
 

 

 

 

 

 

 

 

がん先進医療 NAVIGATOR 

広告趣意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人先進医療フォーラム事務局 

担当：庭野 

〒102－0094東京都千代田区紀尾井町 4－1 

新紀尾井町ビル 7階 

TEL:03-5433-4667/FAX:03-3239-2202 

Mail：postmaster@am-forum.net 

 

  



■『先進医療NAVIGATOR』2013年／190頁／販売部数 1400部 

先進医療の第一線に立つ諸先生方のご執筆による、先進医療の全てを網羅し

た 1冊。iPS細胞を用いた再生医療、先進医療治療の実際（がん・人工臓器・

移植）、診療科別の先進医療、治療装置の実例紹介、最新製品レビュー、先

進医療の技術の概要と実施している医療機関一覧を掲載しています。 

■『先進医療NAVIGATORⅡ』2015年／190頁／販売部数 1100部 

進歩が著しく注目されている「がん領域」「再生医療」の最新情報や今後の

展望などを第一線で研究されている先生方によって簡潔にまとめた 1冊。

現在進行中の網膜再生医療研究開発プロジェクトや  

京都大学 iPS細胞研究所のインタビュー記事も掲載。 

 

 

各位 

 

広告掲載募集のご案内 

 

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

特定非営利活動法人先進医療フォーラムでは、先進医療の普及活動の一環として、医

療現場関係者、医薬品・医療機器関係者、医療保険関係者など幅広い層を読者対象とす

る先進医療に係る書籍「がん先進医療 NAVIGATOR」の発刊に向けて準備を進めてお

ります。 

つきましては、本書籍の趣旨をご理解頂き、広告掲載のご案内を申し上げますので、

是非ともご協力賜りたく、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

 

【実績】医療に携わるすべての方を対象に先進医療に関する書籍を 2冊発刊しております。 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

〒113-0033  東京都文京区本郷三丁目１８番１１号 TYビル５B 

                株式会社日本医学出版  担当  渡部新太郎  

                 TEL(03) 5800‐2350 FAX(03) 5800‐2351 

s-watabe@jmps.co.jp 

ホームページURL http://www.jmps.co.jp 

 

  



 

募集要項 

   

① 広告媒体名 がん先進医療NAVIGATOR 

   

② 編集者 先進医療フォーラム 

   

③ 読者対象 先進医療に関心を持つ医療関係者 

（医師をはじめとする現場関係者のみならず、医薬

品・医療機器関係者、医療保険関係者などの幅広い

層を対象） 

   

④ 発行部数・版型 2,000部 

  A4変形判、2色、90頁前後（予定） 

   

⑤ 発刊予定日 平成 27年 3月予定 

   

⑥ 予定価格 3,000円+税 

   

⑦ 広告掲載料 スペース サイズ 単価（税別） 

  表紙カバー袖周り 4色 240㎜×90㎜ ¥80,000 

  目次下      1色 60㎜×176㎜ ¥50,000 

  目次裏・後付   1色 250㎜×175㎜ ¥50,000 

  後付       1色 176㎜×126㎜ ¥30,000 

  綴り込み広告裏表 1～4色 印刷したものを入稿 ¥80,000 

      

⑧ 期限（申込・提出） お問い合わせください。    

定数に達した場合は、先着順で締切らせていただきますので、ご了承ください。 

 

 

  



 

がん先進医療 NAVIGATOR 

広告掲載申込書 

NPO法人先進医療フォーラム行 FAX：03-3239-2202 

申 込 日 20  年  月  日 御担当者
フ リ ガ ナ

  

貴 社 名  

担 当 部署 名  

ご 連 絡 先 

〒 

 

TEL： FAX： 

E-Mail： 

商 品 名  

申 込 内 容 

下記、右端の欄にお申込み数をご記入ください 

スペース及びカラー 単価（税別） 申込数 

表紙カバー袖周り 4色 ¥80,000 口 

目次下      1色 ¥50,000 口 

目次裏・後付   1色 ¥50,000 口 

後付       1色 ¥30,000 口 

綴り込み広告裏表 1～4色 ¥80,000 口 

 



がん先進医療 NAVIGATOR 

―がん治療研究の最前線― 

 

