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【トップニュース】 
IBTAは、世界のコロナウイルス（COVID-19）情報をウェブページで更新 
IBTAは、世界の脳腫瘍コミュニティ向け、COVID-19に関する情報のリストを、専用のウェブ

ページで定期的に更新している。そこには、IBTAが積極的につながり、月刊のe-NewsやBrai

n Tumour 誌の読者がいる111カ国ほぼ全てに向けた、各国毎の情報が掲載されている。ウェ

ブリンクは、以下のさまざまな種類に分類される。（1）特集リンク、（2） グローバルリン

ク、（3）脳腫瘍患者や介護者の慈善団体ならびに非営利団体が提供する情報へのリンク、

（4）神経腫瘍学会からの情報へのリンク、（5）COVID-19に関する情報を掲載する電子ジャ

ーナルへの無料アクセス、（6）汎欧州組織からの情報、（7）その他の組織からの情報、（8）

Covid-19とがんの情報、（9）製薬業界、および（10）各国向けの情報。頻繁に更新されるIB

TAによるCOVID-19の情報ページはこちらからアクセスできる。 
 

このページに掲載されていない重要で国際的な情報リソースをご存知の方は、kathy@theibt

a.orgまで。 

 

ABTAウェビナーが閲覧可能－「COVID-19と脳腫瘍コミュニティ」 
5月13日、米国脳腫瘍協会（ABTA）はウェビナー「COVID-19と脳腫瘍コミュニティ」を開催

し、COVID-19（コロナウイルスSARS-CoV-2 ）パンデミックの最新情報、高リスク集団への影

響、および脳腫瘍コミュニティが予防するためにできる行動を提示した。本ウェビナーはAmbr

een Maan氏が司会を務め、Jesse Couk医師（シェパード・センター感染症科長）とErin Du

nbar医師（ピードモント脳腫瘍センター（米国ジョージア州アトランタ市）神経腫瘍科長）が

発表した。本ウェビナーの全内容はYouTubeで閲覧可能。 

 

【治療関連ニュース】 
オプチューンは中国で、初発膠芽腫および再発膠芽腫の治療機器として承認 
中国国家薬品監督管理局（NMPA）は、テモゾロミドとの併用で初発膠芽腫の治療機器として、

および再発膠芽腫の単独治療機器として、交流電場腫瘍治療システム機器であるオプチューン

の市販承認申請（MAA）を承認したと、ノボキュア社とザイ・ラボ社が発表した。ノボキュア

社のプレスリリースによると、本発表は中国で過去15年以上で初めて膠芽腫に対する治療機器

が承認されたことを示すものである。 詳しくはこちらを参照（ノボキュア社プレスリリー

ス）。 

 

膠芽腫手術後の定期的画像診断と化学放射線療法の短期間の遅延は生存期間を減少

させないことが、2件の研究で明らかに 
手術後の定期的なサーベイランス画像診断は膠芽腫患者の転帰を改善しない可能性が高いとい

う研究結果がWorld Neurosurgery誌に発表された。研究者らはミズーリヘルスケア大学（米国

ミズーリ州コロンビア市）で治療を受けた膠芽腫患者74人のプールド・データを解析し、定期

的なサーベイランスを受けた患者47人と定期的画像診断を受けずに再発症状を感じたときに受

診した患者27人を比較した。その結果、再発後生存期間中央値（6.4カ月対7.7カ月）、全生存

期間（14.8カ月対15.7カ月）、または再発後の神経機能において、両群間に有意差は認められ
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なかった。詳しくはこちらを参照。 
Cancer誌に発表された別の研究では、2004～2013年に（米国国立がんデータベース（NCDB）

を介して）膠芽腫に対する外科手術と化学放射線療法歴のある患者30,414人の転帰が調査され

た。患者を手術後の化学放射線療法開始までの週数に照らして比較したところ、5週間を超える

短期間の遅れは転帰に悪影響を及ぼさないが、3週間前の早期開始は有害な可能性があることが

わかった。詳しくはこちらを参照。 

 

