
対象：がん臨床試験に興味がある方であればどなたでも参加可能
お申込み：https://online-conference.jp/gancrc/register
お問い合わせ：ocean@22cemit.org
がんCRC研究会：https://www.22cemit.org/1st-study-group-2/

第1回 がんCRC研究会
2021年6月20日 （日）

８:０0～1８:0０（WEB開催）
がんに苦しむ患者さんのために、わたしたちができること…それは1日も早く患者さんに素晴らしい薬を届けること
しかし がん臨床試験は難しい、ハードルが高いと思っている皆さん
わたしたちと一緒にがん臨床試験について学び、知識を深めませんか

16:３5 最前線のがん治療～光免疫療法を中心に～

座長

岡山大学病院 難波 志穂子

• 治療について

楽天メディカル株式会社

・ 最新のがん治療

国立がん研究センター東病院 土井 俊彦

• CRC目線のポイント

国立がん研究センター東病院 白瀨 真由美 土井 俊彦 白瀨 真由美

1２:45 がんの治験・臨床研究の支援の特徴とCRCの役割

座長

国立がん研究センター中央病院

伊藤 美樹

• がん治験・臨床研究の支援の特徴

静岡県立静岡がんセンター 柳沢 由紀

• がん治験・臨床研究でのCRCの役割

四国がんセンター 西岡 晶子 柳沢 由紀 西岡 晶子伊藤 美樹

9:50 がんの治療の特徴 ～まずは、がん診療を学ぼう～

座長

国立がん研究センター中央病院

大野 葉月

• 放射線療法

国立がん研究センター中央病院 井垣 浩

• がん化学療法

国立がん研究センター東病院 後藤 功一

• 緩和療法

国立がん研究センター中央病院 里見 絵理子 井垣 浩 後藤 功一 里見 絵里子

大野 葉月

8:20 がんの治療の特徴 ～まずは、がん診療を学ぼう～

座長

国立がん研究センター東病院

安達 聖子

• 手術療法

国立がん研究センター中央病院 金光 幸秀

• 内視鏡治療

国立がん研究センター東病院 矢野 友規

• IVR

国立がん研究センター中央病院 曽根 美雪
金光 幸秀 矢野 友規 曽根 美雪

安達 聖子

8:00 開会式 ・ 開会挨拶・本研究会の目指すもの

がんCRC研究会 原 真幸 代表 原 真幸

１６：２０ 入会案内 ・ がんCRC研究会入会案内

がんCRC研究会 木村 雪絵

17:50 閉会式 ・ 閉会挨拶（主催者）

一般社団法人 22世紀先端医療情報機構 吉野 孝之

１４：3５ Patient Centricity

～患者さんのために私たちができること～

座長

国立がん研究センター東病院 大津 敦

第一三共株式会社 石橋 寿子

• 病院とがん患者の架け橋の立場から 又は 患者会

国立がん研究センター東病院 坂本 はと恵または患者会

• 責任医師の立場から

国立がん研究センター東病院 設樂 紘平

・ パネルディスカッション（On Time）

国立がん研究センター東病院 坂本 はと恵 又は 患者会

国立がん研究センター東病院 設樂 紘平

国立がん研究センター中央病院 上野 秀樹

ファイザーR&D合同会社 北村 篤嗣

北海道大学病院 佐々木 由紀

坂本 はと恵 設樂 紘平

北村 篤嗣 佐々木 由紀大津 敦 石橋 寿子 上野 秀樹

木村 雪絵

１３：３０ 共催セミナー B)中外製薬株式会社

後援

吉野 孝之

山本 昇 藤原 康弘

11:25 がんの治療開発の特徴

座長

愛知県がんセンター 室 圭

国立がん研究センター中央病院 中濱 洋子

• がんの治療開発の全般と特徴

国立がん研究センター中央病院 山本 昇

• がんの新医薬品等の承認審査の過程と特徴

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ） 藤原 康弘

室 圭 中濱 洋子

難波 志穂子

参加申し込みQRコード

A)メルクバイオファーマ株式会社

https://online-conference.jp/gancrc/register
mailto:がんCRC研究会事務局ocean@22cemit.org
https://www.22cemit.org/1st-study-group-2/


