
「頭頸部癌の治療戦略」
志賀 清人（岩手医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授）

「大腸がんの薬物療法と治療戦略」
高橋 信（東北大学病院　腫瘍内科 助教）

「骨・軟部腫瘍　−診断と診療 update−」
保坂 正美（東北大学病院　整形外科 講師）

場　　　所：泉ヶ岳温泉やまぼうし
主　　　催：東北がんプロフェッショナル養成プラン
対 象 者：東北大学大学院医学研究科・腫瘍専門医コース（がん薬物療法）へ

の入学が来年度に予定されているか、または将来入学を希望する
初期・後期研修医、または日本臨床腫瘍学会のがん薬物療法専門
医の認定資格を目指す若手医師

受講者定員：20名　　参加費：1000 円
目　　　的：上記の受講対象となる初期・後期研修医、若手医師に、臨床腫瘍学

の基本とトピックスをがん薬物療法分野を中心に講義するととも
に、教員・受講生間の交流を促進し、東北がんプロフェッショナ
ル養成プランの事業を推進する

日程等の詳細は、がんプロHPに掲載しています。

http://www.ganpro.med.tohoku.ac.jp/

研究室・実験室見学
( 東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野）

東北大学病院見学
( 腫瘍内科病棟・外来、化学療法センター）

「がん薬物療法とバイオマーカー」
石岡 千加史（東北大学加齢医学研究所　臨床腫瘍学分野 教授）

「肺がん個別化治療の最新情報」
井上 彰（東北大学病院　呼吸器内科 助教）

「海外学会報告　～ASCO 2011 in Chicago～」
角道 祐一（東北大学加齢医学研究所　臨床腫瘍学分野 助教）

第５回

〒981-3225 宮城県仙台市泉区福岡字上鼬原 13-1
TEL.022-376-5151

申込受付
１１月３０日（水）まで

この期日以降の場合は
電話（022-717-7087）
でお問い合わせください。

申込書はがんプロHP
http://www.ganpro.med.tohoku.ac.jp/でダウンロード、

または下記へお問い合わせください。
〒980-8574　宮城県仙台市青葉区星陵町1－1

 東北大学病院西病棟2階
東北がんプロフェッショナル養成プラン事務局　森　隆弘・門脇真理

TEL:022-717-7087 FAX:022-717-7896
E-mail:luna＠idac.tohoku.ac.jp
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※講師名は五十音順で掲載しています。



各位 
 
拝啓 秋涼の候、先生には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて、がん対策基本法の施行により今後のがん医療を担う質の高いがん専門

医等の養成を目的とした、文部科学省の公募事業｢がんプロフェッショナル養成

プラン｣の公募にて、東北大学、山形大学、福島県立医科大学の３大学と東北４

県２２病院の連携による「東北がんプロフェッショナル養成プラン」は、極め

て高い評価（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/07/07072712.htm）を得て５

年間のプロジェクトとして採択され、本年度にて最終年度となりました。 
さて、この「東北がんプロフェッショナル養成プラン」の教育事業の一環と

して、平成２３年１２月１０日（土）と１１日（日）の２日間、「第５回冬のが

ん薬物療法セミナー」（別紙参照）を企画致しました。本セミナーでは、主に東

北大学の各領域の専門医が、がん薬物療法を中心に最新の放射線治療を含めた

臨床腫瘍学の基本とトピックスを講義いたします。また、教員・受講生間の交

流を促進し、東北がんプロフェッショナル養成プランの事業を推進させたいと

考えております。受講対象は、東北がんプロフェッショナル養成プランの採択

によって新たに東北大学大学院医学系研究科に新設された腫瘍専門医コース

（がん薬物療法）への入学が来年度に予定されているか、または将来入学を希

望する初期・後期研修医、または日本臨床腫瘍学会のがん薬物療法専門医の認

定資格を目指す若手医師です。開催概要（プログラムの詳細は、がんプロＨＰ

http://www.ganpro.med.tohoku.ac.jp/ 「新着情報」と「セミナー」に掲載）及び 

お申し込み・お問い合わせに関しては別紙に記載いたしましたので、ご参照く

ださい。 

つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、会の趣旨にご賛同の上、

臨床腫瘍学、特にがん薬物療法分野に興味をお持ちの初期・後期研修医、若手

医師のご参加を促していただければ幸甚に存じます。 

末筆ながら、貴院の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。   敬具 
 

 

東北がんプロフェッショナル養成プラン 統括コーディネーター 

東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野教授 

東北大学病院 腫瘍内科科長 

石岡 千加史 

東北がんプロフェッショナル養成プラン 

東北大学病院がんセンター准教授 

森 隆弘 



東北がんプロフェッショナル養成プラン 

第５回 冬のがん薬物療法セミナー 予定プログラム 

201１年 12 月１０日(土)～１１日(日) 宮城県・泉ヶ岳温泉やまぼうしに於いて 

 

