日
7:00

11 月 29 日（日）

程

表

11 月 30 日（月）
7:20−8:00

モーニングセミナー 1

演者：黒住 和彦

12 月 1 日（火）
手術① 7:20−8:00

座長：隈部 俊宏

共催：ブレインラボ株式会社

8:00

8:00−9:10

シンポジウム 6

genotype trumps phenotype?
座長：村垣 善浩、園田 順彦

モーニングセミナー 2

演者：阿部 竜也

手術②

座長：廣瀬 雄一

共催：ブレインラボ株式会社
8:00−9:20

シンポジウム 11

social issues and long-term follow up
座長：藤井 幸彦、寺島 慶太

9:00
9:20−9:50 key-note 講演 1

病理診断 up-date
演者：廣瀬 隆則 座長：小森 隆司

9:50−10:50

10:00

シンポジウム 7

precision medicine
座長：植木 敬介、夏目 敦至

11:00 10:55−11:00 開会の辞 会長：杉山 一彦
11:00−12:30 シンポジウム 1
PCNSL

12:00

座長：若林 俊彦、黒住 和彦
12:30−13:00

スポンサードセッション 1

演者：三島 一彦 座長：田宮 隆
共催：小野薬品工業株式会社

13:00 13:00−14:00

14:00

ランチョンセミナー 1【領域講習対象】
演者：光冨 徹哉 座長：安藤 雄一
共催：中外製薬株式会社

演者：近藤 英生 座長：永根 基雄、三島 一彦
共催：大日本住友製薬株式会社

15:40−16:30 シンポジウム 2
tumor microenvironment
16:00
座長：竹島 秀雄、青木 友和
16:30−17:10 スポンサードセッション 4
演者：永根 基雄 座長：西川 亮
17:00
共催：日本化薬株式会社
17:10−18:00 シンポジウム 3
surgical oncology of gliomas
座長：阿部 竜也、石川 栄一

19:00

18:00−18:40

シンポジウム 4
clinical trial
座長：佐々木 光

18:40−19:50

TAS 賞表彰と講演

Moon-shot session
演者：長嶋 宏明、中野 智行、青木 恒介、宮武 伸一
座長：北中 千史、田中 將太

20:00 19:50−20:30 シンポジウム 5

translational research 1
座長：立石 健祐

21:00

21:00−22:10
ポスターセッション第 1 日

key-note 講演 2

遺伝カウンセリング
演者：田村 智英子

座長：藤巻 高光

11:40−12:10

スポンサードセッション 5

12:10−13:10

特別講演 1

演者：市村 幸一 座長：吉本 幸司
共催：中外製薬株式会社

乳癌
演者：戸井 雅和

ランチョンセミナー 2【領域講習対象】
演者：齋藤 竜太

座長：中田 光俊

共催：エーザイ株式会社

15:00−15:30

通常総会

key-note 講演 3

演者：青山 英史
15:30−16:30

座長：淺井 昭雄

シンポジウム 8

radiation therapy
座長：青山 英史、山本 哲哉
16:30−17:30

特別講演 2

武将たちの決断
演者：伊東 潤

座長：杉山 一彦

17:30−18:00 スポンサードセッション 6 radiogenomics
演者：木下 学 座長：藤堂 具紀
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

18:00−19:00

シンポジウム 12

Pediatric Tumors
座長：市村 幸一、五味 玲
10:30−10:55 星野賞授与式・星野賞記念講演
記念講演：受賞者
10:55−11:55

座長：武笠 晃丈

特別講演 3
大腸癌

演者：吉野 孝之

座長：成田 善孝

11:55−12:40

特別講演 4
医療統計学
演者：吉村 健一 座長：中村 英夫

座長：松谷 雅生

13:10−14:10

14:00−1500
スポンサードセッション 2【領域講習対象】
14:10−15:00
演者：Moshe Giladi 座長：武笠 晃丈
共催：ノボキュア株式会社

15:00 15:00−15:40 スポンサードセッション 3

18:00

10:50−11:40

9:20−10:30

シンポジウム 9

progress of clinical imaging
座長：上羽 哲也、木下 学
19:00−20:00 イブニングセミナー
演者：村垣 善浩、中田 光俊
座長：荒川 芳輝
共催：ノボキュア株式会社
20:00−20:40 シンポジウム 10
translational research 2
座長：戸田 正博
21:00−22:10
ポスターセッション第 2 日

22:00
22:30
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13:00−14:00
ランチョンセミナー 3【領域講習対象】
演者： 荒川 芳輝 座長： 橋本 直哉
共催：第一三共株式会社 / ユーシービージャパン株式会社
14:00−14:05

閉会の辞

会長：杉山 一彦