COVID-19と燃え尽き症候群– 特別SNOウェビナー 
米国神経腫瘍学会（SNO）は、COVID-19パンデミック時に燃え尽き症候群とストレス緩和に

対処する神経腫瘍専門医向けに、無料ウェビナーを準備している。本ウェビナーではAlvina A

cquaye氏（SNO健康委員会）が司会を務め、燃え尽き症候群の専門医として国際的に知られて

いるDan Shapiro博士が登場する予定である。Shapiro博士はこの困難な時期に、燃え尽き症

候群とストレスを評価し、緩和するための実践的な方策を共有する予定である。本ウェビナー

は2020年6月3日（水）午後1時（米国東部標準時）に開催予定である。登録するには、ここを

クリック。 

 

【研究ニュース】 
免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブ（オプジーボ）は再発膠芽腫においてベバシ

ズマブ（アバスチン）と比較して、生存期間の優位性を示さないことが第3相試験で

明らかに 
再発膠芽腫患者を対象とした免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブ（オプジーボ）の第3相試

験の結果から、ベバシズマブ（アバスチン）療法と比較しても、生存期間の優位性は認められ

なかったことが、JAMA Oncology誌に発表された論文で示された。両群で患者369人を対象とし

た臨床試験（CheckMate 143試験）の全生存期間は同様であった（ニボルマブ投与群で9.8カ

月、ベバシズマブ投与群で10カ月）。しかし、MGMTメチル化腫瘍（化学療法からの利益がよ

り多く得られる可能性を予測することが知られるマーカー）を有する患者などの、一部の患者

集団ではニボルマブからの利益がより多く得られる可能性が高かった。詳しくはこちらを参

照。神経膠腫10,294症例の遺伝的特徴と分子特性を解析したNature誌発表の別の研究で、ニボ

ルマブやペムブロリズマブなどのPD-1阻害薬が高度に変異した（超変異）神経膠腫に対してよ

り有効であるという見解に反した科学的根拠が示された。 

 

抗精神病薬が膠芽腫の放射線治療効果を高める可能性が動物実験で示唆 
統合失調症の治療薬であるトリフルオペラジンにより、膠芽腫腫瘍は放射線治療に対して感受

性がより高くなる可能性があることが、PNAS誌に発表された動物を用いた研究で明らかになっ

た。膠芽腫腫瘍を有するマウスを用いた実験で、脳内のドーパミン受容体を阻害するトリフル

オペラジンは、神経膠腫細胞の神経膠芽腫幹細胞への「表現型変換」（腫瘍が放射線治療抵抗

性になる過程の1つ）を抑制する可能性が高かった。放射線治療＋トリフルオペラジンの併用療

法により、マウスの100％ で生存期間が200日以上に延長された。一方、放射線治療のみを受け

た対照群では、生存期間が67.7日であった。詳しくはこちらを参照。 

 

膠芽腫腫瘍の放射線治療抵抗性の鍵となるマイクロRNAの一種を、研究が指摘 
EBiomedicine誌に発表された研究から、マイクロRNA（miRNA、細胞内の遺伝子の作用機序を

制御する特殊な分子の一種）が、膠芽腫細胞が放射線治療抵抗性を発現する機序に関与してい

ることがわかった。細胞や動物を用いた一連の実験で、miRNA濃度は放射線治療後にほとんど

変化しないが、miR-603という特定のmiRNAは例外で、放射線治療抵抗性腫瘍細胞から放出

されている可能性が高いことがわかった。こうした細胞内のmiR-603濃度を上昇させると、こ

の放射線治療抵抗性が逆転する可能性が高いことがわかった。放射線治療を改善するための将

来の治療法候補として、膠芽腫腫瘍細胞へのmiR-603の大量導入が含まれる可能性があること

が示唆される。詳しくはこちらを参照。 
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脳腫瘍診断人工知能（AI）システムの開発に向けた多国籍の取り組みが始動 
画像診断結果から脳腫瘍を正確に検出・診断できる人工知能（AI）システムの開発を目的とす

