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リビング医療セミナー
がん治療
3月9日土　

300人限定・事前申込み制

開催日時／ 3月9日（土）
　　　　　 10:00 ～ 12:00〈受付 9:30 ～〉

☎096（359）3311
申込みは電話・WEBで熊本リビング新聞社へ

会場／くまもと県民交流館パレア10階
　　　パレアホール 〈中央区手取本町 8-9〉

体にやさしいがん治療。どのステージでも“意味のある”治療法です
　昨年、京都大特別教授本庶先生のノーベル生理学・物理学
賞受賞で話題になった「がん免疫療法」。偉業と感じつつも、
ニュースの解説を聞いてもチンプンカンプン…という人も
多かったのではないでしょうか。
　健康な人でも体の中では毎日2000～3000の「がんのも
と」が生まれていると言われています。免疫の力が弱くなっ
てしまうと「がんのもと」を退治することができず、分裂・増
殖を繰り返し、結果的にがんを発症してしまいます。「がん
免疫療法」は、免疫の力を高めることによって、「がん細胞を
なくす・増殖させない」ことを目指す治療法です。

　現在、がん治療は手術・化学療法（抗がん剤）・放射線治療が3
つの柱となっています。今回のセミナーでは、第4の選択肢と
して世界的に注目を集める「がん免疫療法」について、県内外
で活躍する3人の専門家が、わかりやすく噛み砕いて説明して
くれます。3大標準治療と併用することで、合併症の予防や副
作用の軽減にも役立つこと、体への負担が軽い点など、メ
リットもたくさん。そのメカニズムや実際の治療の流れ、厚労
省の認可を受けた最新の6種複合免疫療法に関してなど、
知っておきたい情報がたくさん。ご自身や家族ががんで苦し
んでいる。将来のためにも情報収集しておきたい…そんな方
は、ぜひご参加ください。

＊公共交通機関を利用してください

月～金　9:30 ～ 18:30、土　～ 12:00、日祝休

※応募者多数の場合は抽選。当選者にのみ後日案内状を送付
します　※個人情報は案内状送付とセミナー運営のみに使用
します　※スケジュールの一部が変更になる場合があります

代表者の①〒住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番
号 ⑤参加人数 ⑥本人もしくは家族にがん
になった人が A いる /B いない ⑦質問があ
る場合は内容を伝えてください

WEB
申込みは
こちら

免疫細胞

がん細胞

がん治療の新たな主流 “免疫療法”
共催／熊本リビング新聞社・同仁がん免疫研究所

　日本では年間の死亡者数が37万人を超え、男女ともに2人に1人が罹患する
ほど身近な病となっている“がん”。第4の治療法として注目される「免疫療法」に
ついて、第一線で活躍する専門家が、最新事情を紹介してくださいます

～いま注目の再生医療～
講演①

講師／西川 伸一先生
京都大学名誉教授、

オールアバウトサイエンスジャパン代表理事

〈約30分〉

免疫療法の何がすごいのか !?
～ 2018 年 ノーベル賞受賞の裏側～

講演②

講師／赤木 純児先生
玉名地域保健医療センター院長

〈約30分〉

免疫の力でがんを治す　
～免疫の アクセルとブレーキの秘密～

講演③

講師／澤登 雅一先生
三番町ごきげんクリニック院長

東海大学医学部血液腫瘍内科客員講師

〈約30分〉

世界が注目する熊本の技術
～ 6 種複合免疫療法～

＊講演後は、休憩をはさんでパネルディスカッション
　形式の「質疑応答時間〈約 30 分〉」を予定

免疫細胞が活性化しているときは
がん細胞の増殖を抑制できます

■免疫療法は、どんながんに有効ですか？　再発や転移がんでも効果
　が期待できますか？
■がん治療といえば、副作用がきつい印象があります。
　免疫療法もそうなのですか？　…

参加
無料

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


