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スポンサードセミナー・シンポジウム

スポンサードシンポジウム 1 10：40～12：10
11 月 26 日（第 1日） 第 1会場

複雑化・多角化する肺癌治療において，最適な治療を患者に
届けるための臨床研究とは？
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学内科学第三講

座）
中村 健一（国立がん研究センター中央病院国際

開発部門／臨床研究支援部門）
複雑化・多角化する肺癌治療において，最適な治療を患者へ
届けるためには？
Opening remarks：山本 信之（和歌山県立医科大学内科学第三講

座）
患者が真に求めるアウトカムとは？
演者 1：坂下千瑞子（東京医科歯科大学医学部血液内科

学）
真に患者に価値のあるデータ創出のためには？
演者 2：林 秀敏（近畿大学医学部腫瘍内科）

今後取り組むべき臨床研究デザインとは？～RWD研究を一
例に～
演者 3：土原 一哉（国立がん研究センター先端医療開発

センタートランスレーショナルイン
フォマティクス分野）

共催：中外製薬株式会社

スポンサードシンポジウム 2 17：00～18：30
11 月 26 日（第 1日） 第 6会場

ドライバー遺伝子変異タイプによる肺癌個別化治療につい
て～基礎と統計的視点から～
座長：田村 友秀（聖路加国際病院呼吸器センター）

中川 和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部
門）

演者 1：河野 隆志（国立がん研究センター研究所ゲノム
生物学研究分野）

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）
共催：日本イーライリリー株式会社

スポンサードシンポジウム 3 17：20～18：50
11 月 27 日（第 2日） 第 1会場

長期生存を目指すオプジーボ＋ヤーボイ±化学療法
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器センター

兼呼吸器内科）
岡田 守人（広島大学原爆放射線医科学研究所腫

瘍外科）
非小細胞肺癌①
演者 1：上月 稔幸（独立行政法人国立病院機構四国がん

センター臨床研究センター）
非小細胞肺癌②
演者 2：東 公一（久留米大学医学部内科学講座呼吸

器・神経・膠原病内科）
非小細胞肺癌③
演者 3：林 秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

門）
悪性胸膜中皮腫
演者 4：栗林 康造（兵庫医科大学呼吸器・血液内科学）
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

スポンサードシンポジウム 4 17：00～17：50
11 月 27 日（第 2日） 第 3会場

ICI＋化学療法時代における腸内細菌叢と抗生剤～FNマネジ
メント最適化～
座長：吉村 清（昭和大学臨床薬理研究所臨床免疫腫

瘍学部門／昭和大学医学部内科学講
座腫瘍内科学部門）

野上 尚之（愛媛大学大学院医学系研究科地域胸
部疾患治療学講座）

がん免疫療法＋化学療法を上手に使いこなすために～腸内細
菌叢も忘れずに！～
演者 1：野上 尚之（愛媛大学大学院医学系研究科地域胸

部疾患治療学講座）
腸内細菌叢がもたらす免疫チェックポイント阻害薬への影響
演者 2：吉村 清（昭和大学臨床薬理研究所臨床免疫腫

瘍学部門／昭和大学医学部内科学講
座腫瘍内科学部門）

共催：協和キリン株式会社
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ランチョンセミナー 1 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 1会場

さらなる長期生存が目指せるオプジーボ+ヤーボイ±化学療
法の併用療法
座長：関 順彦（帝京大学医学部附属病院腫瘍内科）
演者：山本 信之（和歌山県立医科大学内科学第三講

座）
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

ランチョンセミナー 2 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 2会場

非小細胞肺癌における複合免疫療法～免疫と血管新生の
Dual blockade という選択肢～
座長：前門戸 任（岩手医科大学医学部内科学講座呼吸

器内科分野）
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：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 3 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 3会場

分子標的薬時代 次の一手のために～連携で変わる再生検～
座長：里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）
演者 1：三木 生也（兵庫県立がんセンター消化器内科）
演者 2：畑地 治（松阪市民病院呼吸器センター）

共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 4 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 4会場

胸腺癌に対するがん薬物療法の過去，現在，未来～レンバチニ
ブの安全性と有効性～
座長：奥村明之進（独立行政法人国立病院機構大阪刀根

山医療センター）
演者：大熊 裕介（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科）
共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー 5 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 5会場

PF-ILD の診断と治療
座長：岸 一馬（東邦大学医学部内科学講座呼吸器内

科学分野）
演者：西岡 安彦（徳島大学大学院医歯薬学研究部呼吸

器・膠原病内科学分野）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

ランチョンセミナー 6 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 6会場

進行肺癌に対する胸腔鏡下肺切除術
座長：坂尾 幸則（帝京大学外科学講座呼吸器外科）
演者：文 敏景（公益財団法人がん研究会有明病院呼

吸器センター外科）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー 7 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 7会場