る研究プロジェクトが着手され、米国のインテルラボ社とペンシルベニア大学ペレルマン医学

大学院（ペンシルバニア大学ヘルスシステム）が主導している。本プロジェクトは、医療機関

が実際に患者のデータを共有せずに十分に協力できるように、「連合学習」（分散サーバー間

でAIアルゴリズムを訓練する技術）に基づく。この手法により、米国、カナダ、英国、ドイ

ツ、オランダ、スイス、およびインドの医療機関29機関は、いずれの1機関だけでは不可能な 

極めて大量のデータ・セットを作成できるようになる。詳しくはこちらを参照。 

 

併用免疫療法が髄芽腫腫瘍に対して有効な可能性が、非臨床試験で明らかに 
Nature Neuroscience誌に掲載された研究論文から、髄芽腫腫瘍が細胞傷害性T細胞（免疫細胞

の一種）のがん細胞殺傷効果を増強する免疫療法に対して脆弱になる技術の科学的根拠が示さ

れている。この非臨床試験で、遺伝子変異によりp53腫瘍抑制因子を失った髄芽腫腫瘍は、こう

した免疫療法に抵抗性を示すことがわかった。動物実験で、腫瘍壊死因子（TNF、免疫系が産

生する細胞間シグナル伝達タンパク質）の低用量投与により、こうした抵抗性を克服できるこ

とがわかった。これから、TNF＋免疫療法の併用療法が有効な髄芽腫の治療法である可能性が

示唆される。報道によると、第1相臨床試験が計画されている。詳しくはこちらを参照。 

 

脳転移手術における5-アミノレブリン酸誘導蛍光を検討する研究 
Journal of Neurosurgery誌に発表された論文で、脳転移における5-アミノレブリン酸（5-AL

A、脳腫瘍の外科的切除を補助するために設計された蛍光物質）の使用が検討されている。研究

から、脳転移患者154人における検体157点の内、転移104点（66％）で蛍光が確認されるが、

53点では蛍光が確認されないことがわかった。本論文で、蛍光特性、すなわち、状態（可視か

否か）、質（強度）、および均一性と原発腫瘍の種類の間に相関関係があることが指摘されて

おり、こうした差異を探査して説明するためには、さらなる研究が必要であることが示唆され

ている。 詳しくはこちらを参照。 

 

抗狭心症薬ペルヘキシリンが膠芽腫を攻撃する可能性が非臨床試験で示唆 
抗狭心症薬ペルヘキシリンが膠芽腫の治療薬として有用な可能性が、Molecular Cellular T

herapeutics誌に発表された非臨床試験で示された。さまざまな非臨床試験から、この米国FD

A承認薬がFYNシグナル伝達経路を阻害することで、膠芽腫細胞株に対して抗腫瘍活性を示すこ

とがわかった。詳しくはこちらを参照（論文全文を読むには定期購読／支払が必要）。 

 

ASCO2020の厳選アブストラクト 
本年の2020年度米国臨床腫瘍学会（ASCO）年次総会は2020年5月29日～6月2日に米国イリノ

イ州シカゴ市で開催される予定であったが、5月29日～31日にオンラインで「ASCO20バーチャ

ル」として開催された。5月のASCO20バーチャル会議では、その学術コンテンツが特集されて

いる。教育プログラムはオンラインで2020年8月8日～10日に配信予定である。ASCO20バーチ

ャル科学プログラムでは、24種の疾患や専門毎に250件以上の口頭アブストラクト発表と2,500

件以上のポスター発表が予定されている。 

Practice Updateには、Roger Stupp医師（こちらを参照）とPatrick Wen医師（こちら

を参照）が推奨するアブストラクトが掲載されている。 

脳腫瘍コミュニティにとって特に関心のある他のアブストラクトには、以下の臨床試験の結果

が含まれる。 

● #2511：初発膠芽腫患者を対象としたアテゾリズマブ（アテゾ；aPDL1）＋テモゾロミド

＋放射線治療の併用療法 
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● # 2513：インターロイキン-4受容体（IL4R）を発現する再発膠芽腫におけるMDNA55の対

