
「先導的国際がん研究の動向」「先導的国際がん研究の動向」

平成24年度 文部科学省 がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン採択事業
Promotion Plan for the Platform of Human Resource Development for Cancer

国際シンポジウム

アスベスト暴露による中皮腫～環境発がんのリスク予知と予防への新しい展開～
Mesothelioma due to asbestos exposure

～Innovative Approach for Risk Identification and Prevention of Environmental Carcinogenesis～

2013年 2月28日 (木) 13:00～16:302013年 2月28日 (木) 13:00～16:30開催日時

順天堂大学大学院　医学研究科長 新井 一
厚生労働省　労働基準局　安全衛生部　労働衛生課長 椎葉 茂樹

主催者挨拶
挨　拶

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
Promotion Plan for the Platform of Human Resource Development for Cancer in Japan 
Masatoshi Watanabe (Vice-Director, Medical Education Division, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology - Japan)
文部科学省　高等教育局　企画官 渡辺 真俊

タイの最新がん研究の動向
Situation of Mesothelioma and Asbestos product in Thailand
Dr.Anant Karalak（Assistant director and head of department of pathology of National Cancer institute of Thailand）

ベトナムの最新がん研究の動向
Assessement of asbestos related diseases in Vietnam
TRAN THI NGOC LAN,M.D.,Ph.D.（Deputy Director, Health Environment Management Agency, Ministry of Health of Vietnam）

韓国の最新がん研究の動向
Assessment Pitfall of Malignant Mesothelioma for Compensation of Asbestos Health Damage Relief System in Korea
Soon-Hee Jung,M.D.,Ph.D.（Professor. Department of Pathology, Yonsei University, WonjuCollege of Medicine）

インドネシアの最新がん研究の動向
Management of Asbestoes Associated Mesothelioma: a clinical experiences in Indonesia
Koesoemoprodjo Winariani,M.D.(The Head of Pulmonology Department,Pulmonologist,Consultant of Occupational Disease)

講  演

第１部

日本における中皮腫の発生率　ー中皮腫の診断のための問題ー
The incidence of mesothelioma in Japan  - Problem for thediagnosis of mesothelioma -
Takumi Kishimoto,M.D.,Ph.D.　独立行政法人 労働者健康福祉機構　岡山労災病院　副院長 岸本 卓巳

世界の石綿関連疾患に関する潜在的余命損失年数（PYLL）
Potential Years Life Lost (PYLL) due to Asbestos-Related Diseases in the World
Ken Takahashi,M.D.,MPH,Ph.D.（Professor/Chair of Environmental Epidemiology, University of Occup & Environ Health）
　産業医科大学　環境疫学　教授 高橋 謙

中皮腫の早期診断と新規治療法の開発　ー大規模研究型検診ー
A large-scale research screening for early diagnosis of mesothelioma and new treatment
Okio Hino,M.D.,Ph.D.（Professor. Department of Pathology and Oncology, Juntendo University School of Medicine）
　順天堂大学　病理・腫瘍学講座　教授 樋野 興夫

日本の石綿健康被害救済制度について
Asbestos-Related Health Damage Relief System in Japan
Masahiro Kaminota,M.D.,MPH,Ph.D.（Director, Office for Health Hazards caused by Asbestos, Ministry of the Environment, Government of Japan）
　環境省　総合環境政策局　環境保健部　企画課　石綿健康被害対策室長 神ノ田 昌博

講  演

第2部

順天堂大学 センチュリータワー 8階 801教室
JR線、地下鉄丸ノ内線「御茶ノ水」駅下車　徒歩５分

順天堂大学　がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン事務局
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プログラム受付

主催者挨拶　　順天堂大学大学院　医学研究科長 新井 一
挨　拶　　　　厚生労働省　労働基準局　安全衛生部　労働衛生課長 椎葉 茂樹

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン　Masatoshi Watanabe
　　　座長  新井 一 （順天堂大学大学院　医学研究科長 ）

タイの最新がん研究の動向　Dr.Anant Karalak
　　　座長  鈴木 健司 （ 順天堂大学　呼吸器外科学講座 教授 ）

ベトナムの最新がん研究の動向　TRAN THI NGOC LAN, M.D., Ph.D. 
　　　座長  高橋 謙 （ 産業医科大学　環境疫学 教授 )

韓国の最新がん研究の動向 　Soon-Hee Jung, M.D., Ph.D.
　　　座長  岡 輝明 ( 公立学校共済組合 関東中央病院　臨床検査科・病理科 部長 )

インドネシアの最新がん研究の動向　Koesoemoprodjo Winariani, M.D.
　　　座長　高橋 和久 （ 順天堂大学　呼吸器内科学講座 教授 ）

休憩

「日本国内の最新がん研究の動向」
独立行政法人 労働者健康福祉機構　岡山労災病院　副院長 岸本 卓巳
　　　座長  森本 幾夫 （ 順天堂大学大学院　免疫病・がん先端治療学講座 客員教授 ）

産業医科大学　環境疫学 教授 高橋 謙
　　　座長  村山 武彦 （ 東京工業大学大学院　環境理工学創造専攻 教授 ）

順天堂大学　病理・腫瘍学講座　教授 樋野 興夫
　　　座長  安達 修一 （ 相模女子大学大学院　栄養科学研究科長 ）

環境省　総合環境政策局　環境保健部　企画課　石綿健康被害対策室長 神ノ田 昌博
　　　座長  岸本 卓巳 （ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 岡山労災病院　副院長 ）

閉会の挨拶　　順天堂大学　学長 木南 英紀

12：30

13：00～13：15
 

13：15～15：05

15：05～15：15

15：15～16：25

16：25～16：30

参加登録をご希望の方は、下記ご記入のうえ送信してください。

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
男・女

ご職業

お電話

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　＠

フリガナ

FAX：03-3813-3622

参加登録
国際シンポジウム 「先導的国際がん研究の動向」

参加ご希望の方は、2月22日（金）までにFAXまたはHPよりお申し込みください。定員になり次第締め切りとさせていただきます。
  FAXによる申込み　参加ご希望の方は、本申込書に必要事項をご記入の上、下記FAX 番号にお送りください。

  ＨＰからの申込み　参加ご希望の方は【がんプロＨＰ】http://ganpro-ict-plan.jp/index.html にアクセスしていただき、お申し込みください。

■お申込み方法

■問い合わせ先
順天堂大学　がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン事務局　〒113－8421 東京都文京区本郷2－1－1  学術・研究支援課内　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：03－5802－1710　  E-mail：ganpro@juntendo.ac.jp
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