
第62回日本肺癌学会学術集会日程表第1日目　11月26日（金）　
8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜
ノ
ー
ス

第1会場
1F　G7＋G8

　

第2会場
3F　G301＋G302

第3会場
3F　G303＋G304

第4会場
3F　G312＋G313

第5会場
3F　G314＋G315

第6会場
4F　G401＋G402

第7会場
4F　G403

第8会場
4F　G404

第9会場
4F　G412＋G413

第10会場
4F　G414＋G415

第11会場
4F　G416＋G417
（Web配信のみ）

ポスター会場
1F　G1～G6

P.000はプログラムの頁数

8：50
～
9：00
　
開
会
式

9：00～10：30�
シンポジウム 1

Immune Checkpoint Inhibitors 
in the Treatment of Non-Small 

Cell Lung Cancer
（SY1-1～SY1-4）

座長：野上尚之　清家正博

10：40～12：10�
スポンサードシンポジウム 1
座長：山本信之　中村健一　
演者：山本信之　坂下千瑞子
　　　林　秀敏　土原一哉　

共催：中外製薬（株）

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 1

座長：関　順彦
演者：山本信之

共催：小野薬品工業（株）/
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）

14：00～14：30�
�
理事長講演
座長： 
 野口雅之
演者： 
 弦間昭彦

15：20～17：20�
シンポジウム 2

肺癌病理診断 UP-TO-DATE：肺癌病理診断に
おける新知見

（SY2-1～SY2-6）
座長：谷田部恭
　　　南　優子

18：00～18：50�
イブニングセミナー 1
総合座長：岡田守人　
 演者：板東孝枝　
　　　　里内美弥子
 田丸弥生　
共催：アストラゼネカ（株）

9：00～10：30�
ワークショップ 1

非小細胞肺癌のバイオマーカー 
検査：マルチプレックス vs.  

シングルプレックス
（WS1-1～WS1-5）

座長：横瀬智之 坂下博之

10：40～12：10�
シンポジウム 3

Mechanisms and Application of Immune 
Checkpoint Inhibitors Against Thoracic 

Malignancies Other than NSCLC
（SY3-1～SY3-4）

座長：滝口裕一　谷田部恭

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 2
座長：前門戸任　
演者：堀之内秀仁

共催：中外製薬（株）

14：40～15：10�
�
教育講演 1
（EL1）

演者： 
 瀬戸貴司

15：10～15：40�
�
教育講演 2
（EL2）

演者： 
 里内美弥子

15：40～16：10�
�
教育講演 3
（EL3）

演者： 
 清家正博

16：10～16：40�
�
教育講演 4
（EL4）

演者： 
 仁保誠治

16：40～17：10�
�
教育講演 5
（EL5）

演者： 
 中村廣繁

17：10～17：40�
�
教育講演 6
（EL6）

演者： 
 中西良一

18：00～18：50�
イブニングセミナー 2
座長：光冨徹哉
演者：Jürgen Wolf
共催： 
ノバルティス ファーマ（株）

9：00～10：30�
シンポジウム 4

肺癌検診のグローバリズムと将来性
（SY4-1～SY4-5）

座長：中山富雄
　　　小林　健

10：40～12：10�
シンポジウム 5

がんゲノム診療と 
トランスレーショナル研究

（SY5-1～SY5-4）
座長：清家正博
　　　後藤功一

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 3
座長：里内美弥子
演者：三木生也　
　　　畑地　治　

