日本肉腫学会（Japan Sarcoma Association）
記念シンポジウム

2015

希少がん

12/3,4

肉腫（サルコーマ）

克服へのマイルストーン

寺岡 慧 （国際医療福祉大学理事、日本移植学会前理事長）
高橋 克仁 （大阪府立成人病センター部長、研究所病態生理学部門、内科）
日時 ; 2015 年 12 月 3 日
（木）午前・午後、 4 日
（金）午前
場所 ; 御所西 京都平安ホテル 2F 東山

〒602-0912 京都市上京区烏丸通上長者町上ル

定員 100 名

参加費 ; 事前登録 6,000 円（１１月１６日まで）
、当日登録 8,000 円（12 月 3 日のお弁当代を含む） ディナー / バンケット参加費 ; お一人様 7,000 円
参加ご希望の方は e-mail: jsa@smtrc.org または FAX 06-6981-3000 でシンポジウム事務局宛にお申込み下さい

日本庭園

池泉回遊式日本庭園
小川治兵衛氏作歴史ある庭園です。

J A PA NE S E G A R D E N

御所西 京都平安ホテル

12 月 3 日（木）

開会のご挨拶 肉腫の集約化と集学的治療
高橋 克仁、寺岡 慧

Cutting Edge Lecture 肉腫全ゲノム解析のインパクト / Ewing 肉腫の発がんメカニズム
高橋 克仁、滝田 順子、中村 卓郎
Educational Lecture 肉腫・GIST の病理診断
廣田 誠一、長谷川 匡
Luncheon Seminar 脂肪肉腫治療薬の臨床開発
下平 秀樹、佐々木 康綱
Symposium（1）パゾパニブ / レゴラフェニブ治療の UpToDate
西浦 哲雄、楢原 啓之、大山 優、尾崎 由記範
Symposium（2）免疫チェックポイント阻害療法
寺岡 慧、河上 裕、濱西 潤三
血管肉腫原因遺伝子の発見 神人 正寿
Poster Session/Patients Advocacy/Exhibition
波多江 亮、矢嶋 淳
Galla Dinner/Banquet

12 月 4 日（金）

Morning Lecture 転移肉腫のラジオ波 / 凍結治療
金澤 右、小池 幸宏、野守 裕明
Symposium（3）肉腫の外科治療
宇田川 晴司、森重 健一郎、中村 清吾、川口 智義
小西 郁生、大野 烈士、豊岡 伸一
閉会のご挨拶 川口 智義

【アクセス】
地下鉄烏丸線今出川駅
から徒歩 6-7 分

JSA

プログラム １２月３日（木）

京都平安ホテル２F

東山の間

9：00-9：15 開会のご挨拶 肉腫の集約化と集学的治療
高橋 克仁（大阪府立成人病センター部長、研究所病態生理学部門、内科、日本癌学会前評議員）
寺岡
慧（国際医療福祉大学理事、日本移植学会前理事長）
9：15-11：00 CUTTING EDGE LECTURE 肉腫全ゲノム解析のインパクト / Ewing 肉腫の発がんメカニズム
司 会：高橋 克仁（大阪府立成人病センター部長、研究所病態生理学部門、内科）：オーバービュー
講演者：滝田 順子（東京大学医学部准教授、小児科学、日本小児科学会代議員）
中村 卓郎（がん研究会がん研究所副所長、発がん研究部、東京大学大学院医学系研究科連携教授、日本癌学会理事）
11：00-12：00 EDUCATIONAL LECTURE 肉腫・GISTの病理診断
司 会：廣田 誠一（兵庫医科大学教授、病院病理部、日本癌学会評議員）：オーバービュー
講演者：長谷川 匡（札幌医科大学教授、病理部、日本病理学会学術評議員）
12：15-13：15 LUNCHEON SEMINAR 脂肪肉腫治療薬の臨床開発
司 会：下平 秀樹（東北大学医学部准教授、腫瘍内科、日本臨床腫瘍学会協議員）：オーバービュー
講演者：佐々木康綱（昭和大学医学部教授、腫瘍内科、腫瘍分子生物学研究所長、日本臨床腫瘍学会協議員）
13：30-15：00 SYMPOSIUM（1） パゾパニブ / レゴラフェニブ治療のUpToDate
司 会：西浦 哲雄（市立芦屋病院副院長、血液腫瘍内科、日本臨床腫瘍学会会員）
講演者：楢原 啓之（兵庫県立西宮病院部長、腫瘍内科、化学療法センター長、日本臨床腫瘍学会協議員）
大山
優 （亀田総合病院部長、腫瘍内科、オンコロジーセンター長、日本臨床腫瘍学会協議員）
尾崎由記範、三浦 裕司、高野 利実（虎の門病院医長、臨床腫瘍科、日本臨床腫瘍学会会員）
15：30-17：00 SYMPOSIUM（2） 免疫チェックポイント阻害療法
司 会：寺岡
慧（国際医療福祉大学理事、日本移植学会前理事長）
講演者：河上
裕（慶應義塾大学先端医学研究所教授、医学研究科委員長、日本がん免疫学会理事長）
濱西 潤三（京都大学医学部附属病院助教、産科婦人科、日本産科婦人科学会会員）
17：00-17：30 血管肉腫原因遺伝子の発見
講演者：神人 正寿（熊本大学医学部准教授、皮膚科学、日本皮膚科学会会員）
17：30-18：30 POSTER SESSION/ PATIENT ADVOCACY/ EXHIBITION
司 会：矢嶋
淳（国際医療福祉大学熱海病院、移植外科）、波多江 亮（新山手病院、消化器科外科）
18：30-20：30

GALLA DINNER/ BANQUET（嵐山の間）

プログラム １２月４日（金）

京都平安ホテル２F

東山の間

7：40-8：30 MORNING LECTURE 転移肉腫のラジオ波 / 凍結治療
司 会：金澤
右（岡山大学医学部教授、IVRセンター長、放射線科、日本医学放射線学会副理事長）
講演者：肝臓転移腫瘍 小池 幸宏（関東中央病院部長、消化器内科）
肺転移腫瘍
野守 裕明（亀田総合病院顧問、呼吸器外科）
8：30-12：00 SYMPOSIUM（3） 肉腫の外科治療
司 会：宇田川晴司（虎の門病院副院長、消化器外科、日本消化器外科学会評議員）
森重健一郎（岐阜大学医学部教授、婦人科腫瘍、日本産科婦人科学会理事）
講演者：中村 清吾（昭和大学医学部教授、ブレストセンター長、乳腺外科学、日本乳がん学会理事長）
川口 智義（がん研有明病院顧問、前整形外科部長、骨軟部腫瘍学会元会長）
小西 郁生（京都大学医学部教授、産科婦人科、日本癌治療学会会長、日本産科婦人科学会前理事長）
大野 烈士（渕野辺総合病院、外科部長）
豊岡 伸一（岡山大学医学部教授、臨床遺伝子医療学分野、呼吸器外科、日本呼吸器外科学会評議員）
12：00

閉会のご挨拶

川口

智義（がん研有明病院顧問、前整形外科部長、骨軟部腫瘍学会元会長）

MEMO

主催；日本肉腫学会記念シンポジウム
共催；肉腫中皮腫先端治療研究センター
後援；公益財団法人日本対がん協会、NPO 法人キュアサルコーマ
シンポジウム開催事務局；〒537-8511 大阪市東成区中道１丁目３の３ 大阪府立成人病センター研究所、病態生理学部門内

