
 
 

2021年 12月 28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 
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター 

 
がん医療のエキスパートによる最新のがん医療情報を提供 

2022年、年間 50回に及ぶがん医療情報オンラインライブ配信セミナーを共同開催 
 

3Hクリニカルトライアル株式会社（代表取締役：滝澤 宏隆、東京都豊島区、がん情報サイト「オン
コロ」運営会社）、認定特定非営利活動法人 西日本がん研究機構（理事長：中川 和彦、大阪市浪速区）、
エイツーヘルスケア株式会社（代表取締役：香取 忠、東京都文京区）、（公財）神戸医療産業都市推進機
構 医療イノベーション推進センター（センター長：川本 篤彦、神戸市中央区、「がん情報サイト」運営
団体）は、4団体（他、近畿がん診療推進ネットワーク後援）が連携し、2022年より、がんに関する 4
つのシリーズのオンラインライブ配信セミナーを 50回にわたり開催致します。 
 
連携する団体は、これまでもがんに関する正しい情報配信を目的に様々なセミナーを実施してきまし

た。コロナ禍以降は会場開催を実施せず、すべてのセミナーをオンラインにてライブ配信しています。
これにより、これまで会場に参加できなかった方、入院やコロナ禍により外出を制限されてきた方など、
多くの方々に視聴頂きました。 

 
未だコロナ禍の先行きが不透明な中ではありますので、2022 年におきましても、全国どこからでも

視聴可能なオンラインライブ配信セミナーとして最新のがん医療情報をお届け致します。是非ともご視
聴いただきますよう、お願い申し上げます。 

 
●大阪がん医療セミナー 夜間学校（原則、毎月第 2金曜日午後 7時～） 
肺がん、胃がん、乳がんなど主要ながん種を取り上げ、各疾患の第一線で活躍しているがんの専門家を
講師に迎え、講義と質疑応答で進める 60分のセミナー。 
●大阪がん医療セミナー on the WEB（原則、毎月第 3金曜日午後 7時～） 
がん領域において注目されるテーマ（臨床試験、AYA世代のがん、がんと就労など）をそれぞれの領域
で活躍する講師を迎えトーク形式で進める 30分のセミナー。 
●ONCOLO Meets Cancer Experts（原則、毎月第 4金曜日午後 7時～） 
様々ながん種（肉腫、血液がん、泌尿器科腫瘍など）をテーマに、各疾患のキーオピニオンリーダーを
講師に迎え、講義と質疑応答で進める 60分のセミナー。 
●笠井信輔のこんなの聞いてもいいですか（原則、第 4月曜日午後 8時～） 
リンパ腫の体験者でフリーアナウンサーの笠井信輔さんを司会に、がん体験者、医療従事者のゲストを
迎え、患者視点に立ったトークをお届けする 30分番組。 
  



■配信サイト： 
YouTube Oncolo Channel：https://www.youtube.com/c/OncoloChannel 

■各シリーズ特設サイト URL： 
●大阪がん医療セミナー夜間学校：https://oncolo.jp/event/oos2022 
●大阪がん医療セミナー on the WEB：https://oncolo.jp/event/on_the_web2022 
●ONCOLO Meets Cancer Experts：https://oncolo.jp/event/omce2022 
●笠井信輔のこんなの聞いてもいいですか：https://oncolo.jp/seminar_video/mrkasai2022 

■実施形態： 
YouTubeライブ配信（後日、オンコロサイトにてアーカイブ配信） 

■連携団体について： 
・3H クリニカルトライアル株式会社『がん情報サイト「オンコロ」』について 
がん情報サイト「オンコロ」は、3H クリニカルトライアル株式会社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。 
3Hクリニカルトライアル株式会社：https://3h-ct.co.jp/ 
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。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。今年度も大阪オンコロジーセミナー夜
間学校をはじめ、WJOGで活躍する若手医師が企画および講演を担当します。新しい戦力が着実に育っています。
http://www.wjog.jp/ 
・エイツーヘルスケア株式会社について 
エイツーヘルスケアは、東京・大阪に約1,200名を擁する業界大手のCRO（主に治験を製薬企業より受託し実施

する業種）として、これまでに数多くの薬剤の開発に携わる会社です。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以上のオンコロジー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/ 
・医療イノベーション推進センター （TRI）「がん情報サイト」について 
TRI は、アカデミアにおける初めてのデータセンター・解析センターとして、文部科学省と神戸市に
よって 2003年に設立された施設です。難治性疾患の治療成績の向上と予後の改善を目指し、新たなシ
ーズの開発の支援や臨床研究の支援を行うとともに、医療情報の配信を行っています。がん情報サイ
トは米国国立がん研究所(NCI)が配信している世界最大で最新の包括的ながん情報データベース PDQ®
（Physician Data Query)の日本語版をはじめとする、がんに関する最新情報を配信するサイトです。
(公財)神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター：https://www.tri-kobe.org/ 
がん情報サイト：https://cancerinfo.tri-kobe.org/ 
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■大阪がん医療セミナー夜間学校プログラム（原則、毎月第 2金曜日午後 7時～） 
月 日 曜日 テーマ 講師（敬称略） 所属 