共催： 
日本イーライリリー（株）

14：40～16：10�
シンポジウム 6

Basics in Cancer Biology：
Overview of New Targets

（SY6-1～SY6-4）
座長：片山量平
　　　河野隆志

16：20～17：50�
メディカルスタッフシンポジウム 1
メディカルスタッフ向けバーチャル
キャンサーボードを用いた ACP の

理解
（MSS1）

座長：澤　祥幸　柴田和彦

18：00～18：50�
イブニングセミナー 3
座長：大江裕一郎
演者：林　秀敏　

共催：中外製薬（株）/ 
ノバルティス ファーマ（株）

9：00～9：56�
一般演題（口演）1

画像診断（予後因子）
（O1-1～O1-7）
座長：加藤勝也

10：00～11：04�
一般演題（口演）2

画像診断（新たな診断法）
（O2-1～O2-8）
座長：遠藤正浩

11：10～12：06�
一般演題（口演）3
肺癌（予後因子）
（O3-1～O3-7）
座長：岡本龍郎

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 4
座長：奥村明之進
演者：大熊裕介　

共催：エーザイ（株）

14：40～15：36�
一般演題（口演）4

高齢者治療
（O4-1～O4-7）
座長：立原素子

15：50～16：38�
一般演題（口演）5

高齢者
（O5-1～O5-6）
座長：佐々木高明

16：50～17：38�
一般演題（口演）6

脳転移
（O6-1～O6-6）
座長：齋藤淳一

9：00～10：04�
一般演題（口演）7

胸腺の手術
（O7-1～O7-8）
座長：中島　淳

10：10～11：14�
一般演題（口演）8

肺癌手術アプローチ
（O8-1～O8-8）
座長：岡田克典

11：20～12：08�
一般演題（口演）9

術前・術中 
マーキング

（O9-1～O9-6）
座長：芳川豊史

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 5

座長：岸　一馬
演者：西岡安彦

共催： 
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）

14：40～15：44�
一般演題（口演）10

区域切除
（O10-1～O10-8）

座長：清水公裕

15：44～16：48�
一般演題（口演）11

画像解析・予後因子
（O11-1～O11-8）

座長：臼田実男

16：48～17：52�
一般演題（口演）12

開胸手術
（O12-1～O12-8）

座長：伊達洋至

18：00～18：50�
イブニングセミナー 4

座長：豊岡伸一
演者：釼持広知

共催：中外製薬（株）

10：30～12：00�
ワークショップ 2
縦隔腫瘍の手術

（WS2-1～WS2-6）
座長：土田正則
　　　井上匡美

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 6

座長：坂尾幸則
演者：文　敏景

共催： 
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

14：40～16：40�
シンポジウム 7

開胸手術を学び直そう
（SY7-1～SY7-6）

座長：千田雅之
　　　佐藤幸夫

17：00～18：30�
スポンサードシンポジウム 2

座長：田村友秀
　　　中川和彦
演者：河野隆志
　　　森田智視

共催：日本イーライリリー（株）

9：00～10：00�
International 

Session 1
（IS1-1～IS1-6）
座長：髙橋和久

10：10～10：30�
�
Interna-
tional 

Session 2
（IS2-1～

IS2-2）
座長： 
久保田馨

10：40～11：40�
International 

Session 3
（IS3-1～IS3-6）
座長：関戸好孝

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 7

座長：後藤功一
演者：松本慎吾

共催： 
（株）理研ジェネシス / 
武田薬品工業（株）

14：40～16：10�
学術委員会企画シンポジウム 1

小型肺癌の標準治療はどう変わる？
（学 S1-1～学 S1-5）

座長：坪井正博
　　　岡見次郎

16：20～16：50�
�
肺癌登録合同
委員会報告

（学 _ 肺癌
登録）

座長： 
 中西良一

18：00～18：50�
イブニングセミナー 5

座長：高橋利明
演者：西尾誠人

共催： 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）/
小野薬品工業（株）

9：00～10：30�
ワークショップ 3

緩和ケアのエビデンス
（WS3- 導入～WS3-4）

座長：井上　彰
　　　今泉和良

11：00～12：00�
アンコールセッション 1
（EN1-1～EN1-6）

座長：副島研造

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 8

座長：髙橋和久
演者：倉田宝保
共催：MSD（株）

14：40～15：30�
スイーツセミナー
座長：服部　登
演者：長浜正彦
　　　吉岡弘鎮

共催：大塚製薬（株）

16：00～17：30�
ワークショップ 4
小細胞癌の ICI 

（Treatment of SCLC）
（WS4-1～WS4-5）

座長：上月稔幸