応合成対照群との比較 

● #2537：再発膠芽腫患者に対するベバシズマブ＋交流電場腫瘍治療の併用療法 

● #2564：再発膠芽腫におけるデキサメタゾンへの曝露を制限した調節済IL-12の腫瘍内投

与 

 

ASCO20バーチャル科学プログラムの詳細と検索可能なプログラム全体へのアクセスは、こちら

の公式サイトで可能。ASCOでは（IBTAバーチャルブースなどの）バーチャル展示も実施され

る。ASCO20バーチャルのセッションに参加し、バーチャル展示を見学するためには、登録と各

人のログインが必要。 

 

【企業ニュース】 
初発膠芽腫の治療薬に対する希少疾病用医薬品指定をDiverse Biotech社が発表 
Diverse Biotech社（カンナビジオール（CBD）を利用する新規治療薬を専門とするバイオ医

薬品企業）は、米国食品医薬品局（FDA）が初発膠芽腫の治療薬として、併用化学放射線療法

後の標準治療との併用で、こうした治験薬の1つに対して、希少疾病用医薬品指定申請を承認し

たと発表した。詳しくはこちらを参照（企業プレスリリース）。 

 

Xoft Axxent電子的小線源治療（eBx）システムの有望な結果がASCOで発表され

ることを、iCAD社が発表 
iCAD社（革新的ながん検出・治療解決策を開発する医療技術企業）は、「Xoft Axxent電子的

小線源治療」（eBx）システムを後押しする有望な新規臨床データを発表した。本システムは小

型X線源で、多形性膠芽腫の治療機器として、高線量率で低エネルギーの放射線を放出する。本

データは、ASCO20バーチャル科学プログラム（2020年5月29～31日に開催）で発表予定であ

る。 詳しくはこちらを参照（企業プレスリリース）。アブストラクトはこちらで閲覧可能。 

 

複数の国でSTELLAR試験の登録中 
STELLAR試験は、放射線治療＋テモゾロミド補助化学療法後に進行／再発した退形成星細胞腫

患者において、ロムスチン単剤療法と比較してエフロルニチン＋ロムスチンの併用療法の有効

性と安全性を評価する第3相試験である。  

STELLAR試験は現在、米国、カナダ、イタリア、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、お

よび英国の複数の医療施設で患者を募集・登録中である。詳細は、www.stellarstudy.comを参

照。 

 

がんワクチン候補VBI-1901に関する現行の臨床試験の拡大データをAACRバーチ

ャル年次総会IIで公表と、VBIワクチン社が発表 
VBIワクチン社は、再発膠芽腫患者における、がんワクチン候補VBI-1901に関する現行の第1

／2a相試験由来の免疫・腫瘍反応の拡大データを、2020年米国がん学会（AACR）バーチャル

年次総会II（2020年6月22日～24日に開催）で公表すると発表した。詳しくはこちらを参照

（企業プレスリリース）。アブストラクトはこちらで閲覧可能。 

 

【コミュニティニュース】 
ウェスト・バージニア州が5月17日をDIPG啓発デーと定めた米国での最新の州に 
ウェスト・バージニア州（以下同州）知事Jim Justice氏は、同州が5月17日を「びまん性橋

