大会長
フランシス・チャン 教授 ジャン＝イヴ・ブレイ 教授 マーク・J・ラテイン 教授
（腸管免疫細胞の世界的権威） 2019 欧州臨床腫瘍学会元会長・ （世界的がん治療の権威）
原 丈人 先生
肉腫等の希少がん治療の世界的権威 シカゴ大学プレシジョン
香港中文大学
（公益資本主義の父）
フランス・
医学部長
アライアンス・フォーラム財団
メディシンセンター
レオンベラールセンター
代表理事
センター長

（

）

教授

（

中村 祐輔 先生

）

ノ−ベル賞候補・ネオアンチゲン
実用化に賭ける挑戦者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所理事長、シカゴ大学名
誉教授、東京大学名誉教授

出澤 真理 先生

（Muse 細胞の発見者）
東北大学大学院
医学系研究科
細胞組織学分野 教授

（

坂口 志文 先生

）

ノ− ベル賞候補・次世代がん
予防薬開発に賭ける挑戦者
ガードナー国際賞受賞
大阪大学免疫学
フロンティア研究センター特任教授

今、大阪から世界に広がる
がん未来医療への挑戦！

『2025 年大阪・関西万博』成功祈念・被災地支援

世界がん撲滅サミット 2022
不 可 能 の 壁 に 風 穴 を 開 け ろ ！ in OSAKA
THE World Cancer Eradication Summit 2022 in OSAKA

11 3

2022年
月 日
（木・祝）
開場 12:30
大阪国際会議場
会場
５階 メインホール
開演 13:00

https://cancer-zero.com
参加無料（要入場チケット）

主 催

世界がん撲滅サミット 2022 実行委員会

共 催

アライアンス・フォーラム財団

協 賛

株式会社大阪国際会議場、ロート製薬株式会社、東レ株式会社、株式会社ヤクルト本社、株式会社ツムラ
ダイダン株式会社、TOTO 株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、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、未来トラスト株式会社、一般財団法人 未来人材基金
MCJ フィンテック株式会社、アーク不動産株式会社、ＯＳＰグループ、ジャパンエステート株式会社
都市環境開発株式会社、メディカルサービス株式会社、ＴＲＩＢＡＷＬ株式会社、日本地工株式会社
株式会社オキ・コーポレーション、みやび坂総合法律事務所、株式会社重岡、岡山県極真空手道連盟 ほかの皆様（順不同）

協 力

株式会社エキスプレス、ＴＲＩＢＡＷＬ株式会社

後 援

大阪府、大阪市、一般社団法人 大阪府医師会、大阪府医師協同組合、公益社団法人 関西経済連合会
一般社団法人 関西経済同友会、大阪商工会議所、外務省、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、デジタル庁、AMED 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所
公益社団法人 日本医師会、一般社団法人 日本癌学会、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 ソフトウェア協会、一般社団法人 Medical Excellence JAPAN
公益財団法人 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団、読売新聞社

世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKAR
大会プログラム（予定）（2022 年 8 月 8 日現在）
■大会長講演

※ご講演者、タイトル、スケジュール等変更の可能性があります。



世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKA 大会長
アライアンス・フォーラム財団 代表理事 原
丈人 氏

「公益資本主義が医療を変革する！」


■経済産業省 商務・サービス審議官講演


「経済産業省が取組むヘルスケア政策（仮）」

■米国代表講演（事前収録）



経済産業省 商務・サービスグループ 商務・サービス 審議官
シカゴ大学プレシジョン医療研究センター センター長、教授

「米国が描くがん撲滅戦略 2022」


茂木

正氏

マーク・J・ラテイン 氏

（世界のがん医療界の重鎮）

■公開セカンドオピニオンⅠ
■公開セカンドオピニオン ～不可能の壁に風穴を開けろ！ ～
登壇予定者（順不同）
・小泉 雅彦 氏 （カプセル型小線源治療・サイバーナイフ・IMRT 等）大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 生体物理工学講座 放射線腫瘍学
研究室（兼）大阪大学医学部附属病院 放射線治療科 教授

