スポンサードセミナー・シンポジウムプログラム
SS1

スポンサードシンポジウム 1

演者 4：井坂

10：30〜12：00

光宏（静岡県立静岡がんセンター呼吸器外
科）

10 月 14 日（第 1 日） 第 12 会場

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

免疫チェックポイント阻害剤治療を加味した細胞障害性抗が
ん剤の役割
座長：弦間

昭彦（日本医科大学）

SS5

山本

信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

演者 1：赤松

弘朗（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

瘍内科）

スポンサードシンポジウム 5

臨床医と統計家によるわかりやすいデーター解説 〜客観的
評価項目と患者報告アウトカム

瘍内科）

座長：田村

演者 2：服部

剛弘（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

演者 3：関

順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

友秀（聖路加国際病院呼吸器センター呼吸
器内科）

中川

和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

科）
総括：山本

11：00〜11：50

10 月 15 日（第 2 日） 第 13 会場

門）

信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

演者 1：井上

彰（東北大学大学院医学系研究科緩和医

瘍内科）

療学分野）

共催：大鵬薬品工業株式会社

演者 2：森田

智視（京都大学大学院医学研究科医学統計
生物情報学）

SS2

スポンサードシンポジウム 2

共催：日本イーライリリー株式会社

11：10〜12：00

10 月 14 日（第 1 日） 第 13 会場
がんでなく，免疫システムを標的にしたがん治療〜長期免疫

LS1

記憶を誘導する iNKT がん治療〜
座長：曽根
演者：谷口

ランチョンセミナー 1

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 1 会場

!

Immuno Therapy for Lung Cancer：Therapies and

三郎（徳島市病院局）
克（理化学研究所総合生命医科学研究セ

Biomarkers
座長：瀬戸

ンター）

貴司（独立行政法人国立病院機構九州がん
センター臨床研究センター臨床腫瘍

共催：株式会社アンビシオン

研究部治験推進室）

SS3

スポンサードシンポジウム 3

演者：Roy S. Herbst（Yale Cancer Center）

15：00〜15：50

共催：MSD 株式会社/大鵬薬品工業株式会社

10 月 14 日（第 1 日） 第 13 会場
肺癌ドライバー遺伝子診断の現状と展望
座長：清水

英治（鳥取大学医学部総合内科医学講座分

LS2

ランチョンセミナー 2

子制御内科学分野）
演者：松本

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 2 会場

慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸器

EGFR T790M 変異検査の実際と治療戦略

内科）
共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

座長：西尾

誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）

演者：今村

文生（大阪国際がんセンター呼吸器内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

SS4

スポンサードシンポジウム 4

9：20〜10：40

10 月 15 日（第 2 日） 第 13 会場

LS3

進行肺がんにおける次世代の治療戦略
座長：中山

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 3 会場

!