肺癌におけるプレシジョン・メディスン
座長：後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器

内科）
肺癌分子標的治療の進化と深化
演者：松本 慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸器

内科）
共催：株式会社理研ジェネシス/武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 8 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 8会場

非小細胞肺癌治療 up to date～免疫チェックポイント阻害剤
を中心に～
座長：髙橋 和久（順天堂大学医学部附属順天堂医院／

順天堂大学大学院医学研究科呼吸器
内科学）

演者：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内
科）

共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー 9 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 9会場

石綿救済法と肺癌・中皮腫
座長：三浦溥太郎（横須賀市立うわまち病院呼吸器内

科）
石綿救済法と石綿がん（肺癌・中皮腫）
演者：廣島 健三（千葉大学大学院医学研究院）

共催：独立行政法人環境再生保全機構

ランチョンセミナー 10 12：40～13：30
11 月 26 日（第 1日） 第 10 会場

Have you met a MET patient? プレシジョンな世界へよう
こそ！
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外

科部門）
演者 1：加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内

科）
演者 2：畑中 豊（北海道大学病院病理部／病理診断

科）
共催：Invitae Japan 株式会社
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ランチョンセミナー 11 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 1会場

RET融合遺伝子陽性肺がんに対する新規治療薬
“レットヴィモ”～基礎と臨床の視点から～

座長：後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器
内科）

演者 1：河野 隆志（国立がん研究センター研究所ゲノム
生物学研究分野）

演者 2：松本 慎吾（国立がん研究センター東病院呼吸器
内科）
共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 12 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 2会場

座長：菅原 俊一（仙台厚生病院呼吸器内科兼呼吸器セ
ンター）

進展型小細胞肺癌に対するがん薬物療法の現在地
演者 1：大熊 裕介（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科）
ICI+化学療法が全盛の今こそ…再考しよう，小細胞肺癌の有
害事象マネージメント
演者 2：池田 慧（神奈川県立循環器呼吸器病センター

呼吸器内科）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 13 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 3会場

ALK陽性非小細胞肺癌の薬物治療
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

瘍内科）
みんなで考えよう～ブリグチニブの肺障害～
演者 1：加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内

科）
ALK 陽性NSCLC治療はどう変わる？～新たなコンパニオ
ン診断薬を迎えて～
演者 2：里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 14 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 4会場

肺癌の薬物治療戦略と新たなターゲット
座長：野上 尚之（愛媛大学大学院医学系研究科地域胸

部疾患治療学講座）
演者：釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科）
共催：ノバルティスファーマ株式会社

ランチョンセミナー 15 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 5会場

変わりゆく周術期治療と術後補助化学療法の最適な適応
座長：坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器

外科）
非小細胞肺癌に対する術前治療の最新の話題
演者 1：津谷 康大（広島大学原爆放射線医科学研究所腫

瘍外科）
“内科医師が考える”今後の術後補助化学療法の展望
演者 2：宿谷 威仁（順天堂大学医学部呼吸器内科学講

座）
共催：大鵬薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 16 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 6会場

こんな症例あなたならどうする？肺がん困難症例への対応
～再手術・サルベージ手術における“癒着との闘い”を制する
ためのコツ～
座長：伊達 洋至（京都大学大学院医学研究科呼吸器外

科学）
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

ランチョンセミナー 17 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 7会場

長期フォローアップ解析結果がもたらすものとは？～臨床で
の期待とクリニカルクエスチョン～
座長：前門戸 任（岩手医科大学内科学講座呼吸器内科

分野）
進展型小細胞肺癌について
演者 1：井上 博之（福岡大学医学部呼吸器内科）

切除不能 III 期非小細胞肺癌について
演者 2：善家 義貴（国立がん研究センター東病院呼吸器

内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

ランチョンセミナー 18 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 8会場

ALK肺がん逐次療法の最前線
座長：中川 和彦（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

門）
臨床試験結果からみる逐次療法
演者 1：高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科）
耐性機序とバイオマーカーから考える逐次療法
演者 2：林 秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

門）
共催：ファイザー株式会社
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ランチョンセミナー 19 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 9会場

METex14 skipping 変異陽性NSCLCの診断と治療Up To
Date
座長：岡本 勇（九州大学病院呼吸器科）

MEet The MET !
～METex14 skipping 変異の検出と治療～
演者：三浦 理（新潟県立がんセンター新潟病院内科）

共催：メルクバイオファーマ株式会社

ランチョンセミナー 20 12：10～13：00
11 月 27 日（第 2日） 第 10 会場

神経内分泌腫瘍におけるペプチド受容体放射性核種療法
（PRRT）

座長：伊豫田 明（東邦大学医学部外科学講座呼吸器外
科学分野）

演者：絹谷 清剛（金沢大学医薬保健研究域医学系核医
学）

共催：富士フイルム富山化学株式会社

ランチョンセミナー 21 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 1会場

ICI を用いた非小細胞肺癌治療戦略～エビデンスとリアル
ワールドデータから考える
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外

