
各位 

 

拝啓 中秋の候、先生におかれまして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推進プラン｣の公募にて、東北大学、山形大

学、福島県立医科大学、新潟大学の４大学と東北４県の連携病院による「東北がんプロフェッショナル

養成推進プラン」は極めて高い評価を得て、今年度採択されました。 

 

この「東北がんプロフェッショナル養成推進プラン」の教育事業の一環として、 

平成２４年１２月１日（土）と２日（日）の２日間、「第６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推進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推進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ＨＰhttp://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推進プラン 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 

東北大学病院がんセンター長 

石岡 千加史 



「海外学会報告～ASCO 2012 in Chicago～」
下　平　秀　樹　（東北大学病院　腫瘍内科）
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受講者定員

20名
参加費：1,000円

20名
参加費：1,000円

下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
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推進プランの事業を推進する。

ラフォーレ蔵王
〒989-0916
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 2-1
TEL：0224-35-3111( 代表 )

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

プログラム

施設見学

講義・予定講師

日程等の詳細は、「東北がんプロ」ＨＰに掲載しています。

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

東北大学病院見学（腫瘍内科病棟・外来・化学療法センター）
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）

申込受付 申込方法について

11/20（火）まで
この期日以降の場合は
電話（022-717-7087）
でお問合せください。

「東北がんプロ」のホームページから申込用紙をダウ
ンロード、または裏面の申込み用紙に必要事項を
記入の上、FAXにてお申込みください。
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「大腸がんの薬物療法と治療戦略」
加　藤　俊　介　（東北大学病院　腫瘍内科）

「癌治療に必要な病理診断」
渡　辺　み　か　（東北大学病院　病理部）

「腫瘍内科の魅力とは」
村　川　康　子　（宮城県立がんセンター　腫瘍内科）

「分子標的治療薬の新展開」
添　田　大　司　（東北大学病院　腫瘍内科）

「がん薬物療法とバイオマーカー」
高　橋　雅　信　（東北大学病院　腫瘍内科）

〒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
TEL:022-717-7087  FAX:022-717-7896
E-mail. saito-aya@med.tohoku.ac.jp

お問合せ

東北がんプロフェッショナル養成推進プラン事務局　（添田 ・ 齋藤）

50音順

「東北がんプロ」ホームページURL
⇒（http://www.ganpro.med.tohoku.ac.jp/）



東北がんプロフェショナル養成推進プラン 

第 6 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推進プラン事務局 行 

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

お名前                          初期研修医（    年目） 

後期研修医（卒後  年目） 

その他  （卒後  年目） 

                                           

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：２０１2 年１２月１日（土）13:00 東北大学加齢医学研究所 正面玄関口集合 

２日（日）13:40 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：ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ（宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 2-1 ） 

＊東北大学より送迎バスにて約１時間         TEL.0224-35-3111 

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推進プラン事務局

  

                       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。 

齋藤綾（事務担当)      saito-aya@med.tohoku.ac.jp 

申込受付：１１月２０日まで。  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。 



東北がんプロフェッショナル養成推進プラン 

第 6 回 冬のがん薬物療法セミナー 予定プログラム 

2012 年 12 月 1 日(土)～2 日(日) ラフォーレ蔵王リゾート＆スパに於いて 

 

１２月１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: 00〜13: 50 

 

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：（東北大学病院 腫瘍内科 担当：○○） 

14: 00 バス出発 

15:１0 到着予定 

送迎バス乗車、セミナー会場へ移動 

（遠刈田温泉 ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ ＊所要時間：約 1 時間） 

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 「腫瘍内科の魅力とは」 

講師：村川康子（宮城県立がんセンター化学療法科 診療科長） 

16:40～17:20 

    （4０分） 

講義２ 「癌治療に必要な病理診断」 

講師：渡辺みか（東北大学病院病理部） 

17:20～17:30 コーヒーブレイク 

17:30～18:00 

    （3０分） 

講義 3 「海外学会報告～ASCO 2012 in Chicago～」 

講師：下平秀樹（東北大学病院腫瘍内科 講師） 

18：00～19：00 

（６０分） 

症例検討会 

19:00～20:30  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 

  

 

１２月２日 (日) 

7: 30～ ９:00  朝    食（バイキング形式です。各自時間内にお取り下さい。） 

＊講義開始前にチェックアウトをすませて、荷物をフロントに預けるか、

ご持参の上、会場へお集まりください。 

9:30 ～10:00 

       （3０分） 

講義 4 「分子標的治療薬の新展開」 

講師：添田大司（東北大学病院腫瘍内科 助教） 

10:00～10:30 

        （3０分） 

講義 5 「がん薬物療法とバイオマーカー」 

講師：高橋雅信（東北大学病院腫瘍内科 助教） 

10:30～10:40 コーヒーブレイク 

10:40～1１:10 

        （30 分） 

講義 6 「大腸がんの薬物療法と治療戦略」 

講師：加藤俊介（東北大学病院腫瘍内科 准教授） 

1１：10～ 閉会挨拶：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） 

11:30～12:２0 昼   食 

12:30 頃出発予定 

 

送迎バス乗車（東北大学加齢医学研究所前に 1３:４0～１４:00 頃に到着

予定）到着後、解散 
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