
Program
日本肉腫学会２０２０
オンライン・ライブ特別年次総会

2020年11月21日（土）
学術集会 10:00～17:00（9:30開場）、懇親会 17:30～19:30

“がんの免疫プロファイリングと個別化免疫治療
-肉腫治療新時代-”

主催 一般社団法人 日本肉腫学会
運営事務局 亀田総合病院 A棟9F小会議室

Kタワー13Fホライゾンホール

2020年度
指導医・専門医・認定医

資格認定要件
オンデマンド配信対応

学会への入会、特別年次総会への参加ご希望の方は
jsa@smtrc.org にメールで入会・参加の事前登録が必要です
資格認定暫定措置の申請には2020年度の会員登録が必要です
患者さま、ご家族さまも入会・参加できます。年会費は一律１００００円
特別年次総会参加費 学会員；無料、非会員１0０００円、学生3000円
懇親会参加費；無料（懇親会のみの参加も可能です）

特別年次総会 会長 高橋克仁（亀田総合病院、肉腫総合治療センター長、肉腫科部長）

ランチ、コーヒーブレークに
スターバックス・デジタル
ドリンクギフト券1000円付き

資格認定暫定措置申請受付中

年内全講演オンデマンド配信有り



◼参加申し込み方法
jsa@smtrc.org に以下の1～5 を記載して
メールでお申し込みください。
1. お名前・所属（ご家族ご一緒での参加は

代表者の方とご家族のお名前と人数）
2.   電話番号
3.   参加区分 ①医師、②医師以外の医療者、

③患者・家族、④企業関係者、⑤学生
4. 懇親会参加の有無 ①参加 ②不参加
5. 学会年会費納入の有無（学会員様）または学術

集会参加費納入の有無（非会員様）
①学会年会費納入済 ②学術集会参加費納入済

◼振込先
会員：２０２０年度学会年会費10000円
非会員：学術集会参加費10000円、学生3000円
懇親会参加費無料（懇親会のみの参加も可能）

名義人：一般社団法人日本肉腫学会
りそな銀行 東京中央支店 普通預金 6122448
振込人のお名前(フリガナ)を記載してください。

学会年会費を振込（学会員様）または
学術集会参加費を振込（非会員様）

学術集会・懇親会参加申込み
メールをjsa@smtrc.orgに送信

運営事務局から学術集会会場と懇親会会
場の2つのURLとスターバックスドリンクギフ
ト券 (500円券URLｘ２） をご登録のメール
アドレスに送信

学会当日11月21日（土）9:30～学術集会会場
17:30～懇親会会場のお送りしたURLに各人
で氏名とメールアドレスを記入して入場参加

◼参加までの流れ



◼運営事務局
〒296-8602 千葉県鴨川市東町929番地
亀田総合病院A棟９F小会議室・Kタワー13階ホライゾンホール
TEL 04-7092-2211（代表）（内線4855、6436）

