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共催：国際協力型がん臨床指導者養成拠点
NPO 法人胸部腫瘍臨床研究機構
NPO 法人キャンサーネットジャパン
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「肺がん」
のこと
2012

肺がんにならないために、
肺がんになったときに
「肺がん」の予防・検診・治療についての
正しい情報の発信と安全で有効な
肺がん治療を受けるために患者自身が
出来ることについての公開討論

開催日：2012 年

参加費

9月 1日（土）

開 演：13
：00
00〜16
〜16：00（開場 12：30）
場

所：秋葉原 UDXシアター

● プログラム：裏面を参照下さい。 ● 定員：172

無料

※地図・アクセス方法は、裏面をご覧下さい。

名（定員になり次第締切ります）定員に満たない場合の参加申し込みは、開催日前日 8 月 31 日午後 5 時までとさせて頂きます。

● 申し込み方法：以下の優先順位でお申し込み下さい。

① ホームページからの申し込み：http://www.cancernet.jp/4556
② メールでの申し込み：0901udx@cancernet.jp
③ ファックス（ファックス受信が可能な方のみ / 裏面 FAX 申込用紙使用可）ファックス先：03-5840-6073
03- 5840-6073
④往復はがきでの申し込み（パソコンをお持ちでない方）
②〜④でお申し込みの場合、「
「9
9 月 1日市民公開講座申し込み」と明記の上、下記必要事項を記入してお申込み下さい。
1. 氏名（フリガナ）2. 立場（患者・患者家族・医療従事者・行政関係・製薬 / 医療機器関係・メディアなど）
3. 連絡先（①メール ②ファックス ③電話 ④住所）4. セミナーで聞いてみいたいこと

・郵送先：〒113-0053 東京都文京区湯島1-10-2 御茶の水 K＆K ビル 2F
NPO 法人キャンサーネットジャパン「 9 月 1日市民公開講座申し込み 」まで
当日は、Ustream をつかったインターネット生中継を行います。
会場へお越しになれない方は、右記 URL よりご視聴いただけます。

http://bit.ly/cnjlive

■セミナー運営事務局問合せ先：NPO 法人キャンサーネットジャパン事務局（土日祝日以外の月〜金 am10:00 〜 pm5:00 まで）・電話：03-5840-6072・ファックス：03-5840-6073 ・メール：info@cancernet.jp

後 援：UDX オープンカレッジ／株式会社新産業文化創出研究所／メディアサイト株式会社
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開催日：2012 年

9月 1日（土）

13:00 -13:05

開会挨拶

13:05 -13:25

肺がんの予防と早期発見

開会挨拶
講演①

NPO 法人胸部腫瘍臨床研究機構

渡邉 古志郎

演者：帝京大学医学部附属病院 内科

13:25 -13:45
講演②

13:45 -14:05
講演③

肺がんにならないために、
肺がんになったときに

関 順彦 ／

司会：四国がんセンター 院長

肺がんの治療（手術、放射線、抗がん剤治療の概要）
演者：北里大学病院 化学療法センター 佐々木

治一郎 ／

司会：神奈川循環器呼吸器病センター 呼吸器内科

川上 祥子 ／

司会：神奈川県立がんセンター 企画情報部長

14:05-14:15

休憩

14:15 -14:45

エビデンスに基づく正しい肺がんの治療
演者：千葉大学医学部付属病院 臨床腫瘍部

14:45-15:15
特別講演②

小倉 高志

肺がんを告知されて患者が悩むこと
演者：NPO 法人キャンサーネットジャパン

特別講演①

新海 哲

関根 郁夫 ／

司会：北里大学病院 呼吸器内科

野田 和正

益田 典幸

医療を取り巻く正しい情報・間違った情報〜メディアの立場から
演者：NHK 日本放送協会 報道局

籔内 潤也 ／

司会：千葉大学医学部附属病院 臨床腫瘍部

滝口 裕一

15:15-15:25

休憩

15:25-16:15

安全で有効な肺がん治療を受けるために患者自身ができること

ディスカッサント

司会：帝京大学医学部附属病院 内科

江口 研二

岡本 浩明
滝口 裕一
日本医科大学付属病院 がん診療センター 化学療法科 久保田 馨
神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器内科 加藤 晃史
神奈川県立がんセンター 看護師 川西 美穂
NHK 日本放送協会 報道局 籔内 潤也

ディスカッサント：横浜市立市民病院 呼吸器内科・腫瘍内科
千葉大学医学部附属病院 臨床腫瘍部

16:20-16:30
閉会挨拶

閉会挨拶
北里大学病院 呼吸器内科

益田 典幸

・ファックス申込用紙：以下に記入し→ファックス先：03-5840-6073
1. 氏名

（氏名カタカナ）

2. 立場に○をつけて下さい。（ 患者・患者家族・医療従事者・行政関係・製薬 / 医療機器関係・メディア・その他（

）

蔵前橋通り

三菱
3.
東京 連絡先：ファックス番号をご記入下さい。
UFJ

4. セミナーで聞いてみいたいこと

中央通り

昭和通り

至末広町駅
ドンキ
ホーテ

アクセス
UDX シアター

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX４F
神田明神通り

電
気
街
口

Ａ２

東西自由通路

・JR 秋葉原駅：電気街口より徒歩 2 分
・つくばエクスプレス 秋葉原駅：A3 出口より徒歩 3 分
・東京メトロ日比谷線 秋葉原駅：2 番出口より徒歩 4 分
・東京メトロ銀座線 末広町駅：1 番または 3 番出口より徒歩 3 分

共催：国際協力型がん臨床指導者養成拠点／ NPO 法人胸部腫瘍臨床研究機構／
NPO 法人キャンサーネットジャパン
後援：UDX オープンカレッジ 株式会社 新産業文化創出研究所・メディアサイト株式会社

