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2020年12 月10日 

報道関係者 各位 
3Hクリニカルトライアル株式会社 

認定特定非営利活動法人 西日本がん研究機構 
エイツーヘルスケア株式会社 

 
がん医療のエキスパートが大阪で最新のがん医療情報を毎月提供 

無料オンラインセミナー「大阪オンコロジーセミナー Meeting the Cancer Experts」を開催 
 

3Hクリニカルトライアル株式会社（東京都豊島区 代表取締役 滝澤 宏隆）、認定特定非営利活動法人 
西日本がん研究機構（事務局 大阪市浪速区 理事長 中川 和彦）、エイツーヘルスケア株式会社（本社 東京
都文京区 代表取締役社長 香取 忠）は、他共催者7大学連携個別化がん医療実践者養成プラン、特定非営
利活動法人 近畿がん診療推進ネットワークと連携し、2018年より開始したがんに特化した医療情報セミ
ナー「大阪オンコロジーセミナー Meeting the Cancer Experts」を2021年も開催することをお知らせい
たします。 

特設サイト URL 
「夜間学校」<https://oncolo.jp/event/oos2021> 

「on the WEB」<https://oncolo.jp/event/on_the_web2021> 
 
国立がん研究センターの最新のデータによると、2017 年のがん罹患者数は 977,393 人、2018年のがん

死亡者数は 373,584人となり、男女共にがん（悪性新生物）は死亡要因の第一になっています 1)。 
他方、がん患者の 8 割がインターネットから情報を得ているという調査結果 2)もありますが、日本では、

正しいがん情報を発信している Web サイトが少なく、Google などで「肺癌」、「肺がん」と検索した場合
の上位 50 のうち 7 割は正しくない情報であるという研究結果 3)  が報告されるなど、正しいがんの情報提
供が課題となっています。 

 
がん情報サイト「オンコロ」では、がんに関する正しい情報配信を目的に 2016 年よりがんに関する

様々なセミナーを実施し、がん患者さんを中心に累計3,000名以上の方々にご参加いただきました。本セ
ミナーのアンケートでは、参加者の約 9 割の方が満足 4)と回答されています。 
開催4年目を迎える大阪オンコロジーセミナーは、がん領域を代表する医療者からの講義を中心に進

める「夜間学校」（毎月第2金曜日）と、対談形式による「on the WEB」（毎月第3金曜日）にて、さま
ざまながん種、トピックを取り上げる予定です。 

2021年は、新型コロナウイルス感染拡大の懸念より、全コンテンツをウェブライブ配信し、後日オ
ンコロYouTubeチャンネル『OncoloChannel』にアーカイブ配信いたします。 

 
1) 国立がん研究センター最新がん統計 https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html 
2) ファイザー株式会社「がん患者さん・がん患者さんのご家族における意識・実態調査」2012年 

http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2012/documents/20121011.pdf 
3) Yasushi Goto et al. Differences in the Quality of Information on the Internet about Lung Cancer between the United States 

and Japan: Journal of Thoracic oncology, July 2009 Volume 4, Issue 7, Pages 829–833.  
4) 2019 年 1 月～9 月アンケート回答で「とても満足」51%、「おおむね満足」35%の合算 

https://oncolo.jp/event/oos2021
https://oncolo.jp/event/on_the_web2021
http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2012/documents/20121011.pdf
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■「大阪オンコロジーセミナー Meeting the Cancer Experts」開催プログラム 
 

<夜間学校>    毎月第 2 金曜日 20:00～21:00（ウェブライブ配信） 
日程 テーマ 講師 講師所属 

1/ 8(金) 子宮頸がん 八幡 環 近畿大学病院 産婦人科 

2/12（金） 胆道がん 朴 将源 関西医科大学附属病院 がんセンター 

3/12（金） 大腸がん 木藤 陽介  石川県立中央病院 腫瘍内科 

4/ 9（金） 食道がん 原 浩樹 埼玉県立がんセンター 消化器内科 

5/14（金） 皮膚がん 清原 祥夫 静岡がんセンター 皮膚科  

6/11（金） 卵巣がん 宮川 知保 近畿大学病院 産婦人科 

7/ 9（金） 膀胱がん 三浦 裕司 虎の門病院 臨床腫瘍科 

8/13（金） 肝細胞がん 池田 公史 国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 

9/10（金） 前立腺がん 近藤 千紘 国立がん研究センター東病院 乳腺・腫瘍内科 

10/8（金） 乳がん 大西 舞 がん・感染症センター都立駒込病院 外科（乳腺） 

11/12（金） 膵がん 山田 武史 筑波大学附属病院 消化器内科 

12/10（金） 肺がん 土屋 裕子 北九州市立医療センター 呼吸器内科 

 
<on the WEB>    毎月第 3金曜日 20:00～20:30（ウェブライブ配信） 
日程 テーマ 講師 講師所属 

1/22（金） がんゲノム医療 西尾 和人 近畿大学医学部 ゲノム 生物学教室 

2/19（金） AYA世代のがん 
（AYA：Adolescent and Young Adult） 

清水 千佳子 国際医療研究センター病院 乳腺腫瘍内科 

3/19（金） irAE（immune-related Adverse Events： 
免疫関連副作用） 山口 央 埼玉医科大学国際医療センター 臨床研究センター 

