がん医療にイノベーションを起こせ！
立ち止まるな日本！！
大会長
公益財団法人がん研究会
ガードナー国際賞受賞
がんプレシジョン医療研究センター長
大阪大学免疫学
原 丈人 先生
フロンティア研究センター特任教授
内閣府参与
中村 祐輔 先生
坂口 志文 先生
アライアンス・フォーラム財団 代表理事

第5回

東京大学医科学研究所
量子科学技術研究開発機構
放射線医学総合研究所病院 客員研究員
教授
岐阜大学抗酸化研究室
藤堂 具紀 先生
岡田 直美 先生

創立５周年祈念

がん撲滅サミット®
が
がん撲滅
The 5th Cancer Eradication Summit

11月17日（日）

令和元年
開場
開演

12:30
13:00

会場

http://cancer-zero.com
参加無料（HPご覧ください）

東京ビッグサイト
国際会議場

主催

第5回がん撲滅サミット実行委員会

共催

アライアンス・フォーラム財団／公益財団法人 がん集学的治療研究財団
公益財団法人 広島がんセミナー

協賛

オリンパス株式会社、ダイダン株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、小野薬品工業株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社、株式会社ツムラ、TOTO株式会社、ALSOK綜合警備保障株式会社
株式会社エフ ・ アール ・ シー ・ ジャパン、未来公益トラスト株式会社、TH総合法律事務所
株式会社オキ・コーポレーション、株式会社重岡、岡山県極真空手道連盟 ほかの皆様 （順不同）

後援

厚生労働省、文部科学省、国土交通省、経済産業省、総務省、農林水産省
AMED国立研究開発法人 日本医療研究開発機構、東京都、公益社団法人 日本医師会
公益財団法人 がん研究会有明病院、公益財団法人 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団
一般社団法人 日本経済団体連合会、日本商工会議所、公益社団法人 経済同友会、日本製薬団体連合会
一般社団法人 日本建設業連合会、一般社団法人 不動産協会、一般社団法人 生命保険協会
一般社団法人 日本損害保険協会、一般社団法人 全国警備業協会、一般社団法人 情報サービス産業協会
一般社団法人 コンピュータソフトウェア協会、一般社団法人 日本自動車工業会
一般社団法人Medical Excellence JAPAN、読売新聞社（一部申請中・順不同）

がん撲滅サミットR

第５回

大会プログラム（予定）（2019 年 8 月 8 日現在）
■北島政樹永世大会長への黙祷及び来賓ご挨拶並びにご紹介
■がん撲滅サミット 5 周年祈念大会長講演



第 5 回がん撲滅サミット大会長

原

丈人 氏

内閣総理大臣補佐官
内閣官房健康・医療戦略室 室長

和泉

洋人 氏

厚生労働省 医務技監

鈴木

康裕 氏

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任教授

坂口

志文 氏

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所病院 客員研究員、岐阜大学抗酸化研究室

岡田
藤堂

直美 氏
具紀 氏

中村

祐輔 氏

「がん撲滅に向けた日米連携最前線」

内閣府参与、アライアンス・フォーラム財団 代表理事

■がん撲滅への戦略講演
「がん撲滅に向けた日本政府の挑戦 2019」
「がん対策加速化への道 2019」

■ガードナー国際賞受賞者によるがん撲滅サミット 5 周年祈念講演
「患者のための免疫療法

世界最前線」

■がん撲滅への戦術講演
「このまま死んでる場合じゃない！


令和元年最新報告」

「実用化に向けて動き出したウイルス療法と、その可能性」


東京大学医科学研究所 教授

「がん患者を救え！ AI ホスピタルとネオアンチゲン最前線」公益財団法人がん研究会 がんプレシジョン医療研究センター長
内閣府戦略的イノベーション創造プログラム・AI ホスピタルディレクター、シカゴ大学 名誉教授、東京大学 名誉教授

■公開セカンドオピニオン ～患者に寄り添う医療を確立せよ！ 立ち止まるな日本 !! ～
登壇予定者（順不同）
・瀬戸 泰之 氏 （胃・食道）東京大学医学部附属病院 病院長
・藤堂 具紀 氏 （ウイルス療法）東京大学医科学研究所 教授
・前田耕太郎 氏 （大腸がん）藤田医科大学病院国際医療センター センター長
・井本
滋 氏 （乳がん）杏林大学医学部付属病院乳腺外科 教授、一般社団法人 日本乳癌学会 理事長
・佐野 圭二 氏 （肝胆膵外科）帝京大学医学部外科学講座 教授
・米瀬 淳二 氏 （膀胱がん、腎臓がん、前立腺がん）公益財団法人 がん研究会有明病院 泌尿器科部長、院長補佐
・副島 研造 氏 （呼吸器）慶應義塾大学病院臨床研究推進センター 副センター長、トランスレーショナルリサーチ部門長 教授
・上園 保仁 氏 （統合医療・漢方）国立研究開発法人 国立がん研究センター研究所がん患者病態生理研究分野 分野長
・鎌田
正 氏 （重粒子線）神奈川県立がんセンター重粒子線治療施設「i-ROCK」センター長、量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所病院 元病院長
・清松 知充 氏 （大腸腹膜播種）国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 下部消化管外科 診療科長
・岡田 直美 氏 （重粒子線及び集学的治療）量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所病院 客員研究員、岐阜大学抗酸化研究室 ほか
・古賀 良彦 氏 （心と香りのブレインヘルス）杏林大学 名誉教授
・大澤 岳史 氏 （緩和ケア・在宅医療）帝京大学医学部緩和医療学講座 講師  

                 ほか検討中

がん撲滅サミット・アフターケアプレゼンツ
・中村 祐輔 氏 公
 益財団法人がん研究会 がんプレシジョン医療研究センター長、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム・AI ホスピタルディレクター、シカゴ大学名誉教授、東京大学名誉教授
		

ほか検討中

■閉会の辞

司会

中見

利男 氏（第 5 回がん撲滅サミット代表顧問、提唱者、作家・ジャーナリスト）

がん撲滅サミットとアライアンス・フォーラム財団による「がん撲滅に向けた日米共同宣言 2019」
第 5 回がん撲滅サミット 大会長
代表顧問・提唱者

原 丈人 氏
中見 利男 氏

参加申し込みについて
ご入場に関しましては 8 月 27 日以降、第 5 回がん撲滅サミット HP〈http://cancer-zero.com〉をご確認いただき
「入場ご希望の方へ」のコーナーからメールにて大会事務局までお申し込みください（予想以上にご来場者がお越しの際は、
警備上の理由から先着順とし、入場をお断りさせていただく場合もございますので、予めご了承ください）
。
※第 5 回がん撲滅サミットの趣旨や理念にご賛同下さり、ご寄付をいただける方は大会 HP のお問い合わせフォームより、その旨を
お問い合わせ内容の欄にご記載いただき送信いただけますと幸いです。折り返しご案内のメールを差し上げます。

大会事務局／アライアンス・フォーラム財団
〒 103-0023 東京都中央区日本橋 2-3-11 日本橋ライフサイエンスビルディング 5 階
☎ 03-6225-2795 担当：熊地
お問い合わせは大会 HP ＜ http://cancer-zero.com ＞のお問い合わせフォームより、すべてメールにて受け付けております。