目次 

巻頭文  高久史麿 日本医学会会長 

監修の言葉 がんの先進医療(仮) 堀田知光 国立がん研究センター理事長・総長 

 

1、薬物療法 

1) 腹膜播種を伴う進行性胃がんに対するパクリタキセル腹腔

内・静脈内併用投与並びにＳ－１内服併用療法 

北山丈二 東京大学大学院医学系研究科 

腫瘍外科学 准教授  

2) 進行卵巣、卵管、原発性腹膜がんに対する、パクリタキセル

静脈内投与及びカルボプラチン腹腔内投与の併用療法 

藤原恵一 埼玉医科大学国際医療センター 

婦人科腫瘍科 教授  

3) パクリタキセル静脈内投与、カルボプラチン静脈内投与及び

ベバシズマブ静脈内投与の併用療法並びにベバシズマブ静

脈内投与による維持療法 再発卵巣癌 卵管がん又は原発

性腹膜がん 

藤原恵一 埼玉医科大学国際医療センター 

婦人科腫瘍科 教授 

4) パクリタキセル腹腔内反復投与療法 胃切除後の進行性胃

がん 

小寺泰弘 名古屋大学大学院医学系研究科 

消化器外科学 教授  

5) 術後のホルモン療法及びＳ－１内服投与の併用療法 石黒 洋 

 

戸井雅和 

京都大学医学部附属病院 

京大病院がんセンター 

京都大学大学院医学系研究科 

乳腺外科学 教授 

6) ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の

併用療法 

山本信之 和歌山県立医科大学 

内科学第三 教授 

7) 術前のホルモン療法及びゾレドロン酸投与の併用療法 鈴木栄治 

 

戸井雅和 

京都大学大学院医学系研究科 

乳腺外科学 

京都大学大学院医学系研究科 

乳腺外科学 教授 

8) インターフェロン α皮下投与及びジドブジン経口投与の併

用療法 成人 T細胞白血病リンパ腫 

塚崎邦弘 国立がん研究センター 

東病院血液腫瘍科 科長 

9) 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 早期胃がん  竹内裕也 

 

神谷 諭 

北川雄光 

慶応義塾大学医学部 

一般・消化器外科 准教授 

同 助教 

同 教授  

10) S-1内服投与、オキサリプラチン静脈内投与及びパクリタキ

セル腹腔内投与の併用療法  腹膜播種を伴う初発の胃がん 

北山丈二 東京大学大学院医学系研究科 

腫瘍外科 准教授  



11) 放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテ

モゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法並びにテモ

ゾロミド内服投与の維持療法 

西川 亮 埼玉医科大学国際医療センター 

脳神経外科 教授 

12) 術前の TS-1内服投与、パクリタキセル静脈内及び腹腔内投

与並びに術後のパクリタキセル静脈内及び腹腔内投与の併

用療法 根治切除が可能な漿膜浸潤を伴う胃がん 

今野元博 近畿大学医学部 外科 

（上部消化管外科）准教授 

 

２、細胞療法・免疫療法 

1) 十二種類の腫瘍抗原ペプチドによるテーラーメイドのがん

ワクチン療法 ホルモン不応性再燃前立腺がん 

野口正典 久留米大学先端癌治療研究セン

ター 臨床研究部門 教授 

2) ＮＫＴ細胞を用いた免疫療法 肺癌 本橋新一郎 千葉大学医学系研究院 免疫細

胞医学（呼吸器外科）教授  

3) ゾレドロン酸誘導 γδＴ細胞を用いた免疫療法 

非小細胞肺がん  

中島 淳 東京大学大学院医学系研究科外

科学専攻臓器病態外科学 

呼吸器外科 教授 

 

３、医療機器 

1) 経皮的乳がんラジオ波焼灼療法 早期乳がん 木下貴之 国立がん研究センター 

中央病院 乳腺外科 科長  

2) ラジオ波焼灼システムを用いた腹腔鏡下肝切除  若林 剛 

新田浩幸 

岩手医科大学 外科 教授 

岩手医科大学 外科 

 

◎ご企画：藤原康弘 国立がん研究センター 執行役員 企画戦略局長 

 