　　　吉田達哉

18：00～18：50�
イブニングセミナー 6

座長：後藤功一
演者：松本慎吾

共催：アムジェン（株）

9：00～10：04�
一般演題（口演）13

合併症肺癌（間質性肺炎）
（O13-1～O13-8）

座長：関　順彦

10：10～10：58�
一般演題（口演）14
肺癌術前後の評価
（O14-1～O14-6）

座長：阪井宏彰

11：00～12：04�
一般演題（口演）15
緩和・チーム医療
（O15-1～O15-8）

座長：田中良太

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 9
座長：三浦溥太郎
演者：廣島健三　

共催： 
独立行政法人環境再生保全機構

14：40～15：36�
一般演題（口演）16

III 期 CRT  
durvalumab

（O16-1～O16-7）
座長：亀井治人

15：40～16：44�
一般演題（口演）17

III 期術前治療と CRT
（O17-1～O17-8）

座長：滝口裕一

16：50～17：54�
一般演題（口演）18
胸部放射線療法

（O18-1～O18-8）
座長：西村恭昌

9：00～10：00� 　
1-1～1-6

10：00～11：00　
2-1～2-6

11：00～12：00　
3-1～3-6

12：40～13：30�
ランチョンセミナー 10

座長：光冨徹哉
演者：加藤晃史
　　　畑中　豊

共催： 
 Invitae Japan（株）

9：10～9：40�
�
特別講演 1：患
者さんが知りた
い病理のはなし
演者： 
 野口雅之

9：50～10：20�
�
患者要望講
演 1：コロナ

と肺がん
演者：
 弦間昭彦

10：30～11：50�
患者要望講演 2：

「第 1 部　医師が患者になって思ったこと」
演者：前田恵理子　清水秀文

「第2部　一般の患者と同じところ・
異なるところとは？」
座長：長谷川一男

12：40～13：30�
ランチョンセミナー：
薬局の使い方，薬剤師と
のかかわり方～より良い

薬物治療のために～
演者：菅野　浩

共催：ファイザー（株）

13：40～14：30�
患者要望講演 3： 

心のケア 
（最初の不安）
演者：清水　研

14：40～15：30�
特別講演 2： 

緩和ケア
演者：井上　彰

15：40～16：30�
患者のギモンに 

トコトン答えます 1： 
診断～治療開始編

8：00～9：30
ポスター掲示

9：30～18：00
ポスター閲覧

9：00～9：10�
�

オリエン
テーション 1

ポスター座長ハイライト発表一覧

15：00～18：00�
ハンズオンセミナー

Patient Advocate Program（ペイシェント・アドボケイト・プログラム） Patient Advocate Program（ペイシェント・アドボケイト・プログラム）

ポスター座長ハイライト発表

9：00～9：10�
1-1　希少な手術  （P1-1-1～P1-1-5）

座長：市村秀夫
9：10～9：20�
1-2　希少経過症例  （P1-2-1～P1-2-5）

座長：稲垣雅春
9：20～9：30�
1-3　希少腫瘍  （P1-3-1～P1-3-5）

座長：武井秀史
9：30～9：40�
1-4　肺癌合併症  （P1-4-1～P1-4-5）

座長：船井和仁
9：40～9：50�
1-5　胸腺腫瘍  （P1-5-1～P1-5-5）

座長：中山光男
9：50～10：00�
1-6　胸腺腫・縦隔腫瘍
 （P1-6-1～P1-6-5）

座長：奥村明之進
10：00～10：10�
2-1　非小細胞肺癌に対する複合免疫療法

（P2-1-1 ～ P2-1-5）
座長：岸　一馬

10：10～10：20�
2-2　非小細胞肺癌に対する免疫チェッ
クポイント阻害剤  （P2-2-1～P2-2-5）

座長：田中洋史
10：20～10：30�
2-3　免疫チェックポイント療法の長期
経過 （P2-3-1～P2-3-5）

座長：前門戸任
10：30～10：40�
2-4　免疫関連有害事象 - 肺障害

（P2-4-1 ～ P2-4-5）
座長：金　永学

10：40～10：50�
2-5　免疫関連有害事象 - 神経・筋障害

（P2-5-1 ～ P2-5-5）
座長：倉田宝保

10：50～11：00�
2-6　免疫関連有害事象 - 消化器・血液

（P2-6-1 ～ P2-6-5）
座長：清水哲男

11：00～11：10�
3-1　小細胞肺癌に対する免疫チェック
ポイント阻害剤  （P3-1-1～P3-1-5）

座長：藤阪保仁
11：10～11：20�
3-2　ICI 1  （P3-2-1～P3-2-5）

座長：吉村明修
11：20～11：30�
3-3　ICI 2  （P3-3-1～P3-3-5）

座長：服部　登
11：30～11：40�
3-4　ICI 3  （P3-4-1～P3-4-5）

座長：藤田昌樹
11：40～11：50�
3-5　ICI 4  （P3-5-1～P3-5-4）

座長：迎　　寛
11：50～12：00�
3-6　合併症・有害事象 
 （P3-6-1～P3-6-5）

座長：西野和美



第62回日本肺癌学会学術集会日程表第2日目　11月27日（土）
8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00

パ
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ス

第1会場
1F　G7＋G8

　