膠腫（DIPG）啓発デー」と定め、脳腫瘍による小児期の死因の第1位であるこの腫瘍に関する

知識を広く伝えると発表した。同州は、以前にこの日を称えることを宣言した米国 32州に加わ

った最新の州である。DIPG啓発デーの詳細についてははこちらを参照。 

膠芽腫における環状 RNA（circRNA）の役割を研究しているオーストラリアの研

https://meetinglibrary.asco.org/record/185973/abstract
https://meetinglibrary.asco.org/record/185973/abstract
https://meetinglibrary.asco.org/record/190130/abstract
https://meetinglibrary.asco.org/record/190112/abstract
https://meetinglibrary.asco.org/record/190112/abstract
https://meetings.asco.org/am/virtual-program
https://meetings.asco.org/am/virtual-program
https://www.prnewswire.com/news-releases/diverse-biotech-announces-orphan-drug-designation-for-treatment-of-newly-diagnosed-glioblastoma-301052032.html?tc=eml_cleartime
https://www.itnonline.com/content/icad-presents-positive-new-clinical-data-xoft-brain-iort
https://meetinglibrary.asco.org/record/191611/abstract
http://www.stellarstudy.com/
https://www.vbivaccines.com/wire/aacr-2020/
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9045/presentation/7021
https://defeatdipg.org/dipgacrossthemap/
https://wvva.com/2020/05/18/governor-justice-declares-may-17-diffuse-intrinsic-pontine-glioma-dipg-awareness-day/


究所に5年間の助成金を授与 
5年間で210万豪ドル（約1億6,035万円）のオーストラリア政府国立健康医学研究評議会（NHM

RC）による研究者リーダーシップ助成金が新たに、米国のパートナーと共同で、特に膠芽腫を

中心とした、稀少で現時点で不治のがんの治療法候補を見つけることを目的とする、フリンダ

ース大学フリンダース保健医療研究所（南オーストラリア州）での研究を支援するために授与

された。ニュースリリースで、研究リーダーであるSimon Conn准教授は、今回の助成金によ

り、新規遺伝物質の一群である環状 RNA（circRNA）の理解を広められると解説した。詳しく

はこちらを参照。 

 

【学会ニュース】 
現在のCOVID-19の危機のため、世界中の多くの大会や会議が中止または延期されている。私

たちはこうしたニュースに対応するよう最善を尽くしているが、予定されている会議の状況に

関しては、必ず会議主催者に確認のこと。 

 

EANO 2020 の対面会議は、一連のeEANOウェビナーに変更 
欧州神経腫瘍学会（EANO）は、第15回欧州神経腫瘍学会総会（英国グラスゴー市で開催予定）

を一連のウェビナーであるeEANOに変更し、当初の予定日通り、9月10～13日まで開催すると

発表した。eEANOはその後も、継続医療教育（CME）の認定単位となる、会員のみを対象とし

た一連のウェビナーとして継続される予定である。グラスゴー市でのEANO総会は2024年に延

期され、EANO2021総会はオランダのロッテルダム市で開催予定である。 

詳しくはこちらを参照。 

 

SNOSSA2020の対面会議をバーチャル会議に変更 

サブサハラ・アフリカ神経腫瘍学会（SNOSSA、アフリカにおける神経腫瘍学的ケアの卓越性を

促進）はCOVID-19パンデミックにより、2020年開催の対面の年次大会を中止した。実行委員

会はその代わりに、2020年8月22～23日午後1～5時にウェビナーに招待する。これらのウェビ

ナーで、COVID-19パンデミックを受けて、神経腫瘍専門医の第一人者らがアフリカの神経腫

瘍学的ケアをめぐる問題を議論する予定である。詳細はこちらのSNOSSAのウェブサイトに随時

掲載予定である。 

 

 

2020年の患者向けの会議およびイベント 
米国脳腫瘍学会（ABTA）地域患者・家族会議 –オンライン開催 

2020年6月20日 

米国フロリダ州タンパ市 現在バーチャルで開催 

米国脳腫瘍学会（ABTA）2020年全国総会  –オンライン開催 

2020年9月11～12日 

米国イリノイ州ローズモント村 バーチャルで開催 

国際脳腫瘍啓発週間 

2020年10月24～31日 

全世界の患者擁護団体が脳腫瘍の啓発促進活動を実施する 

 