1 14 金 子宮頸がん 宮城 悦子 
横浜市立大学附属病院 

産婦人科教授室 

2 10 木 胆道がん 松本 俊彦 
神戸市立中央市民病院 

腫瘍内科 

3 11 金 大腸がん 日野 佳織 
四国がんセンター 

消化器内科 

4 8 金 食道がん 平田 賢郎 
慶應義塾大学病院 

消化器内科 

5 13 金 皮膚がん 山﨑 直也 
国立がん研究センター 

皮膚腫瘍科 

6 10 金 卵巣がん 松本 光史 
兵庫県立がんセンター 

腫瘍内科 

7 8 金 膀胱がん 三浦 裕司 
虎の門病院 
臨床腫瘍科 

8 5 金 肝細胞がん 多田 俊史 
姫路赤十字病院 

肝臓内科 

9 9 金 前立腺がん 近藤 千紘 
国立がん研究センター 東病院 

腫瘍内科 

10 14 金 乳がん 西村 明子 
神戸大学医学部附属病院 

腫瘍・血液内科 

11 11 金 肺がん 上村 剛大 
名古屋市立大学病院 

呼吸器・アレルギー内科 

12 9 金 臨床試験 伊藤 健太郎 
松阪市民病院 呼吸器センター 

呼吸器内科 

 
  



■大阪がん医療セミナー on the WEB プログラム（原則、毎月第 3金曜日午後 7時～） 
月 日 曜日 テーマ 講師（敬称略） 所属 

1 21 金 代替療法 佐々木 治一郎 
北里大学病院 

集学的がん診療センター 

2 18 金 がんと就労 池田 慧 
神奈川県立循環器呼吸器病センター 

呼吸器内科 

3 18 金 
がんとお金 
（社会保障） 

清水 公一 
社会保険労務士事務所  

Cancer Work-Life Balance 

4 15 金 irAE 中村 理恵子 
大阪市立総合医療センター 

看護部 

5 20 金 PPI 勝井 恵子 
国立研究開発法人 日本医療研究開

発機構 
研究公正・社会共創課 

6 17 金 臨床試験 山本 信之 
和歌山県立医科大学附属病院 

呼吸器内科・腫瘍内科 

7 15 金 PRO 山口 拓洋 
東北大学大学院医学系研究科 
医学部 医学統計学分野 

8 19 金 AYA世代のがん 尾上 琢磨 
兵庫県立がんセンター 

腫瘍内科 

9 16 金 アピアランスケア 分田 貴子 
東京大学医学部附属病院 

乳腺内分泌外科 

10 21 金 栄養 高山 浩一 
京都府立医科大学附属病院 

呼吸器内科 

11 18 金 がん検診 中山 富雄 
国立がん研究センター 

がん対策研究所 検診研究部 

12 16 金 
プレシジョン 
メディシン 

右田 王介 
筑波大学附属病院 

つくば予防医学研究センター 

 
  



■ONCOLO Meets Cancer Expertsプログラム（原則、毎月第 4金曜日午後 7時～） 

月 日 曜日 テーマ 講師（敬称略） 所属 

1 28 金 大腸がん 浜本 康夫 
慶應義塾大学病院 
腫瘍センター 

2 25 金 白血病 照井 康仁 
埼玉医科大学病院 

血液内科 

3 25 金 悪性リンパ腫 伊豆津 宏二 
国立がん研究センター中央病院 

血液腫瘍科 

4 22 金 婦人科がん 勝俣 範之 
日本医科大学武蔵小杉病院 

腫瘍内科 

5 27 金 膵臓がん 奥坂 拓志 
国立がん研究センター 中央病院 

肝胆膵内科 

6 24 金 肉腫 川井 章 
国立がん研究センター 中央病院 

骨軟部腫瘍科 

7 22 金 
膀胱がん 

（他尿路上皮がん） 
菊地 栄次 

聖マリアンナ医科大学 
腎・泌尿器外科 

8 26 金 肝細胞がん 上嶋 一臣 
近畿大学医学部 
消化器内科 

9 22 木 前立腺がん 赤倉 功一郎 
JCHO東京新宿メディカルセンター 

泌尿器科 

10 28 金 乳がん 高野 利実 
がん研有明病院 

乳腺センター 乳腺内科 

11 25 金 肺がん 林 秀敏 
近畿大学病院 
腫瘍内科 

12 23 金 胃がん 松本 俊彦 
神戸市立中央市民病院 

腫瘍内科 

 
  



■笠井信輔のこんなの聞いてもいいですかプログラム（原則、毎月第 4月曜日午後 8時～） 
 
各セミナーは予告なく、変更する場合がございます。最新の情報、講師、テーマについては、随

時、がん情報サイト「オンコロ」ホームページ（https://oncolo.jp/）、SNS等にて公開いたします。 
 

【本件に関する共通お問い合わせ先】 
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 
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