治彦（神奈川県立がんセンター呼吸器外

抗 PD 1 抗体による肺癌治療の変革〜ここまでわかってきた

科）
鈴木

ランチョンセミナー 3

メカニズム〜

健司（順天堂大学医学部附属順天堂医院呼

座長：菅原

吸器外科）

演者：各務

演者 1：朝倉

啓介（国立がん研究センター中央病院呼吸

演者 2：中島

崇裕（千葉大学大学院医学研究院呼吸器病

演者 3：青景

圭樹（国立がん研究センター東病院呼吸器

器外科）

俊一（仙台厚生病院呼吸器内科）
博（埼玉医科大学国際医療センター呼吸
器内科）

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/小野薬

態外科学）
外科）
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品工業株式会社

LS4

ランチョンセミナー 4

12：15〜13：05

LS9

ランチョンセミナー 9

10 月 14 日（第 1 日） 第 4 会場
リキッド・バイオプシーによる包括的遺伝子診断
座長：土原

EGFR 変異陽性肺癌の診断と治療：最新版ガイドラインを越

一哉（国立がん研究センター先端医療開発

えて

センターゲノムトランスレーショナ

座長：高橋

和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器

ルリサーチ分野）
演者：加藤

内科学）

菊也（奈良先端科学技術大学院大学疾患ゲ

演者：赤松

弘朗（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

ノム医学）

瘍内科）

共催：株式会社 DNA チップ研究所

LS5

ランチョンセミナー 5

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 9 会場

12：15〜13：05

共催：中外製薬株式会社

LS10 ランチョンセミナー 10

10 月 14 日（第 1 日） 第 5 会場

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 10＆11 会場

がん分子標的薬のためのデジタル PCR システムを用いた

A new standard in Lung cancer treatment： breaKthrough

ctDNA モニタリング

from japan

演者：坂井

座長：光冨

徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外

演者：金

永学（京都大学大学院医学研究科呼吸器内

科部門）

和子（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）

共催：バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

科学）

LS6

ランチョンセミナー 6

共催：中外製薬株式会社

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 6 会場
アスベストと肺がん：その歴史とわが国の救済・補償制度
座長：由佐

LS11 ランチョンセミナー 11

俊和（独立行政法人労働者健康安全機構千

徹底討論！見え始めた肺癌薬物療法の Best Sequence

葉労災病院アスベスト疾患セン
ター）
演者：三浦

座長：関

順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内
科）

溥太郎（横須賀市立うわまち病院呼吸器
科）

演者 1：釼持

広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

演者 2：森瀬

昌宏（名古屋大学大学院医学系研究科呼吸

演者 3：秦

明登（公益財団法人先端医療振興財団先端

科）

共催：独立行政法人 環境再生保全機構

LS7

ランチョンセミナー 7

器内科学）

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 7 会場

医療センター病院総合腫瘍科）

「どの治療か？」ではなく，「どう組み合わせるか？」長期にわ

共催：日本イーライリリー株式会社

たる進行肺がん治療の最適な治療戦略について
座長：中西

洋一（九州大学大学院医学研究院臨床医学
部門内科学講座呼吸器内科学分野）

演者：山本

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 12 会場

LS12 ランチョンセミナー 12

信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫
瘍内科）

12：15〜13：05

10 月 14 日（第 1 日） 第 13 会場
次世代シークエンサーを用いた遺伝子スクリーニングネット

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

!

!

ワーク（LC SCRUM Japan）
の確立と個別化医療の確立を目
指した治療開発

LS8

12：15〜13：05

座長：西尾

和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）

10 月 14 日（第 1 日） 第 8 会場

演者：後藤

功一（国立がんセンター東病院呼吸器内

ランチョンセミナー 8

『ハイリスク症例に対する手術戦略，どこまで攻める？』〜根

科）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

治術のコツとトラブルシューティング〜
座長：中山

治彦（神奈川県立がんセンター）

演者：渡辺

俊一（国立がん研究センター中央病院呼吸
器外科）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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LS13 ランチョンセミナー 13

12：15〜13：05

LS18 ランチョンセミナー 18

10 月 15 日（第 2 日） 第 1 会場

!