第2会場
3F　G301＋G302

第3会場
3F　G303＋G304

第4会場
3F　G312＋G313

第5会場
3F　G314＋G315

第6会場
4F　G401＋G402

第7会場
4F　G403

第8会場
4F　G404

第9会場
4F　G412＋G413

第10会場
4F　G414＋G415

第11会場
4F　G416＋G417
（Web配信のみ）

ポスター会場
1F　G1～G6

P.000はプログラムの頁数

8：30～9：34�
一般演題（口演）38

薬剤耐性とその克服
（O38-1～O38-8）

座長：山田忠明

9：35～10：31�
一般演題（口演）39

小細胞肺癌・その他
（O39-1～O39-8）

座長：井上　彰

10：35～11：47�
一般演題（口演）40

合併症
（O40-1～O40-9）

座長：伊藤宏之

15：30～16：26�
一般演題（口演）30

RATS 2
（O30-1～O30-7）

座長：神崎正人

16：30～17：26�
一般演題（口演）31

手術の工夫
（O31-1～O31-8）

座長：川村雅文

17：30～18：18�
一般演題（口演）32

希少疾患
（O32-1～O32-6）

座長：古川欣也

8：30～10：10�
シンポジウム 8

日本における胸部悪性腫瘍に対する 
臨床試験の現状

（SY8-1～SY8-4）
座長：里内美弥子
　　　瀬戸貴司　

10：20～11：10�
特別講演 1

座長：野口雅之
演者：間野博行

11：10～11：40�
�

篠井・ 
河合賞受賞
記念講演

座長： 
 弦間昭彦

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 11

座長：後藤功一
演者：河野隆志
　　　松本慎吾

共催： 
日本イーライリリー（株）

13：20～14：50�
会長企画シンポジウム

肺腺癌の発生と進展，わかったこと，
わからないこと

（PSY-1～PSY-4）
座長：淺村尚生
　　　楠本昌彦

15：00～16：20�
Best of WCLC

（Best of WCLC-1～ 
Best of WCLC-5）

座長：光冨徹哉

16：30～17：00�
�
特別講演 2
座長：
 野口雅之
演者：
 光冨徹哉

17：20～18：50�
スポンサードシンポジウム 3
座長：西尾誠人　岡田守人
演者：上月稔幸　東　公一
　　　林　秀敏　栗林康造

共催： 小野薬品工業（株）/ 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）

7：30～8：10�
モーニング 
セミナー 1

座長：金田裕靖
演者：伊藤健太郎
共催： 
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）

8：30～10：00�
ワークショップ 5

resectable 肺癌に対する 
分子標的治療

（WS5-1～WS5-5）
座長：坪井正博
　　　加藤晃史

10：10～11：40�
ワークショップ 6

胸腺腫瘍の診断と治療
（WS6-1～WS6-6）

座長：奥村明之進
　　　細見幸生　

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 12

座長：菅原俊一
演者：大熊裕介
　　　池田　慧

共催：中外製薬（株）

16：00～16：30�
�
教育講演 7
（EL7）

演者： 
 佐藤之俊

16：30～17：00�
�
教育講演 8
（EL8）

演者： 
 品川尚文

17：00～17：30�
�
教育講演 9
（EL9）

演者： 
 谷田部恭

17：30～18：00�
�
教育講演

10
（EL10）

演者： 
 佐治　久

18：00～18：30�
�
教育講演

11
（EL11）

演者： 
 南　優子

18：40～19：30�
イブニングセミナー 7

座長：池田徳彦
演者：後藤功一

共催：中外製薬（株）

8：30～10：00�
シンポジウム 9

Radiotherapy for  
Oligometastasis
（SY9-1～SY9-4）

座長：石川　仁
　　　松尾幸憲

10：10～11：40�
シンポジウム 10

Treatment of EGFR-Mutated and 
ALK-Fusion Positive Lung Cancer

（SY10-1～SY10-4）
座長：関根郁夫
　　　高山浩一

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 13
座長：山本信之　
演者：加藤晃史　
　　　里内美弥子