８:00 開会挨拶・本研究会の目指すもの

がんCRC研究会 原 真幸

代表 原 真幸



8:20 がんの治療の特徴 ～まずは、がん診療を学ぼう～

座長

国立がん研究センター東病院

安達 聖子

講師

• 手術療法

国立がん研究センター中央病院 金光 幸秀

• 内視鏡治療

国立がん研究センター東病院 矢野 友規

• IVR

国立がん研究センター中央病院 曽根 美雪

金光 幸秀 矢野 友規 曽根 美雪

安達 聖子



9:50 がんの治療の特徴 ～まずは、がん診療を学ぼう～

座長

国立がん研究センター中央病院

大野 葉月

講師

• 放射線療法

国立がん研究センター中央病院 井垣 浩

• がん化学療法

国立がん研究センター東病院 後藤 功一

• 緩和療法

国立がん研究センター中央病院 里見 絵理子

井垣 浩 後藤 功一 里見 絵理子

大野 葉月



11:25 がんの治療開発の特徴

座長

愛知県がんセンター 室 圭

国立がん研究センター中央病院 中濱 洋子

講師

• がんの治療開発の全般と特徴

国立がん研究センター中央病院 山本 昇

• がんの新医薬品等の承認審査の過程と特徴

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ） 藤原 康弘

室 圭 中濱 洋子

山本 昇 藤原 康弘



1２:45 がんの治験・臨床研究の支援の特徴とCRCの役割

座長

国立がん研究センター中央病院

伊藤 美樹

講師

• がん治験・臨床研究の支援の特徴

静岡県立静岡がんセンター 柳沢 由紀

• がん治験・臨床研究でのCRCの役割

四国がんセンター 西岡 晶子

柳沢 由紀 西岡 晶子

伊藤 美樹



１３：３０

共催セミナーA

『検討中』

メルクバイオファーマ株式会社

共催セミナーB

『検討中』

中外製薬株式会社



１４：3０ Patient Centricity

～患者さんのために私たちができること～

座長

国立がん研究センター東病院 大津 敦

第一三共株式会社 石橋 寿子

講師

• 病院とがん患者の架け橋の立場から 又は 患者会

国立がん研究センター東病院 坂本 はと恵または患者会

• 責任医師の立場から

国立がん研究センター東病院 設樂 紘平

・ パネルディスカッション（On Time）

国立がん研究センター東病院 坂本 はと恵 又は 患者会

国立がん研究センター東病院 設樂 紘平

国立がん研究センター中央病院 上野 秀樹

ファイザーR&D合同会社 北村 篤嗣

北海道大学病院 佐々木 由紀

石橋 寿子大津 敦

坂本 はと恵 設樂 紘平 上野 秀樹 北村 篤嗣 佐々木 由紀



１６：15 がんCRC研究会入会案内

がんCRC研究会

木村 雪絵

木村 雪絵



16:35 最前線のがん治療～光免疫療法を中心に～

座長

岡山大学病院 難波 志穂子

講師

• 治療について

楽天メディカル株式会社

・ 実施状況

国立がん研究センター東病院 土井 俊彦

• CRC目線のポイント

国立がん研究センター東病院 白瀨 真由美

土井 俊彦 白瀨 真由美

難波 志穂子



17:50 がんCRC研究会入会案内

閉会挨拶（主催者）

一般社団法人 22世紀先端医療情報機構

吉野 孝之

吉野 孝之



対象：がん臨床試験に興味がある方であればどなたでも参加可能
お申込み：https://online-conference.jp/gancrc/register
お問い合わせ：ocean@22cemit.org
がんCRC研究会：https://www.22cemit.org/1st-study-group-2/

第1回 がんCRC研究会
2021年6月20日 （日）

８:０0～1８:0０（WEB開催）
がんに苦しむ患者さんのために、わたしたちができること…それは1日も早く患者さんに素晴らしい薬を届けること
しかし がん臨床試験は難しい、ハードルが高いと思っている皆さん
わたしたちと一緒にがん臨床試験について学び、知識を深めませんか

16:３5 最前線のがん治療～光免疫療法を中心に～

座長

岡山大学病院 難波 志穂子

• 治療について

楽天メディカル株式会社

・ 実施状況

国立がん研究センター東病院 土井 俊彦

• CRC目線のポイント

国立がん研究センター東病院 白瀨 真由美 土井 俊彦 白瀨 真由美

1２:45 がんの治験・臨床研究の支援の特徴とCRCの役割

座長

国立がん研究センター中央病院

伊藤 美樹

• がん治験・臨床研究の支援の特徴

静岡県立静岡がんセンター 柳沢 由紀

• がん治験・臨床研究でのCRCの役割

四国がんセンター 西岡 晶子 柳沢 由紀 西岡 晶子伊藤 美樹

9:50 がんの治療の特徴 ～まずは、がん診療を学ぼう～

座長

国立がん研究センター中央病院

大野 葉月

• 放射線療法

国立がん研究センター中央病院 井垣 浩

• がん化学療法

国立がん研究センター東病院 後藤 功一

• 緩和療法

国立がん研究センター中央病院 里見 絵理子 井垣 浩 後藤 功一 里見 絵里子

大野 葉月

8:20 がんの治療の特徴 ～まずは、がん診療を学ぼう～

座長

国立がん研究センター東病院

安達 聖子

• 手術療法

国立がん研究センター中央病院 金光 幸秀

• 内視鏡治療

国立がん研究センター東病院 矢野 友規

• IVR

国立がん研究センター中央病院 曽根 美雪
金光 幸秀 矢野 友規 曽根 美雪

安達 聖子

8:00 開会式 ・ 開会挨拶・本研究会の目指すもの

がんCRC研究会 原 真幸 代表 原 真幸

１６：15 入会案内 ・ がんCRC研究会入会案内

がんCRC研究会 木村 雪絵

17:50 閉会式 ・ 閉会挨拶（主催者）

一般社団法人 22世紀先端医療情報機構 吉野 孝之

１４：3０ Patient Centricity

～患者さんのために私たちができること～

座長

国立がん研究センター東病院 大津 敦

第一三共株式会社 石橋 寿子

• 病院とがん患者の架け橋の立場から 又は 患者会

国立がん研究センター東病院 坂本 はと恵または患者会

• 責任医師の立場から

国立がん研究センター東病院 設樂 紘平

・ パネルディスカッション（On Time）

国立がん研究センター東病院 坂本 はと恵 又は 患者会

国立がん研究センター東病院 設樂 紘平

国立がん研究センター中央病院 上野 秀樹

ファイザーR&D合同会社 北村 篤嗣

北海道大学病院 佐々木 由紀

坂本 はと恵 設樂 紘平

北村 篤嗣 佐々木 由紀大津 敦 石橋 寿子 上野 秀樹

木村 雪絵

１３：３０ 共催セミナー A)メルクバイオファーマ株式会社 B)中外製薬株式会社

後援

吉野 孝之

山本 昇 藤原 康弘

11:25 がんの治療開発の特徴

座長

愛知県がんセンター 室 圭

国立がん研究センター中央病院 中濱 洋子

• がんの治療開発の全般と特徴

国立がん研究センター中央病院 山本 昇

• がんの新医薬品等の承認審査の過程と特徴

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ） 藤原 康弘

室 圭 中濱 洋子

難波 志穂子
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