科部門）
演者：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

瘍内科）
共催：MSD株式会社

ランチョンセミナー 22 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 2会場

がんゲノム医療
座長：池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科）

希少ドライバー遺伝子変異の診断とオンコマインDx Target
Test マルチCDx システム成功率向上への取り組み
演者：中村 敦（仙台厚生病院呼吸器内科）

共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック

ランチョンセミナー 23 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 3会場

どうする！？ドライバー遺伝子変異陽性/陰性NSCLCの治
療シークエンス
座長：中川 和彦（近畿大学医学部内科学教室腫瘍内科

部門）
演者：野上 尚之（愛媛大学大学院医学系研究科地域胸

部疾患治療学講座）
共催：日本イーライリリー株式会社

ランチョンセミナー 24 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 4会場

最新の肺癌治療戦略 いま気管支鏡でできる事 2021
座長：出雲 雄大（日本赤十字社医療センター呼吸器内

科）
演者 1：松元 祐司（国立がん研究センター中央病院内視

鏡科・呼吸器内科）
演者 2：石井 聡（国立国際医療研究センター病院呼吸

器内科）
共催：オリンパス株式会社

ランチョンセミナー 25 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 5会場

肺癌におけるリキッドバイオプシーの活用/Utilization of
liquid biopsy for lung cancer
座長：荒金 尚子（佐賀大学医学部附属病院呼吸器内

科）
演者：後藤 悌（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科）
共催：ガーダントヘルスジャパン株式会社

ランチョンセミナー 26 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 6会場

抗腫瘍免疫の理解から IO-IO 時代の進行期肺癌薬物療法を考
える
座長：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内

科）
演者：各務 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/小野薬品

工業株式会社

ランチョンセミナー 27 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 7会場

EGFR 遺伝子変異陽性NSCLC治療は単剤か？併用か？
座長：大江裕一郎（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科）
演者：高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科）
共催：アストラゼネカ株式会社
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ランチョンセミナー 28 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 8会場

ALK/ROS1 肺がんの脳転移マネジメントを考える
座長：岡本 勇（九州大学病院呼吸器科）

ALK 肺がんの脳転移マネジメントを考える
演者 1：秦 明登（神戸低侵襲がん医療センター呼吸器

腫瘍内科）
ROS1 肺がんの脳転移マネジメントを考える
演者 2：西野 和美（大阪国際がんセンター呼吸器内科）

共催：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー 29 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 9会場

肺癌遺伝子検査の未来―肺癌コンパクトパネルの開発経緯と
実用性について―
座長：横瀬 智之（神奈川県立がんセンター病理診断

科）
肺がんコンパクトパネルの設計思想
演者 1：加藤 菊也（奈良先端科学技術大学院大学先端科

学技術研究科）
細胞診パネル検査の有用性と精度実績～組織NGS一致率・
稀少遺伝子検出頻度・コンパニオン診断への展望～
演者 2：森川 慶（聖マリアンナ医科大学呼吸器内科）

共催：株式会社DNAチップ研究所

ランチョンセミナー 30 12：10～13：00
11 月 28 日（第 3日） 第 10 会場

進歩するがんゲノム医療と希少遺伝子変異陽性の肺癌治療
座長：西尾 和人（近畿大学医学部ゲノム生物学教室）
演者：山本 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

イブニングセミナー 1 18：00～18：50
11 月 26 日（第 1日） 第 1会場

患者さんが求める早期肺癌治療を共に考える～根治手術を受
けた患者さんの術前・術後の心理調査結果をもとに～
総合座長：岡田 守人（広島大学腫瘍外科）
肺がん患者のHope 体験とその支援
演者：板東 孝枝（徳島大学大学院医歯薬学研究部看護

学系臨床腫瘍医療学分野）
根治手術を受けた肺がん患者さんの心理調査結果の説明と考
察
演者：里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

患者さんが求める早期肺癌治療を共に考える
演者：里内美弥子（兵庫県立がんセンター呼吸器内科）

田丸 弥生（肺がん患者会ワンステップしゃちほ
こ）

板東 孝枝（徳島大学大学院医歯薬学研究部看護
学系臨床腫瘍医療学分野）

共催：アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー 2 18：00～18：50
11 月 26 日（第 1日） 第 2会場

Treatment strategy：when we MET NSCLC patients with
METex14 skipping mutation
座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部外科学講座呼吸器外

科部門）
演者：Jürgen Wolf（Center for Integrated Oncology

（CIO）/Department I of Internal
Medicine, University Hospital
Cologne, Köln, Germany）