PD L1 陽性進行非小細胞肺癌におけるペムブロリズマブの

オプジーボによる長期生存と薬剤性肺障害について

役割

座長：倉田
座長：佐々木

宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内

治一郎（北里大学医学部附属新世紀医療

科）

開発センター臨床腫瘍学/北里

薬剤性肺障害は本当に有害反応か？ ―免疫チェックポイン

大学病院集学的がん診療セン

ト阻害剤による肺障害の意味を考える―

ター）
演者：岡本

12：15〜13：05

10 月 15 日（第 2 日） 第 8 会場

演者 1：加藤

晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内

勇（九州大学病院呼吸器科）

科）

共催：MSD 株式会社/大鵬薬品工業株式会社

長期生存が可能になった非小細胞肺癌の治療戦略 ―最新の
フォローアップデータから考える―

LS14 ランチョンセミナー 14

演者 2：関

12：15〜13：05

順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内
科）

10 月 15 日（第 2 日） 第 4 会場
肺がん治療における呼吸器外科と放射線科の連携〜特に，高

共催：小野薬品工業株式会社/ブリストル・マイヤーズ ス
クイブ株式会社

齢社会への対応として〜
座長：井上

啓爾（長崎みなとメディカルセンター呼吸
器外科）

演者：南

LS19 ランチョンセミナー 19

和徳（長崎みなとメディカルセンター放射
線科）

12：15〜13：05

10 月 15 日（第 2 日） 第 9 会場
EGFR 変異陽性 NSCLC の治療戦略を考える

共催：日本アキュレイ株式会社/九州メディカルサービス株

座長：坪井

正博（国立がん研究センター東病院呼吸器

演者：高橋

利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

式会社

外科）

LS15 ランチョンセミナー 15

科）

12：15〜13：05

共催：アストラゼネカ株式会社

10 月 15 日（第 2 日） 第 5 会場
ドライバー遺伝子変異陽性肺癌における最新治療戦略
座長：光冨

徹哉（近畿大学医学部外科学呼吸器外科部

LS20 ランチョンセミナー 20

門）
演者：西尾

12：15〜13：05

10 月 15 日（第 2 日） ランチョン会場

誠人（がん研究会有明病院呼吸器センター

肺癌に対する術後アジュバント免疫細胞治療

呼吸器内科）
共催：ファイザー株式会社/メルクセローノ株式会社

座長：安元

公正（北九州市立門司病院）

演者：木村

秀樹（済生会習志野病院呼吸器外科）
共催：株式会社 バイオメッドジャパン

LS16 ランチョンセミナー 16

12：15〜13：05

10 月 15 日（第 2 日） 第 6 会場

LS21 ランチョンセミナー 21

高齢者肺癌に対する治療戦略

12：15〜13：05

10 月 15 日（第 2 日） 第 10 会場

座長：前門戸

任（岩手医科大学医学部内科学講座呼吸

演者：井上

彰（東北大学大学院医学系研究科緩和医

器・アレルギー・膠原病内科分野）

がんゲノム医療最前線〜次世代シークエンサーを用いた遺伝
子解析とバスケットトライアル〜
座長：秋田

弘俊（北海道大学大学院医学研究院腫瘍内

演者：池田

貞勝（東京医科歯科大学医学部附属病院腫

科学教室）

療学分野）
共催：大鵬薬品工業株式会社

瘍センター）

LS17 ランチョンセミナー 17

12：15〜13：05

10 月 15 日（第 2 日） 第 7 会場
どうする？区域間同定と切離
座長：井上

匡美（京都府立医科大学大学院医学研究科
外科学講座呼吸器外科学教室）

演者 1：清水

公裕（群馬大学医学部附属病院呼吸器外
科）

演者 2：呉

哲彦（香川大学医学部附属病院呼吸器・乳
腺内分泌外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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共催：中外製薬株式会社

LS22 ランチョンセミナー 22

12：15〜13：05

ES2

イブニングセミナー 2

10 月 15 日（第 2 日） 第 11 会場
特発性肺線維症の治療戦略―抗線維化治療をいつ，誰に導入

ROS1 融合遺伝子診断のためのコツ

するのか？―
座長：礒部

座長：秋田

弘俊（北海道大学大学院医学研究院/北海

演者：松本

慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸器

威（島根大学医学部内科学講座呼吸器・

道大学病院腫瘍内科）

臨床腫瘍学）
演者：西岡

18：30〜19：20

10 月 14 日（第 1 日） 第 4 会場

安彦（徳島大学大学院医歯薬学研究部呼吸

内科）

器・膠原病内科学分野）

共催：株式会社理研ジェネシス

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ES3
LS23 ランチョンセミナー 23

10 月 15 日（第 2 日） 第 12 会場

!