 

2020年の学術会議 
5月 

2020年米国臨床腫瘍学会（ASCO）年次総会は対面会議からバーチャル科学プログラムに変更-

（2020年8月に、バーチャル教育プログラムも予定されている） 

2020年5月29～31日（バーチャル科学プログラム） 

ASCOバーチャル教育プログラムは2020 年8月に開催（以下を参照） 
 

https://news.flinders.edu.au/blog/2020/05/21/new-push-targets-deadly-brain-cancer/?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
https://www.eano.eu/eano2020/
http://www.snossa.org/
https://give.abta.org/event/2020-tampa-regional-patient-and-family-meeting/e267596
https://www.abta.org/national-conference/
https://theibta.org/awareness-raising/
http://am.asco.org/


6月 

第22回脳腫瘍疫学コンソーシアム年次総会（BTEC 2020）：「脳腫瘍バイオマーカー：研究、診

療、およびレジストリ向け」 

2020年6月10～12日 - 2021年6月22～24日に延期 

フランス共和国リヨン市 

  

脳腫瘍会議2020総会は2020年10月に延期 

2020年6月22～24日 2020年10月14～16日 

ポーランド共和国ワルシャワ市 

 

8月 

第 2回ハーバード大学医学大学院アジア太平洋神経腫瘍学継続医療教育（CME）会議 

2020年8月3～7日 

米国ハワイ州ラハイナ市 

  

2020年度米国臨床腫瘍学会(ASCO)年次総会教育プログラム 

2020年8月8～10日 

バーチャルで開催 

  

脳腫瘍 - コールド・スプリング・ハーバー講座 – 中止 -詳細はウェブサイトを参照。2021年

に開催予定。 

2020年8月4～10日 

米国ニューヨーク州コールド・スプリング・ハーバー 

  

第 2回SNO年次大会：脳転移 

2020年8月13～15日 

カナダトロント市 
 

サブサハラ・アフリカ神経腫瘍学会（SNOSSA）バーチャル総会2020 

2020年8月22～23日 

バーチャルで開催 

 

9月 

第 15回欧州神経腫瘍学会（EANO）総会- 現在は一連のウェビナーに変更、次回の対面のEANO

総会は2021年にロッテルダム市で、2024年にグラスゴー市で開催予定 

2020年9月10～13日 

一連のウェビナー 

  

第10回脳転移・新規承認薬会議年次総会 

2020年9月23～25 日 

フランス共和国パリ市 

 

10月 

英国王立マースデン病院神経腫瘍学会議：低悪性度神経膠腫-全体像 

2020年10月15日 

英国ロンドン市 

  

第 13回神経腫瘍学共同臨床試験グループ（COGNO）年次学術総会 現在、2021年10月に変更 

2020年10月18～20日 2021年10月24～26日 

オーストラリア連邦メルボルン市 

 

https://sites.usc.edu/braintumorcause/events/btec2020/
https://sites.usc.edu/braintumorcause/events/btec2020/
http://braintumorswarsaw.pl/
https://soc-neuro-onc.org/SNO/Events/Event_Display_Communities.aspx?EventKey=HARV2020
http://am.asco.org/
https://meetings.cshl.edu/courses.aspx?course=C-BRAIN&year=20
https://www.soc-neuro-onc.org/SNO/Events/Event_Display.aspx?EventKey=METS2020
http://www.snossa.org/
https://www.eano.eu/eano2020/
https://mailchi.mp/eano/eano-2018-we-are-pleased-to-receive-your-abstracts-and-registrations-2639901?e=ddfb730bdf
http://brain-mets.com/
https://www.royalmarsden.nhs.uk/royal-marsden-neuro-oncology-conference-low-grade-gliomas-bigger-picture
https://www.cogno.org.au/content.aspx?page=cognoasm-home