共催：ノバルティスファーマ株式会社

イブニングセミナー 3 18：00～18：50
11 月 26 日（第 1日） 第 3会場

合計 10％の遺伝子変異群～ALK/MET/ROS1/BRAF の治療
戦略～
座長：大江裕一郎（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科）
演者：林 秀敏（近畿大学医学部内科学教室腫瘍内科

部門）
共催：中外製薬株式会社/ノバルティスファーマ株式会社
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ES4

ES5

ES6

ES7

ES8

ES9

ES10

ES11

ES12

SWS

イブニングセミナー 4 18：00～18：50
11 月 26 日（第 1日） 第 5会場

肺癌におけるがん遺伝子プロファイリング検査の使いどころ
座長：豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

呼吸器・乳腺内分泌外科）
演者：釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科兼ゲノム医療推進部ゲノム医療支
援室）

共催：中外製薬株式会社

イブニングセミナー 5 18：00～18：50
11 月 26 日（第 1日） 第 7会場

IO-IO 併用療法アップデート
座長：高橋 利明（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科）
演者：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器セン

ター）
共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社/小野薬品

工業株式会社

イブニングセミナー 6 18：00～18：50
11 月 26 日（第 1日） 第 8会場

肺癌マルチ遺伝子検査の現状と課題
座長：後藤 功一（国立研究開発法人国立がん研究セン

ター東病院）
演者：松本 慎吾（国立研究開発法人国立がん研究セン

ター東病院）
共催：アムジェン株式会社

イブニングセミナー 7 18：40～19：30
11 月 27 日（第 2日） 第 2会場

希少ドライバー遺伝子陽性肺癌の治療戦略―ALK陽性肺癌を
中心に―
座長：池田 徳彦（東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学

分野）
演者：後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器

内科）
共催：中外製薬株式会社

イブニングセミナー 8 18：40～19：30
11 月 27 日（第 2日） 第 3会場

肺扁平上皮がんの治療戦略～長期生存を目指すシークエンス
について考える～
座長：木浦 勝行（岡山大学病院呼吸器・アレルギー内

科）
演者：解良 恭一（埼玉医科大学国際医療センター呼吸

器内科）
共催：日本化薬株式会社

イブニングセミナー 9 18：40～19：30
11 月 27 日（第 2日） 第 5会場

肺癌治療における，がん悪液質治療
座長：岡本 勇（九州大学病院呼吸器科）
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：小野薬品工業株式会社

イブニングセミナー 10 18：40～19：30
11 月 27 日（第 2日） 第 6会場

EGFR uncommon mutation 陽性肺癌の適正診断
座長：髙橋 和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器

内科学）
Uncommon EGFR遺伝子変異～検査から治療までを考える
演者：釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科兼ゲノム医療支援室）
共催：ヤンセンファーマ株式会社

イブニングセミナー 11 18：40～19：30
11 月 27 日（第 2日） 第 7会場

NGS結果を患者さんに届けるために―実臨床での工夫とポ
イント―
座長：小暮 啓人（名古屋医療センター呼吸器内科・腫

瘍内科）
演者：立原 素子（神戸大学大学院医学研究科内科学講

座呼吸器内科学分野）
共催：日本イーライリリー株式会社

イブニングセミナー 12 18：40～19：30
11 月 27 日（第 2日） 第 8会場

がんゲノム医療の現状と課題―新たなパネル検査の紹介―
座長：豊岡 伸一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

呼吸器・乳腺内分泌外科学）
演者：遠西 大輔（岡山大学病院ゲノム医療総合推進セ

ンター）
共催：イルミナ株式会社

スイーツセミナー 14：40～15：30
11 月 26 日（第 1日） 第 8会場

腫瘍随伴症候群としての低ナトリウム血症（SIADH）の診断
と新しい治療
座長：服部 登（広島大学大学院医系科学研究科分子

内科学）
低ナトリウム血症の診断
演者 1：長浜 正彦（聖路加国際病院腎臓内科）

腫瘍随伴症候群としての低ナトリウム血症（SIADH）の新た
な治療戦略
演者 2：吉岡 弘鎮（関西医科大学呼吸器腫瘍内科）

共催：大塚製薬株式会社
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MS1

MS2

モーニングセミナー 1 7：30～8：10
11 月 27 日（第 2日） 第 2会場

EGFR陽性肺癌の最新治療
座長：金田 裕靖（大阪市立大学大学院医学研究科臨床

腫瘍学）
演者：伊藤健太郎（松阪市民病院呼吸器センター呼吸器

内科）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

モーニングセミナー 2 7：30～8：10
11 月 28 日（第 3日） 第 2会場

Precision Medicine 時代における肺癌診療～NTRK融合遺伝
子陽性肺癌～
座長：倉田 宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内

科）
演者：上月 稔幸（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）
共催：バイエル薬品株式会社