能伸（旭川医科大学病院呼吸器センター）

演者 1：南

大輔（国立病院機構岡山医療センター呼吸

18：30〜19：20

10 月 14 日（第 1 日） 第 7 会場
徹底討論，がん免疫治療，今何が課題か．

肺癌治療における検体採取の極意〜中枢から末梢まで〜
座長：大崎

イブニングセミナー 3

12：15〜13：05

座長：高橋

和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器

演者 1：倉田

宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内

演者 2：玉田

耕治（山口大学医学系研究科免疫学講座）

内科学）

新型 EBUS TBNA 針がもたらす検体採取の新たな可能性

科）

器内科）

共催：アストラゼネカ株式会社

The future of bronchoscopy for the diagnosis of peripheral
lung cancer
演者 2：姫路

大輔（宮崎県立宮崎病院呼吸器内科）

ES4

イブニングセミナー 4

共催：オリンパス株式会社

18：30〜19：20

10 月 14 日（第 1 日） 第 8 会場
War on Lung Cancer

LS24 ランチョンセミナー 24

座長：Nick Thatcher（Christie Hospital NHS Trust）

12：15〜13：05

光冨

10 月 15 日（第 2 日） 第 13 会場

徹哉（Kindai University Faculty of
Medicine）

『胸腔鏡時代の肺がん縮小手術』〜ピットフォール回避の工夫

演者 1：Tony SK Mok（The Chinese University of Hong

と新技術の活用〜
座長：吉野

Kong）

一郎（千葉大学大学院医学研究院呼吸器病

演者 2：Maurice Perol（Centre Leon Bernard）

態外科学）
演者 1：坂尾

共催：日本イーライリリー株式会社

幸則（愛知県がんセンター中央病院呼吸器
外科）

演者 2：佐藤

雅昭（東京大学心臓外科・呼吸器外科）

ES5

イブニングセミナー 5

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

!

18：30〜19：20

10 月 14 日（第 1 日） 第 9 会場

!

NSCLC の治療戦略 Benefits from anti VEGF therapy

ES1

イブニングセミナー 1

18：30〜19：20

座長：今村

府立病院機構大阪国際がんセンター

10 月 14 日（第 1 日） 第 3 会場

呼吸器内科・腫瘍内科）

ALK 融合遺伝子陽性肺癌：QOL の高い長期生存を目指した
演者：山本

治療戦略
座長：西尾

誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）

演者：林

秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

!

文生（特定機能病院地方独立行政法人大阪

昇（国立がん研究センター中央病院先端
医療科）
共催：中外製薬株式会社

門）
共催：ノバルティス ファーマ株式会社
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ES6

イブニングセミナー 6

17：20〜18：50

10 月 14 日（第 1 日） 第 10＆11 会場
What is the indication for Salvage Surgery for NSCLC?
-Surgical techniques and pitfalls of salvage lung resection座長：David Harold Harpole（Division of
Cardiovascular and
Thoracic Surgery, Duke
University School of
Medicine）
Hiroshi Date（Department of Thoracic Surgery,
Kyoto University）
演者 1：Hans Hoffman（Department of Thoracic Surgery,
University of Heidelberg）
演者 2：Hisao Asamura（Division of Thoracic Surgery,
Keio University School of
Medicine）
演者 3：Robert J. Downey（Thoracic Service,
Department of Surgery,
Memorial Hospital, Memorial
Sloan-Kettering Cancer
Center）
演者 4：Young Tae Kim（Department of Thoracic and
Cardiovascular Surgery, Seoul
National University Hospital）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

MS1 モーニングセミナー 1

7：50〜8：30

10 月 15 日（第 2 日） 第 7 会場
肺がんの診療ガイドラインと支持療法
座長：野上

尚之（独立行政法人国立病院機構四国がん
センター呼吸器内科）

演者：堀之内

秀仁（国立がん研究センター中央病院呼
吸器内科）
共催：協和発酵キリン株式会社

MS2 モーニングセミナー 2

7：50〜8：30

10 月 15 日（第 2 日） 第 8 会場
臨床医が知っておきたい ALK 肺癌診断の光と影
座長：光冨

徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外

演者：高橋

利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科部門）
科）
共催：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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