11月 

第 25回米国神経腫瘍学会年次総会（SNO2020） 

2020年11月18～22日 

米国テキサス州オースチン市 

 

12月 

第 19回国際小児脳腫瘍シンポジウム（ISPNO2020） 

（紹介動画はこちらから） 

2020年12月13～16 日 

日本国長野県軽井沢町 

2021年 – 日程を保存 

第 13回神経腫瘍学共同臨床試験グループ（COGNO）年次学術総会 

2021年10月24～26日 

オーストラリア連邦メルボルン市 
 

2020年または2021年に開催予定の脳腫瘍患者やその擁護団体によるイベントまたは学術会議や

企画しているまたはご存知の方は、kathy@theibta.org まで イベントページに掲載可能。 

 

IBTAウェブサイトの会議ページで、今後の学術会議やイベントの最新情報を確認のこと。 

 

＝＝翻訳者：渡邊 岳／JAMT（ジャムティ）翻訳チーム＝＝ 

 

IBTA（国際脳腫瘍ネットワーク）について 

私たちについて 国際脳腫瘍ネットワーク（The International Brain Tumour Alliance：IBTA）は2005年に設

立されました。各国の脳腫瘍患者や介護者を代表する支援、提唱、情報グループのネットワークであり、脳腫瘍

の分野で活躍する研究者、科学者、臨床医、医療関係者も参加しています。詳細は www.theibta.org をご覧く

ださい。 

ご意見をお聞かせください。IBTAコミュニティで共有したいニュースがあれば、ぜひお聞かせください。宛先：

chair@theibta.org月刊ニュースレターやホームページを通じて、ご購読者の皆様にできるだけ多くの情報を中

継していく予定です。メールニュース記事の選択は、編集者の裁量で行われます。Copyright © 2020 The Inter

national Brain Tumour Alliance, All rights reserved. 無断複写・転載を禁じる。  

（免責事項）国際脳腫瘍ネットワーク（IBTA）は、e-News（あるいはIBTA向け、またはIBTAに代わって作成され

ニュース内でリンクを提供しているすべての資料、報告書、文書、データ等）に掲載される情報が正確であるよ

う尽力しています。しかし、IBTAはe-News内の情報の不正確さや不備について一切の責任を負いません。また、

その情報やリンク先のWebサイト情報など、第三者の情報の不正確さに起因する損失や損害についても一切の責

任を負いません。このe-Newsに掲載される情報は教育のみを目的としたものであり、医療の代替となるものでは

なく、IBTAウェブサイト上の情報は、医療上のアドバイスや専門的サービスを提供することを意図したものでは

ありません。医療や診察については、主治医にご相談ください。臨床試験のニュースを掲載することは、IBTAの

特定の推奨を意味するものではありません。IBTA e-Newsからリンクされている他のウェブサイトは、IBTAは管

理していません。したがって、その内容については一切責任を負いません。IBTAは読者の便宜のためにニュース

内でリンクを提供しているものであり、リンク先のウェブサイトの情報、品質、安全性、妥当性を検証すること

はできません。IBTAのプロジェクトに企業が協賛することは、IBTAが特定の治療法、治療レジメン、行動の推奨

を意味するものではありません。（スポンサーの詳細については、スポンサーシップ・ポリシーをご覧くださ

い）。e-Newsに掲載されている資料の見解や意見は、必ずしも国際脳腫瘍ネットワークのものではない場合があ

ります。 

 

https://www.eventscribe.com/2020/sno/
http://ispno2020.umin.jp/
http://bit.ly/2p2aiCM
https://www.cogno.org.au/content.aspx?page=cognoasm-home
https://theibta.us8.list-manage.com/track/click?u=9487f42621af3144e7c7ddc6e&id=0c08087c12&e=acba922eeb
https://theibta.us8.list-manage.com/track/click?u=9487f42621af3144e7c7ddc6e&id=5b811b0c8d&e=acba922eeb