・中山
・藤原
・佐野
・大圃
・山上
・廣野
・上園

貴寛 氏
俊義 氏
圭二 氏
研氏
裕機 氏
誠子 氏
保仁 氏

・鎌田
正氏
・清松 知充 氏
・高木 陽光 氏
・高村
僚氏

（乳がん）大阪国際がんセンター乳腺・内分泌外科 主任部長
（食道及びすい臓がん・テロメライシン ウイルス療法）岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 消化器外科学 教授
（肝胆膵外科）帝京大学医学部 外科学講座 教授
（大腸がん、内視鏡手術の世界的権威）NTT 東日本関東病院 消化管内科・内視鏡部 部長
（すい臓がん）和歌山県立医科大学 探索的がん免疫学講座 教授、紀和病院 院長、和歌山県立医科大学 名誉教授・特別顧問
（すい臓がん）兵庫医科大学 消化器外科学講座 肝胆膵外科 主任教授
（統合医療、漢方）東京慈恵会医科大学 疼痛制御研究講座 特任教授、国立がん研究センター東病院 支持・緩和研究開発支援室
特任研究員、国立がん研究センター 先端医療開発センター 支持療法プロジェクト プロジェクトリーダー

（重粒子線）神奈川県立がんセンター重粒子線治療センター長、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
（骨盤内腫瘍と大腸がん腹膜播種）国立研究開発法人 国立国際医療研究センター大腸肛門外科診療科長・下部消化管外科医長
（プロバイオティクス）ヒポクラテス・プロジェクト協力メンバー、株式会社ヤクルト本社中央研究所 微生物研究所 上席研究員
（すい臓がんサバイバー） ほか
司会

■大阪代表講演
「がん撲滅

中見

利男 氏

（世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKA 代表顧問、提唱者、作家・ジャーナリスト）

大阪府・大阪市特別顧問、前内閣総理大臣補佐官 内閣官房健康・医療戦略室 前室長

和泉

洋人 氏

厚生労働省 医務技監

福島

靖正 氏

命輝く未来のデザイン――大阪・関西万博の挑戦――」

■厚生労働省 医務技監講演

「がん対策加速化に向けて 2022」


■日本代表講演

「がん患者を脳梗塞から救え！

東北大学大学院医学系研究科 細胞組織学分野 教授 出澤 真理 氏
（Muse 細胞の発見者）

Muse 細胞がリードする健康長寿社会の実現」


■ノーベル賞級講演

「がん患者に夢と希望を！」

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長
内閣府戦略的イノベーション創造プログラム・AI ホスピタルプログラムディレクター
東京大学、シカゴ大学 名誉教授 中村 祐輔 氏

■ EU 代表講演（事前収録） 

「がん撲滅に向けたがん治療最前線 2022」


■大阪モノ作り講演

「下町ロケット、医療の大地を拓く！」


フランス・レオンベラールセンター 教授 ジャン＝イヴ・ブレイ 氏
（2019 欧州臨床腫瘍学会元会長、肉腫等の希少がん治療の世界的権威）
ボーイング社認定工場 株式会社アオキ 取締役会長 青木 豊彦 氏
（『下町ロケット』のモデルであり、大阪モノづくりのリーダー）

■公開セカンドオピニオンⅡ
■世界がん撲滅大阪宣言 2022

世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKA 大会長
代表顧問・提唱者

原 丈人 氏
中見 利男 氏

■閉会の辞

世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKA

原



大会長

丈人 氏

参加申し込みについて
ご入場に関しましては、世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKA 大会 HP〈http://cancer-zero.com〉をご確認いただき、
「入場エントリー」バナーから公式フォームにて大会事務局までお申し込みください。
今大会は状況によりましては入場制限を設ける場合がございますが、8 月 1 日現在は抽選により 1,000 名とさせていただきます。
特に公開セカンドオピニオンご登壇の先生方へのご質問をいただいている方を最優先とさせていただきます。
また、当日はマスク着用にて、特にご体調の悪い方、またお熱が高い方のご入場は AI 体温検知システムによりお断りさせていた
だくことがございますので、予めご了承ください。なお、新型コロナウイルスの感染状況悪化によりましては急遽、入場制限や無観
客開催の可能性もございますので、大会 HP をご確認ください。
※世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKA の趣旨や理念にご賛同下さり、ご寄付・ご協賛をいただける方は大会 HP のお問い合わせ
フォームより、その旨メールをいただけますと幸いです。

世界がん撲滅サミット 2022 in OSAKA 大会事務局 〈https://cancer-zero.com〉
お問い合わせは大会 HP のお問合せ公式フォームより、すべてメールにて受け付けております。
※お電話でのお問い合わせは一切お断りさせていただきます。