➢ 亀田総合病院
診療部事務室 星 いずみ（肉腫科アシスタント）

笹生 翔兵
宮崎 紀子

情報戦略室 小倉 彬生
渡辺 恭次朗
西川 理恵

➢ 会長招聘ライブ・パーソナリティー

患者家族 栃久保 智（東京都）
患者 松葉 史恵（愛知県）

亀田総合病院Kタワー



亀田総合病院

鴨川シーワールド



メイン会場URL
氏名とメールアドレスを記入して入場

懇親会場URL

9:30
10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

タイムテーブル 2020年11月21日（土）

16:00

17:00

18:00

19:00 懇親会

国際プレナリーセッション I（英語）

ランチョンセミナー（日本語） 司会 滝田順子（京都大学教授）

司会 Robert Maki（ペンシルバニア大学教授）、長谷川匡（札幌医科大学教授）

シンポジウム（日本語）
司会 佐々木康綱（洛和会音羽病院部長）、樋口 肇（国際医療福祉大学教授）

国際プレナリーセッション II（英語） 司会 高橋克仁（年次総会会長）

開会のご挨拶 橋本拓哉（日本赤十字社医療センター部長）

閉会のご挨拶 寺岡 慧（東京女子医科大学名誉教授）

休 憩

休 憩

休 憩

司会 高橋克仁（年次総会会長）
大西啓之（東京都）（患者・家族代表）

17:30

19:30

氏名とメールアドレス
を記入して入場



9：30 開場
プログラムスライドショー/BGM

9：50～開会のご挨拶
橋本 拓哉（日本赤十字社医療センター肝胆膵外科部長）

2020年11月21日（土）

メイン会場

鴨川 ヨットハーバー



2020年11月21日（土）

10：00～ 国際プレナリーセッション I（英語）
司会 Robert Maki (ペンシルバニア大学教授、サルコーマプログラムチーフ、血液腫瘍内科部長）

長谷川 匡 (札幌医科大学教授、病理診断科）

10:00-11:00

講演 “進行メラノーマ、非小細胞性肺がん、膀胱がん患者に対する
個別化ネオアンチゲンプラス抗PD-1免疫治療の第１ｂ相臨床試験“

演者 Patric A. Ott (ダナハーバーがんセンター免疫腫瘍学部長、ブリガムアンドウィメンズ病院、ハーバード大学医学部）

11:00-11:30

講演 “がんの免疫プロファイリングと免疫治療への応答“
演者 藤本淳也 (MDアンダーソンがんセンター准教授、トランスレーショナル分子病理学講座、免疫プロファイリング研究室）

11:30-12:00

講演 “ 肉腫に対する免疫治療臨床試験の現状“
演者 Robert Maki (ペンシルバニア大学教授、サルコーマプログラムチーフ、血液腫瘍内科部長）

12:00-12:30  休 憩/ライブパーソナリティー（栃久保智・松葉史恵）と年次総会会長によるライブトーク・解説

メイン会場
“がんの免疫プロファイリングと個別化免疫治療-肉腫治療新時代-



2020年11月21日（土）

12：30～ ランチョンセミナー（日本語）
司会 滝田 順子 (京都大学教授、小児科学）

12:30-13:30

講演 “がん免疫編集と有効な腫瘍ネオアンチゲンの同定“
演者 松下 博和 (愛知県がんセンター研究所部長、トランスレーショナル腫瘍免疫学）

13:30-14:00 休 憩/ライブパーソナリティー（栃久保智・松葉史恵）と講演者によるライブトーク・解説

14：00～ シンポジウム（日本語）
司会 佐々木 康綱 (洛和会音羽病院部長、腫瘍内科、化学療法センター長）

樋口 肇 (国際医療福祉大学医学部教授、臨床腫瘍学）

14:00-14:30

講演 “がん免疫微小環境の最新研究”
演者 菰原 義弘 (熊本大学大学院准教授、生命科学学部、細胞病理学講座）

メイン会場
“がんの免疫プロファイリングと個別化免疫治療-肉腫治療新時代-



2020年11月21日（土）

14:30-15:00

講演 “肉腫多発肺転移患者158人の新規の独立した予後因子としての
好中球/リンパ球比”

演者 山本 寛斉 (岡山大学大学院助教、呼吸器乳腺内分泌外科学）

15:00-15:30

講演 “悪性軟部腫瘍155人の免疫ゲノムプロファイリング：ゲノムワイドな
ヘテロ接合性の喪失(LOH)は腫瘍内T、Bリンパ球浸潤と患者の予後に
相関する”

演者 高橋 克仁 (亀田総合病院肉腫総合治療センター長、肉腫科部長）

15:30-16:00 コーヒーブレーク 海/BGM

メイン会場
“がんの免疫プロファイリングと個別化免疫治療-肉腫治療新時代-



2020年11月21日（土）

16：00～ 国際プレナリーセッション II（英語）
司会 高橋 克仁(特別年次総会会長,、亀田総合病院肉腫総合治療センター長、肉腫科部長）

16:00-17:00

講演 “肉腫の免疫学的分類と免疫治療への応答性“
演者 Wolf H. Fridman (INSERM、パリ大学、ソルボンヌ大学名誉教授）

17:00-17:20 ライブパーソナリティー（栃久保智・松葉史恵）と年次総会会長によるライブトーク・解説

17：20～ 閉会のご挨拶
寺岡 慧（東京女子医科大学名誉教授）

17:30-19:30 懇親会（日本語） 懇親会場URLへ移動

メイン会場
“がんの免疫プロファイリングと個別化免疫治療-肉腫治療新時代-

亀田総合病院Kタワー
レストラン亀楽亭


