 日 )

【司会】川上 祥子

【司会】真水 美佳

【司会】櫻井 雅代

共催：一般社団法人キャンサーペアレンツ & NPO 法人がんノート

田辺 真彦（たなべ まさひこ）

3F 第 3 会場（ホール C）
遺伝性腫瘍・家族性腫瘍
がんの遺伝性・家族性を知ることは、自分や家族を守ることにつながります

杏雲堂病院 乳腺外科 科長

「私はがん家系でしょうか？」、「家族にがんになったこ
とがある人が多いのですが、どうしたらよいでしょう
か？」、と不安な方がたくさんいらっしゃいます。「電
車の広告で『遺伝子検査』を見かけましたが受けた方
がよいのでしょうか？」　がんの遺伝性・家族性につい
て、ご自身のため、ご家族のために、役立つ情報をお
伝えしたいと考えています。

岩岡 秀明（いわおか ひであき）

3F 第 4 会場（ホール D）
がんと糖尿病
実は密接な関係があります！

船橋市立医療センター 代謝内科 部長

がんと糖尿病はそれぞれ「国民病」と呼ばれる身近な
病気です。一見、まったく関係がなさそうなこの二つ
の病気には、意外にも密接な関係があることが分かっ
てきました。今回は、がんと糖尿病の密接な関係、が
んと糖尿病がある場合の病院選びのポイントについて
お話いたします。

【司会】福島 安紀

【司会】渡辺 千鶴
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武藤 智（むとう さとる）

3F 第 5 会場（ルーム A1）
膀胱がん

「喫煙者は気をつけて！」膀胱がんを見逃さない最新情報

順天堂大学 遺伝子疾患先端情報学講座 特任教授

尿路のがんの中でも最も多い膀胱がん。60 歳以降に発
症することが多く、喫煙がリスク因子とされています。
再発を繰り返すことが多い筋層非浸潤型の膀胱がんに対
する再発予防法、筋層に癌が浸潤しているタイプに対す
る根治的治療（全摘・尿路変更）や、転移がある膀胱が
んに対する全身化学療法など、最近のトピックスを含め
た最新治療情報を膀胱がんの専門医よりお伝えします。

浜本 康夫（はまもと やすお）

3F 第 6 会場（ルーム B）
スキルス胃がん
納得して治療を選択していくために

慶應義塾大学医学部　腫瘍センター

悪名高い病名ですが、意外と正確な情報が伝わってい
ないようです。病気の治療で重要なのは、「正確な情報
収集」、「冷静な判断」、「妥当な目標設定」です。患者
さん本人と支援者（家族や同僚）にとって、良いヒン
トになるように講演したいと思っています。

共催：NPO 法人希望の会

8/20 ( 日 )　16:30-17:30 ※原則、先着順にてご案内いたします。

藤原 康弘
（ふじわら やすひろ）

国立がん研究センター中央病院 
副院長（研究担当）

樋野 興夫
（ひの おきお）

順天堂大学医学部
病理・腫瘍学 教授

がん医療の 3 つのテーマ「最新（がんのゲノム解析・プレシジョンメディシン）」、「真実（巷に溢れるがん情報の中から真実の情報を見分け）」、「信念（が
んになってもその人らしく生きる）」の 3 つをテーマについてお話を伺い、皆でがん医療の SHIN 時代について考えます。

勝俣 範之
（かつまた のりゆき）

日本医科大学 武蔵小杉病院 
腫瘍内科 部長

【司会】小島 あゆみ
【司会】轟 浩美

2F 第 1 ＋２会場（ホール A ＋ B） クロージングセッション
SHIN – 新、真、信 – 時代の幕開け 【司会】後藤 悌・轟 浩美

Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　15:00 ～ 16:00・16:30 ～ 17:30

2 日目  8/20 ( 日 )
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北野 敦子（きたの あつこ）

聖路加国際大学 公衆衛生大学院
若年性乳がん体験者のためのサポートコミュニティ
Pink Ring チーフメディカルアドバイザー

CNJ 理事長
東京大学医科学研究所附属病院　緩和医療科

岩瀬 哲（いわせ さとる）

精巣腫瘍患者友の会（J-TAG）代表
キャンサーネットジャパン大阪事務局 
CNJ 認定がん情報ナビゲーター（CIN）

改發 厚（かいはつ あつし）

 14:00-14:30 小児脳腫瘍  14:45-15:15 AYA 世代

撮影／八田政玄

山崎 直也（やまざき なおや）

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長
希少がんセンター

後藤 悌（ごとう やすし）

国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科 医員
希少がんセンター
CNJ 理事

3F 第 7 会場（ルーム C）事前申込プログラム (有料あり)
第 7 会場は、少人数プログラムです。皆さんからのご相談に講師が回答いたします。

・相談内容はこの相談室にご参加されている皆様に共有されます。ご了承ください。
・この会で、見聞きした個人情報（お名前、病院名、治療歴など）は、他言されないようお願い致します。
・相談会終了後、連絡先の交換などされるかもしれませんが、物品の販売やあっせんは決して行わないでください。
・連絡先を交換する際は、各々の責任を持って行ってください。
・当日、空席があれば参加可能です。