4/16（金） PRO（Paient Rported Otcome： 
患者報告アウトカム） 山口 拓洋 東北大学大学院医学系研究科医学部 統計学分野 

5/21（金） がん免疫療法 北野 滋久 がん研有明病院 
先端医療開発センター がん免疫治療開発部 

6/18（金） PPI（Patients & Public Involvement： 
研究への患者・市民参画） 武藤 香織 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 

7/16（金） 放射線治療 秋元 哲夫 国立がん研究センター東病院 
先端医療開発センター 放射線治療科 

8/20（金） 栄養 吉川 貴己 国立がん研究センター中央病院 胃外科 

9/17（金） 代替療法 勝俣 範之 日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科 

10/15（金） アピアランス 分田 貴子 東京大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科 

11/19（金） 臨床試験 武田 晃司 認定特定非営利活動法人 西日本がん研究機構 

12/17（金） がん検診 中山 富雄 国立がん研究センター中央病院 
社会と健康研究センター 検診研究部 

※上記プログラムは、都合により変更になる場合がございます。最新の情報は以下よりご確認ください。     
特設サイト URL：https://oncolo.jp/event/oos2021 
特設サイト URL：https://oncolo.jp/event/on_the_web2021 
 

https://oncolo.jp/event/oos20210
https://oncolo.jp/event/on_the_web2021
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■視聴費：無料 
■事前申し込み：不要 
■共催：認定特定非営利活動法人 西日本がん研究機構／がん情報サイト「オンコロ」 
7 大学連携個別化がん医療実践者養成プラン／特定非営利活動法人 近畿がん診療推進ネットワーク 
エイツーヘルスケア株式会社 
■特設サイト URL： 「夜間学校」  https://oncolo.jp/event/oos2021 

「on the WEB」 https://oncolo.jp/event/on_the_web2021 
 
■がん情報サイト「オンコロ」について 
「オンコロ」は、3Hクリニカルトライアルが運営する患者さんやそのご家族、医療従事者、製薬企業など
の関係者の方々向けに、がん領域の最新情報をわかりやすく提供する情報サイトです。がんに関わる臨床
試験・臨床研究を中心に掲載しています。またインターネットにとどまらず、様々な情報提供活動を通
してがんに関わる人への一助となることを目的としています。2017年 9月には、信頼できる医療・ 健康
情報のための倫理標準であるHON-code認定を取得しました。詳細はオンコロサイトをご覧ください。がん情
報サイト「オンコロ」：https://oncolo.jp/ 
 
■認定特定非営利活動法人 西日本がん研究機構について 
西日本がん研究機構（WJOG)は、最高のがん治療を患者さんに届けるために、科学的なエビデンスを臨
床試験で明らかにする目的で、日本全国のがん治療の専門医が集まって設立した臨床試験グループで
す。NPO法人となって20年になり、ますます精力的に活動しています。WJOGの臨床試験の結果は、各
種診療ガイドライン等に反映されています。臨床試験の実施とともに、一般市民への最新のがん情報の
提供および臨床試験を精確に実施できる若手研究者の育成にも注力しています。 
http://www.wjog.jp/   
 
■エイツーヘルスケア株式会社について 
東京・大阪に1,200名を擁する業界大手のCRO（主に治験を受託し実施する業種）として、これまでに
数多くの薬剤の開発に携わっています。 
最も受託している領域はがんで、従来の化学療法から最先端のがん免疫療法まで過去5年に100以上の抗
がん剤試験に関与するなど、患者さんとご家族の方々にいち早く新薬をお届けできるように日々取り組
んでいます。 
また、伊藤忠商事の子会社でもあり、同グループのヘルスケア事業の中核をなす会社でもあります。 
エイツーヘルスケア株式会社：http://www.a2healthcare.com/ 
 
 
 
 
 
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
3H ホールディングス株式会社 広報啓発グループ：野村 
URL：https://3h-holdings.co.jp/ TEL： 03-6868-3790 Mail：pressroom@3h-holdings.co.jp 

https://oncolo.jp/event/oos2021
https://oncolo.jp/event/on_the_web2021
https://oncolo.jp/
http://www.wjog.jp/
http://www.a2healthcare.com/
https://3h-holdings.co.jp/
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