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ディ：ディスカッサント　　 ：同時通訳有
P.000 はプログラムの頁数

8：45～9：00 
 ▶P.88

8：30～9：10 ▶P.76
特別講演 1

座長：渡辺俊一
演者： 

Valerie W. Rusch

9：10～9：50 ▶P.76
特別講演 2

座長：山田哲司
演者：酒井敏行

12：15～13：05 ▶P.76
ランチョンセミナー 13
座長：佐々木治一郎
演者：岡本　勇　　

共催： MSD（株）/ 
大鵬薬品工業（株）

16：30
～

16：40 

閉
会
式

8：30～9：10 ▶P.77
一般演題（口演）53

画像診断 1
（O53-1～O53-5）

座長：加藤勝也

9：10～9：50 ▶P.77
一般演題（口演）54

画像診断 2
（O54-1～O54-5）

座長：原　眞咲

9：50～10：30 ▶P.78
一般演題（口演）55
検診・画像診断 3

（O55-1～O55-5）
座長：芦澤和人

12：15～13：05 ▶P.78
ランチョンセミナー 14

座長：井上啓爾
演者：南　和徳

共催：日本アキュレイ（株）/
九州メディカルサービス（株）

8：30～9：10 ▶P.78
一般演題（口演）56
症例報告（縦隔腫瘍）

（O56-1～O56-5）
座長：中山光男

9：10～9：50 ▶P.78
一般演題（口演）57
症例報告（肉腫）

（O57-1～O57-5）
座長：堀之内宏久

9：50～10：30 ▶P.79
一般演題（口演）58
症例報告（珍しい腫瘍）

（O58-1～O58-5）
座長：櫻井裕幸

10：30～11：10 ▶P.79
一般演題（口演）59
転移性肺腫瘍 1

（O59-1～O59-5）
座長：森　　毅

11：10～11：50 ▶P.79
一般演題（口演）60
転移性肺腫瘍 2

（O60-1～O60-5）
座長：塩野知志

12：15～13：05 ▶P.79
ランチョンセミナー 15

座長：光冨徹哉
演者：西尾誠人

共催：ファイザー（株）/ 
メルクセローノ（株）

8：30～9：10 ▶P.80
一般演題（口演）61
外科（その他）1

（O61-1～O61-5）
座長：大出泰久

9：10～9：50 ▶P.80
一般演題（口演）62
外科（その他）2

（O62-1～O62-5）
座長：茂木　晃

9：50～10：30 ▶P.80
一般演題（口演）63
高齢者肺癌手術 1

（O63-1～O63-5）
座長：佐藤雅美

10：30～11：10 ▶P.80
一般演題（口演）64
高齢者肺癌手術 2

（O64-1～O64-5）
座長：門倉光隆

11：10～11：50 ▶P.81
一般演題（口演）65
高齢者肺癌（その他）

（O65-1～O65-5）
座長：村川知弘

12：15～13：05 ▶P.81
ランチョンセミナー 16

座長：前門戸任
演者：井上　彰

共催：大鵬薬品工業（株）

7：50～8：30 ▶P.81
モーニングセミナー 1
座長：野上尚之　
演者：堀之内秀仁
共催： 
協和発酵キリン（株）

12：15～13：05 ▶P.81
ランチョンセミナー 17
座長：井上匡美
演者：清水公裕・呉　哲彦
共催： 
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

7：50～8：30 ▶P.82
モーニングセミナー 2
座長：光冨徹哉
演者：高橋利明

共催： 
ロシュ・ダイアグノスティックス（株）

8：30～9：10 ▶P.82
一般演題（ビデオ）11

再手術 1
（V11-1～V11-4）

座長：白石武史

9：10～9：50 ▶P.82
一般演題（ビデオ）12

再手術 2
（V12-1～V12-4）

座長：川村雅文

9：50～10：30 ▶P.82
一般演題（口演）66
サルベージ手術，

術前評価
（O66-1～O66-5）

座長：菱田智之

12：15～13：05 ▶P.83
ランチョンセミナー 18
座長：倉田宝保
演者：加藤晃史・関　順彦
共催：小野薬品工業（株）/ 
ブリストル・マイヤーズ　スクイブ（株）