勝俣 範之（かつまた のりゆき）

日本医科大学 武蔵小杉病院 腫瘍内科 部長

寺島 慶太（てらしま けいた）

国立成育医療研究センター 小児がんセンター
脳神経腫瘍科 医長

前田 美穂（まえだ みほ）

日本医科大学 小児科 教授

乳がん治療と妊孕性の温存、また出産時期、妊娠中の治
療についてのワークショップです。
若年性乳がん患者さんは、がん治療の他にも妊娠、出産
など知っておくべきこと、選択しなければならないこと
があります。この部屋では北野敦子先生と、乳がん治療
と妊孕性温存、妊娠・出産の時期についてワークショッ
プを通じて一緒に考えます。

Japan Cancer Forum 2017　8/19 ( 土 )・8/20 ( 日 )　事前申込プログラム

よろず相談室～肺がん患者さん～

よろず相談室～皮膚がん／悪性黒色腫患者さん～

よろず相談室～婦人科がんの患者さん～

よろず相談室～原発不明がん患者さん～

精巣腫瘍患者の家族（親・パートナー）の相談会

よろず相談室～もう治療法が無いと言われたあなたへ～

若年性乳がん患者の治療と妊孕性の問題

10:30-12:00

13:45-15:00

10:30-11:45

15:30-16:15

12:15-13:30

12:15-13:30

12:15-13:30

ファシリテーター : 長谷川 一男

ファシリテーター : 徳永 寛子 ファシリテーター : 藤原 紀子

ファシリテーター : 御舩 美絵

順天堂大学医学部
病理・腫瘍学 教授

Japan Cancer Forum 2017　8/20 ( 日 )　15:00 ～ 16:00・16:30 ～ 17:30

よろず相談室～小児脳腫瘍・AYA 世代の患者さん、ご家族～14:00-15:15

ワークショップ

3,000 円

3,000 円

各 3,000 円

無　料

3,000 円

3,000 円

3,000 円

8/20 ( 日 )　3F 第 7 会場（ルーム C）

2 日目  8/20 ( 日 )1 日目  8/19 ( 土 )

8/19 ( 土 )　3F 第 7 会場（ルーム C）
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東京医科歯科大学大学院 
応用腫瘍学講座 准教授

石黒 めぐみ（いしぐろ めぐみ）

CNJ スタッフ
（乳がんサバイバー）

大友 明子（おおとも めいこ）

Japan Cancer Forum 2017　司会者一覧

後藤 悌（ごとう やすし）

国立がん研究センター中央病院 
呼吸器内科 医員
希少がんセンター
CNJ 理事

東京医療保健大学
副学長・医療栄養学科長
CNJ 理事

小西 敏郎（こにし としろう） 近藤 明美（こんどう あけみ）

近藤社会保険労務士事務所　
特定社会保険労務士

CNJ 理事

川上 祥子（かわかみ さちこ） 小島 あゆみ（こじま あゆみ）

ライター＆エディター

渡辺 千鶴（わたなべ ちづる）

医療ライター

真水 美佳（ますい  みか）

NPO 法人エンパワリング
ブレストキャンサー理事長
CNJ 認定乳がん体験
コーデネーター (BEC)

