日
12 月 2 日（日）

程

12 月 3 日（月）
7:00−8:00

7:00

表
12 月 4 日（火）

モーニングセミナー

7:00−8:00

脳神経外科医が診るてんかん Up to date
演者：矢野

大仁

座長：荻野

雅宏

共催：大塚製薬株式会社

8:00

8:00−9:00

スポンサードセッション 2

分子病理、分子病態
演者：Mario L. Suva 座長：廣瀬 雄一
共催：中外製薬株式会社

9:00

9:00−10:45

シンポジウム 1

座長：淺井 昭雄、岩立 康男

10:45−12:00

11:00

口演 1

12:00−13:00

13:00

14:00

開会挨拶 会長：植木 敬介

13:00−13:30

ゲノム医療時代の小児脳腫瘍

13:30−14:00

座長：滝田 順子、市村 幸一
共催：小児脳腫瘍研究支援委員会
14:30−16:30

15:00

日本脳腫瘍学会、
日本小児血液・がん学会合同シンポジウムⅡ
小児脳腫瘍臨床試験の最前線

16:00

座長：滝田 順子、寺島 慶太

ランチョンセミナー 1

脳腫瘍治療の UP TO DATE
演者：山本 淳考、斎藤 竜太 座長：隈部 俊宏
共催：ノーベルファーマ株式会社

日本脳腫瘍学会、
日本小児血液・がん学会合同シンポジウムⅠ

通常総会
次期会長挨拶

8:00−9:00

スポンサードセッション 5

新たな治療パラダイム
演者：Daniel P. Cahill 座長：中田 光俊
共催：MSD 株式会社
シンポジウム 3

脳腫瘍治療の新たなパラダイム
（Searching for new targets
in malignant brain tumor therapy)
座長：難波 宏樹、橋本 直哉
口演 3

新たな治療のパラダイム

座長：竹島 秀雄、吉本 幸司

12:25−12:30
12:30−14:30

座長：田宮 隆、藤井 幸彦

10:45−12:00

脳腫瘍の病理と病態

12:00

診断と治療におけるイメージング

9:00−10:45

脳腫瘍の分子病理・病態
（Molecular pathology and physiology of brain tumors)

10:00

口演 2

永根 基雄

星野賞授与式・受賞記念講演

14:00−15:00 スポンサードセッション 3
Keynote Lecture : Glioma Surgery
演者：Daniel P. Cahill 座長：村垣 善浩
共催：MSD 株式会社

座長：永根 基雄、藤堂 具紀

12:00−13:00

ランチョンセミナー 2

TTFields - Translating Science into Practice
演者：Joon H. Uhm
座長：武笠 晃丈 共催：ノボキュア株式会社
13:00−14:10

スポンサードシンポジウム

QOL と機能予後
座長：成田 善孝、宇塚 岳夫
共催：第一三共株式会社
14:10−15:10 教育講演 3
脳腫瘍の分子診断の基礎と実践
演者：市村 幸一 座長 : 佐々木 光
共催：ライカマイクロシステムズ株式会社

15:00−16:00 シンポジウム 2
次世代の脳腫瘍手術̶手術戦略と機器・装置 15:10−15:15 閉会挨拶 会長：植木 敬介
（Surgical strategy and tools of the next generation)
座長：上羽 哲也、中村 英夫

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社 16:00−16:30 教育講演 2
脊髄髄内腫瘍の多様性と治療戦略 演者： 金 彪 座長 : 若林 俊彦

16:30−17:30 招待講演（スポンサードセッション 1） 16:30−17:00 スポンサードセッション 4
脳腫瘍手術の learning curve について
Single-cell Analyses of Pediatric Gliomas
演者：木下 学 座長：園田 順彦 共催：Integra Japan 株式会社
17:00
演者：Mario L. Suva 座長：夏目 敦至
17:00−18:30 Meet & Talk
共催：中外製薬株式会社
to the Experts with Afternoon Tea
17:30−18:00 教育講演 1
演者：Daniel P. Cahill
がんゲノム医療の展開と脳腫瘍の診療の革新
会場：ヒルトン小田原 12F NAGAME
Mario L. Suva
演者：中釜 斉 座長 : 西川 亮 共催：アッヴィ合同会社
18:00
Donald W. Parsons
18:00− チェックインタイム
Joon H. Uhm

19:00

19:00−20:30

ウェルカムレセプション

19:00−21:00

懇親会

20:00

21:00

21:00−22:35 ポスターセッション

21:00−22:35 ポスターセッション

22:00
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