12：15～13：05 ▶P.84
ランチョンセミナー 19

座長：坪井正博
演者：高橋利明

共催：アストラゼネカ（株）

12：15～13：05 ▶P.85
ランチョンセミナー 21

座長：秋田弘俊
演者：池田貞勝

共催：中外製薬（株）

12：15～13：05 ▶P.85
ランチョンセミナー 22

座長：礒部　威
演者：西岡安彦

共催： 
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）

8：30～8：55 
 ▶P.85
教育講演 9
（EL9）
司会： 
伊藤以知郎

8：55～9：20 
 ▶P.85
教育講演 10
（EL10）
司会： 
 伊藤以知郎

9：20～9：45 
 ▶P.86
教育講演 11
（EL11）
司会： 
 関戸好孝

9：45～10：10 
 ▶P.86
教育講演 12
（EL12）
司会： 
 長谷川好規

10：10～10：35 
 ▶P.86
教育講演 13
（EL13）
司会： 
 前門戸任

10：35～11：00 
 ▶P.86
教育講演 14
（EL14）
司会： 
 村山貞之

11：00～11：25 
 ▶P.86
教育講演 15
（EL15）
司会： 
 澤　祥幸

11：25～11：50 
 ▶P.86
教育講演 16
（EL16）
司会： 
 千原幸司

12：15～13：05 ▶P.86
ランチョンセミナー 23

座長：大崎能伸
演者：南　大輔
　　　姫路大輔

共催：オリンパス（株）
11：00～11：50 ▶P.87

スポンサード 
シンポジウム 5

座長：田村友秀・中川和彦
演者：井上　彰・森田智視
共催：日本イーライリリー（株）

12：15～13：05 ▶P.87
ランチョンセミナー 24
座長：吉野一郎
演者：坂尾幸則・佐藤雅昭
共催： 
コヴィディエンジャパン（株）
12：15～13：05 ▶P.88
ランチョンセミナー 20

座長：安元公正
演者：木村秀樹

共催： 
（株）バイオメッドジャパン

9：00～9：50 ▶P.88
7　信頼できるがん情

報の探し方
演者：若尾文彦

10：00～10：50 ▶P.88
8　自分の人生の終わり方
を考える～在宅医療チーム
に臨床宗教師を迎えて～

演者：沼口　諭

12：15～13：05 ▶P.88
ランチョンセミナー 2
9　免疫療法の現在と

将来
演者：中西洋一

13：30～14：20 ▶P.88
10　がんサバイバー

シップ：夫々の立場でで
きること，やるべきこと

（海外のサバイバーと意
見交換してみよう）
演者：川上祥子

Patient Advocate Program 
「患者の声を聴き考えるアドボカシー」

※逐次通訳あり

8：30～11：00
ポスター閲覧

11：00～12：00 ▶P.88
ポスター発表

12：00～16：00
ポスター閲覧

16：00～17：00
ポスター撤去

オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

12：15～13：05 ▶P.88
ランチョンセミナー 2
9　免疫療法の現在と

将来
演者：中西洋一

14：40～16：40 ▶P.88
Patient Advocate Program 

「患者の声を聴き考えるアドボカシー」
11　Patient Voice　患者の声を聞こう 

（がん患者連絡会総会）

Patient Advocate Program 「患者の声を聴き考えるアドボカシー」

8：30～10：30 ▶P.77
シンポジウム 4

Treatment strategy for stage IIIA-N2 non-
small cell lung cancer

（S4-1～S4-6）
座長：池田徳彦・中山優子

8：30～10：00 ▶P.81
ワークショップ 11

肺癌治療とリハビリテーション
（WS11-1～WS11-4）
座長：矢ヶ崎香・栗原美穂

10：00～12：00 ▶P.81
シンポジウム 5　学術委員会企画

これから求められる肺癌治療のための画像診断
（S5-1～S5-5）

座長：大西　洋・坂井修二

8：30～10：00 ▶P.83
ワークショップ 13

胸腺上皮性腫瘍の治療
（WS13-1～WS13-4）
座長：横井香平・立山　尚

10：30～12：00 ▶P.84
禁煙ワークショップ

（NSW-1～NSW-4）
司会：清水英治・祖父江友孝

10：30～12：00 ▶P.83
ワークショップ 14

小細胞肺癌（HGNEC）に対する治療法
の進歩

（WS14-1～WS14-4）
座長：清家正博・佐々木治一郎

10：30～12：00 ▶P.82
ワークショップ 12

肺癌治療の費用対効果
（WS12-1～WS12-3）
座長：國頭英夫・吉村健一

13：20～15：20 ▶P.83
シンポジウム 6　学術委員会企画

肺癌死亡率の地域差を考える
（S6-1～S6-5）

座長：山本信之・坪井正博

13：20～14：50 ▶P.84
ワークショップ 15

術後補助療法を考え直す
（WS15-1～WS15-7）
座長：近藤晴彦・釼持広知

13：20～13：50 
 ▶P.76
篠井・河合賞
受賞記念 

講演
座長：光冨徹哉

14：00～16：00 ▶P.85
市民公開講座

喫煙・受動喫煙と肺癌
司会：森田純二・清水英治

13：20～14：50 ▶P.86
ワークショップ 16

分子標的治療の最大効果を目指して
（WS16-1～WS16-6）
座長：高橋和久・笠原寿郎

15：00～16：30 ▶P.87
ワークショップ 17

分子標的薬の現状と展望
（WS17-1～WS17-7）
座長：副島研造・後藤功一

9：50～11：20 ▶P.76
ワークショップ 10

分子標的薬への耐性機構の解明
（WS10-1～WS10-5）
座長：山田哲司・豊岡伸一

14：30～16：30 ▶P.76
シンポジウム 3

Issues of the 8th edition of the TNM clas-
sification for lung cancer

（S3-1～S3-5）
座長：野口雅之・渡辺俊一

8：30～10：30 ▶P.84
第 32 回肺がん検診セミナー

座長：西井研治　　　演者：佐川元保　
座長：祖父江友孝　　演者：鈴木隆一郎
座長：中山富雄　　　演者：三友英紀　
座長：原田眞雄　　　演者：小林　健　

9：20～10：40 ▶P.87
スポンサードシンポジウム 4
座長：中山治彦・鈴木健司
演者：朝倉啓介・中島崇裕 
　　　青景圭樹・井坂光宏

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）