徳永 寛子（とくなが ひろこ）

メラノーマ患者会
「Over The Rainbow」

轟 浩美（とどろき ひろみ）

患者遺族
スキルス胃がん患者 家族会　
認定 NPO 法人希望の会 理事長

医療ライター

福島 安紀（ふくしま あき） 藤原 紀子（ふじわら のりこ）

NPO 法人 JORTC
企画調整室 室長

中皮腫・アスベスト疾患・
患者と家族の会

松島 和枝（まつしま かずえ）

鈴木 信行（すずき のぶゆき）

甲状腺がんサバイバー
患医ねっと 代表
精巣腫瘍患者友の会 副代表
北里大学 非常勤講師

真部 淳（まなべ あつし）

聖路加国際病院 小児科 医長

檜山 英三（ひやま えいそう）

一般社団法人
日本小児血液・がん学会 理事長

各プログラム司会者一覧（50音順）

撮影／八田政玄

岩瀬 哲（いわせ さとる）

CNJ 理事長
東京大学医科学研究所附属病院　
緩和医療科

東京大学医学部附属病院　
リハビリテーション部 講師

篠田 裕介（しのだ ゆうすけ）

国立がん研究センター
がん対策情報センター

櫻井 雅代（さくらい まさよ）

新井 辰雄（あらい たつお）

院内患者会世話人連絡協議会
（HosPAC）代表

企業、患者会、支援団体などがブースを連ねます。きっと役立つ情報が得られますので、是非、お立ち寄りください。
※出展団体・レイアウトは、変更される場合があります。ご容赦ください。
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1. 日本イーライリリー株式会社
2. ネスレ日本
3. 株式会社ウェルビー
4. NPO 法人がんと暮らしを考える会
5. 公益財団法人日本対がん協会
6. 東京医療保健大学　医療保健学部医療栄養学科
7. テルモ株式会社
8. ラボコープ・ジャパン
9. 株式会社東京義髪整形
10. 胃を切った人 友の会 アルファ・クラブ
11. 株式会社クリニカル・トライアル
12. スキルス胃がん患者家族会 認定 NPO 法人希望の会
13. NPO 法人 GISTERS
14. NPO 法人日本脳腫瘍ネットワーク
15. そらまめの会 ※ 20 日のみ　
16. NPO 法人腺友倶楽部
17. 精巣腫瘍患者友の会 J-TAG
18. NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ
19. リンパ浮腫サポートネットワーク～リンパカフェ～

20. ジャパンフォーリブストロング
21. 一般社団法人 KSHS キチンと手術・ホンネで再建の会
22. 乳がん患者会 ASHARE
23. NPO 法人ジャパンハート「すまいるスマイルプロジェクト」
24. NPO 法人日本小児がん研究グループ＆「旭くん・光のプロジェクト」
25. みんなのレモネードの会
26. リボンズケア umi と仲間たち
27. NPO 法人エンパワリング ブレストキャンサー /E-BeC ※ 20 日のみ
28. BEC CIN 同窓会
29. 主治医に言うほどではないけど、なんかモヤモヤ～な方、集まりませんか？の会
30. 若年性乳がんサポートコミュニティ Pink Ring
31. よつばの会
32. メラノーマ患者会「Over The Rainbow」
33. 肉腫（サルコーマ）の会 たんぽぽ
34. 頭頸部癌患者と家族の会 Nicotto ＜ニコット＞
35. TEAM ACC
36. NPO 法人がんノート

Japan Cancer Forum 2017　司会者一覧

近藤 明美（こんどう あけみ）

小島 あゆみ（こじま あゆみ）

真水 美佳（ますい  みか）

岩瀬 哲（いわせ さとる）

8/19( 土 )・8/20( 日 )　３F【ホワイエ】展示ブース

Japan Cancer Forum 2017　展示ブース

レモネードスタンドは、小児がんの支援
のためにレモネードを配って寄付を募る
活動です。是非お立ち寄りください！
当日、手伝ってくれるお子様大歓迎！
感謝状をプレゼントします！
(30 分～ OK)

■ブース出展団体一覧

企業、患者会、支援団体などがブースを連ねます。きっと役立つ情報が得られますので、是非、お立ち寄りください。
※出展団体・レイアウトは、変更される場合があります。ご容赦ください。

小児がん、AYA世代のがん
啓発・研究推進プロジェクト

37
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携帯電話はマナーモードか電源を切り、
会場内での通話はご遠慮ください。

セミナー会場でのお食事は
ご遠慮ください。

講義最中の
カメラ、携帯電話等による写真撮影は

行わないでください。

登壇者へ面会や相談を希望されても
応じることは出来ません。

( 第 7 会場でのプログラムを除く )

座席は前方より順に詰めてお座りください。
隣席にお荷物を置くことはご遠慮ください。

会場内の喫煙は禁止です。

周りの方に迷惑のかかる行為、
演者の講演中の私語、席の移動は

お控えください。

会場内の温度は、
変更が難しい場合がございますので、
衣服での温度調節をお願い致します。

会場内での営業行為は
ご遠慮ください。

【主催】認定 NPO 法人キャンサーネットジャパン
【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　　【後援】厚生労働省／東京都／中央区
【協賛】一般社団法人 MDRT 日本会／アステラス製薬　　【協力】株式会社 STJ レンテック

フォーラム参加に関する注意事項

Japan Cancer Forum 2017　注意事項

資料は原則配布しません。
共催団体によっては配布資料をお渡しします。

赤いネックストラップをつけている方には
優先的に席をお譲りいただくなど、

ご配慮をお願いいたします。

●●株式会社

●● ■■
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【主催】認定 NPO 法人キャンサーネットジャパン
【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　　【後援】厚生労働省／東京都／中央区
【協賛】一般社団法人 MDRT 日本会／アステラス製薬　　【協力】株式会社 STJ レンテック

Japan Cancer Forum 2017　注意事項




