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				Mo-FESTA CANCER FORUM 2022　プログラム

				開会挨拶 カイカイ アイサツ		13:00		-		13:05		司　会： ツカサ カイ		中島裕子  （元NHKキャスター） ナカジマ ユウコ モト

												主催者： シュサイシャ		武内　 務　（NPO法人腺友倶楽部　理事長） ホウジン

				講演1 コウエン		13:05		-		13:35		最新のスクリーニングと診断について（30分）

														伊藤一人（黒沢病院院長　予防医学研究所所長）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演2 コウエン		13:40		-		14:10		治療総論：限局がんを中心に（30分）   

														三宅秀明（浜松医科大学医学部附属病院 泌尿器科 教授）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演3 コウエン		14:15		-		14:45		診療科の垣根を超えて：進行がんを中心に（30分）						　

														赤松秀輔（京都大学医学部附属病院 泌尿器科 准教授）

				休憩 20分 キュウケイ フン

				講演4 コウエン		15:05		-		15:45		外照射の進歩と小線源療法（40分）　  

														萬  篤憲（東京医療センター 放射線治療科 部長）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演5 コウエン		15:50		-		16:30		薬物療法の現状と将来展望（40分）

														鈴木啓悦（東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科 教授）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演6 コウエン		16:35		-		16:55		男性トイレにもサニタリーBOXを！（20分）

														高橋未樹子 / 寅太郎  　日本トイレ協会（理事 / 運営委員） ウンエイ イイン

				閉会挨拶 ヘイカイ アイサツ		16:55		-		17:00		主催者： シュサイシャ		宮下武彦　（NPO法人腺友倶楽部　副理事長） ミヤ シタ タケヒコ フク リジチョウ
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				当日タイムスケジュール トウジツ



				準備 ジュンビ		9:00		-		12:00				スタッフ：9:00集合 シュウゴウ

														ボランティア：10:00集合 シュウゴウ

				ホール		12:00		-		12:15				スライド動作チェック ドウサ

				控室 ヒカエシツ		12:15		-		12:45				事前ミーティング（講師、司会、武内） コウシ シカイ タケウチ

														お弁当を用意しています ベントウ ヨウイ

						待機 タイキ								演者準備：ひげマスク、ひげ蝶ネクタイなど チョウ

				開会挨拶 カイカイ アイサツ		13:00		-		13:05		司　会： ツカサ カイ		中島裕子  （元NHKキャスター） ナカジマ ユウコ モト

												主催者： シュサイシャ		武内　 務　（NPO法人腺友倶楽部　理事長） ホウジン

				講演1 コウエン		13:05		-		13:35		最新のスクリーニングと診断について（30分）

														伊藤一人（黒沢病院院長　予防医学研究所所長）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演2 コウエン		13:40		-		14:10		治療総論：限局がんを中心に（30分）   

														三宅秀明（浜松医科大学医学部附属病院 泌尿器科 教授）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演3 コウエン		14:15		-		14:45		診療科の垣根を超えて：進行がんを中心に（30分）						　

														赤松秀輔（京都大学医学部附属病院 泌尿器科 准教授）

				休憩 20分 キュウケイ フン

				講演4 コウエン		15:05		-		15:45		外照射の進歩と小線源療法（40分）　  

														萬  篤憲（東京医療センター 放射線治療科 部長）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演5 コウエン		15:50		-		16:30		薬物療法の現状と将来展望（40分）

														鈴木啓悦（東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科 教授）

				休憩 ５分 キュウケイ フン

				講演6 コウエン		16:35		-		16:55		男性トイレにもサニタリーBOXを！（20分）

														高橋未樹子 / 寅太郎  　日本トイレ協会（理事 / 運営委員） ウンエイ イイン

				閉会挨拶 ヘイカイ アイサツ		16:55		-		17:00		主催者： シュサイシャ		宮下武彦　（NPO法人腺友倶楽部　副理事長） ミヤ シタ タケヒコ フク リジチョウ



				写真撮影 シャシン サツエイ		17:00		-		17:05				写真撮影（来場者もご一緒に） シャシン サツエイ ライジョウシャ イッショ



















































































Sheet3



				13:05								開会挨拶：武内　務（腺友倶楽部 理事長）/  司会：中島裕子 カイカイ アイサツ

										講演
１ コウエン		最新のスクリーニングと診断について（30分）





														伊藤一人（黒沢病院院長　予防医学研究所所長）



				13:35
13:40

																		休　憩 キュウ イコイ

										講演
２ コウエン		治療総論：限局がんを中心に（30分）  





														三宅秀明（浜松医科大学医学部附属病院 泌尿器科 教授）



				14:10

																		休　憩 キュウ イコイ

				14:20

										講演
３ コウエン		トークセッション
局所進行がん、オリゴ転移がんの治療について（30分） キョク トコロ シンコウ テンイ チリョウ フン





														伊藤一人、三宅秀明、萬篤憲、鈴木啓悦
武内　務 タケウチ ツトム								：スピーカー
：ファシリテータ



				14:50

																		休　憩 キュウ イコイ

				15:00

										講演
４ コウエン		外照射の進歩と小線源療法（40分）　





														萬  篤憲（東京医療センター 放射線治療科 部長）







				15:40
15:45

																		休　憩 キュウ イコイ

										講演
５ コウエン		薬物療法の現状と将来展望（40分）





														鈴木啓悦（東邦大学医療センター佐倉病院 泌尿器科 教授）







				16:25
16:30

																		休　憩 キュウ イコイ

										講演
６ コウエン		男性トイレにもサニタリーBOXを！（20分）



														高橋未樹子 / 寅太郎  　日本トイレ協会（理事 / 運営委員）

				16:50

												閉会挨拶：宮下武彦（腺友倶楽部 副理事長） ヘイカイ アイサツ ミヤ シタ タケヒコ センユウ クラブ フクリジチョウ

				17:00								写真撮影 シャシン サツエイ
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