１２月１０日（土）＊参加研修医の方は、東北大学加齢医学研究所前に 13:０0 集合 

13: 00〜14: 00 

 

東北大学病院におけるがん治療の実際－東北大学病院・研究室見学 

腫瘍内科病棟・外来、化学療法センター、研究室（実験室） 

説明：東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野 医局員 

14: 20 バス出発 

15:20 到着予定 

送迎バス乗車、セミナー会場へ向け出発 

泉ヶ岳温泉やまぼうしへ ＊所要時間：約 1 時間弱 

15:５0～16: 00 開会挨拶  

石岡千加史（東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野 教授） 

16: 00～16:40 

（4０分） 

講  義 １ 「大腸がんの薬物療法と治療戦略」 

高橋 信 (東北大学病院 腫瘍内科 助教) 

16:40～17:20 

    （4０分） 

講  義 ２ 「骨・軟部腫瘍 －診断と治療 update－」 

保坂 正美（東北大学病院 整形外科 講師） 

17:20～17:30 コーヒーブレイク 

17:30～18:10 

    （4０分） 

講  義 3 「肺がん個別化治療の最新情報」 

   井上 彰（東北大学病院 呼吸器内科 助教 ） 

18:30～20:30  夕  食 

 

20:30～22:30  がん治療に関する意見交換 及び フリーディスカッション 

加藤 俊介（東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野 准教授） 

 

１２月１１日 (日) 

7: 30～ ９:00  朝    食 （バイキング形式です。時間内に朝食をお取り下さい） 

＊講義前までにチェックアウトを済ませ、荷物をフロント預け又は持参の

上、講義会場へお集まり下さい。 

9:50 ～10:30 

       （4０分） 

講  義 4 「がん薬物療法とバイオマーカー」 

石岡千加史（東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野 教授） 

10:30～11:10 

        （4０分） 

講  義 5 「海外学会報告～ASCO 2011 in Chicago～」 

角道 祐一（東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野 助教） 

11:10～11:20 コーヒーブレイク 

11:20～12:00 

        （40 分） 

講  義 6 「頭頸部癌の治療戦略」 

志賀 清人（岩手医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授） 

12:10～ 閉会挨拶 

森 隆弘（東北大学大学院医学系研究科 准教授） 

12:30～13:２0 昼   食 

 

13:30 頃出発予定 

 

送迎バス乗車（14:３0 頃、東北大学加齢医学研究所前に到着予定） 

到着後、解散 

     



東北がんプロフェショナル養成プラン 

第５回 冬のがん薬物療法セミナー 

参 加 申 込 書 

（複数名でお申し込みの場合は,用紙をコピーして御使用下さい。） 

ＦＡＸ: 022-717-7896 

東北がんプロフェッショナル養成プラン事務局担当：森隆弘、門脇真理 行 

 

                           ＊下記いずれかを○で囲んで、ご記入下さい 

お名前                         研修医 （      年目） 

                            その他 （        ） 

                                            

所属施設名 

                                            

所属診療科等 

                                            

連絡先電話 

                                            

電子メールアドレス 

                                            

 

日   時：２０１１年１２月１０日（土）13:00 東北大学加齢医学研究所 正面玄関口集合 

１１日（日）14:30 東北大学加齢医学研究所 正面玄関口解散予定 

（セミナー会場のホテル ⇔ 東北大学間は、送迎バス有） 

場   所：泉ヶ岳温泉やまぼうし（宮城県仙台市泉区福岡字上鼬原 13-1） 

＊東北大学より送迎バスにて約１時間         TEL. 022-376-5151 

対  象：東北大学大学院医学系研究科・腫瘍専門医コース（がん薬物療法）への入学が来年度

に予定されているか、または将来入学を希望する初期・後期研修医、または日本臨床

腫瘍学会のがん薬物療法専門医の認定資格を目指す若手医師。 

募集人員：２０名    参加費：1,000 円  ＊送迎バス区間以外の交通費は、別途支給予定 

 

連絡先：宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 東北大学病院西病棟２階     

 東北がんプロフェッショナル養成プラン事務局  

            森 隆弘 門脇真理（事務担当)   

                       TEL： 022-717-7087   FAX ：022-717-7896      

＊メールで申し込みをご希望の方は、下記アドレスにご連絡下さい。 

門脇真理（事務担当)      luna@idac.tohoku.ac.jp 

申込受付：１１月３０日(水)まで。  この期日以降の場合は電話(022-717-7087)へお問い合わせ下さい。 
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