共催：武田薬品工業（株）

15：00～16：30�
シンポジウム 11

Resistant Mechanisms of 
Targeted Therapy
（SY11-1～SY11-4）

座長：片山量平
　　　矢野聖二

17：00～17：50�
スポンサード 

シンポジウム 4
座長：吉村　清
　　　野上尚之
演者：野上尚之
　　　吉村　清

共催：協和キリン（株）

18：40～19：30�
イブニングセミナー 8

座長：木浦勝行
演者：解良恭一

共催：日本化薬（株）

8：30～9：34�
一般演題（口演）19

術後補助化学療法と 
術後再発

（O19-1～O19-8）
座長：小泉知展

9：40～10：44�
一般演題（口演）20

融合遺伝子陽性肺癌に 
対するチロシンキナーゼ

阻害剤
（O20-1～O20-8）

座長：小林国彦

10：50～11：46�
一般演題（口演）21

EGFR 変異陽性肺癌
に対するチロシンキ

ナーゼ阻害剤 1
（O21-1～O21-7）

座長：笠原寿郎

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 14

座長：野上尚之
演者：釼持広知

共催： 
ノバルティス ファーマ（株）

14：30～15：34�
一般演題（口演）22

EGFR 変異陽性肺癌に 
対するチロシンキナーゼ

阻害剤 2
（O22-1～O22-8）

座長：萩原弘一

15：40～16：44�
一般演題（口演）23

EGFR 変異陽性肺癌に 
対するチロシンキナーゼ

阻害剤 3
（O23-1～O23-8）

座長：礒部　威

16：50～17：54�
一般演題（口演）24

進行非小細胞肺癌に 
対する複合免疫療法
（O24-1～O24-8）

座長：堀田勝幸

18：00～19：04�
一般演題（口演）25

進行非小細胞肺癌に 
対する免疫 

チェックポイント阻害剤
（O25-1～O25-8）

座長：佐藤浩昭

8：30～9：34�
一般演題（口演）26

サルベージ手術・再手術
（O26-1～O26-8）

座長：近藤晴彦

9：40～10：44�
一般演題（口演）27

単孔式手術
（O27-1～O27-8）

座長：渡辺　敦

10：50～11：22�
�

一般演題
（口演）28
胸腺中皮腫

（O28-1～O28-4）
座長： 
 伊豫田明

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 15

座長：坪井正博
演者：津谷康大
　　　宿谷威仁

共催：大鵬薬品工業（株）

14：30～15：26�
一般演題（口演）29

RATS 1
（O29-1～O29-7）

座長：岩田　尚

18：40～19：30�
イブニングセミナー 9
座長：岡本　勇　
演者：堀之内秀仁

共催：小野薬品工業（株）

8：30～10：00�
ワークショップ 7

胸膜中皮腫手術：更なる予後改善を
目指して

（WS7-1～WS7-6）
座長：大久保憲一
　　　田中文啓　

10：10～11：40�
ワークショップ 8

サルベージ手術の適応と実際
（WS8-1～WS8-6）

座長：永安　武
　　　吉野一郎

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 16

座長：伊達洋至
演者：渡辺俊一

共催： 
コヴィディエンジャパン（株）

14：30～16：00�
ワークショップ 9

肺扁平上皮癌に対する薬物治療
（WS9-1～WS9-4）

座長：宿谷威仁
　　　吉岡弘鎮

16：30～18：30�
シンポジウム 12

肺癌に対する低侵襲手術の将来
（SY12-1～SY12-6）

座長：中村廣繁
　　　佐藤寿彦

18：40～19：30�
イブニングセミナー 10

座長：髙橋和久
演者：釼持広知

共催： 
ヤンセンファーマ（株）

8：30～10：00�
メディカルスタッフシンポジウム 2
irAE（免疫関連副作用）における

チーム医療
（MSS2-1～MSS2-3）

座長：西野和美　
　　　津端由佳里

10：10～11：40�
メディカルスタッフシンポジウム 3

基礎からわかるゲノム医療
（MSS3-1～MSS3-6）

座長：佐々木高明
　　　中川和彦　

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 17

座長：前門戸任
演者：井上博之
　　　善家義貴

共催：アストラゼネカ（株）

14：30～15：10�
�

アンコール 
セッション 2
（EN2-1～ 

EN2-4）
座長：近藤和也

15：30～18：30�
医学生・研修医のための肺癌診療セミナー 

～さあ，肺癌診療の未来について語ろう～　（SRS-1～SRS-6）
座長：藤阪保仁　北川智余恵

【第 1 部】ようこそ　レクチャー！（イチオシ Topics ＆ キャリア紹介）
【第 2 部】肺癌診療 2050 大予想

18：40～19：30�
イブニングセミナー 11

座長：小暮啓人
演者：立原素子

共催： 
日本イーライリリー（株）

8：30～9：18�
一般演題（口演）33
免疫関連有害事象

1
（O33-1～O33-6）
座長：小山田吉孝

9：30～10：26�
一般演題（口演）34

免疫チェックポイント
阻害剤 2 剤併用

（O34-1～O34-7）
座長：瀧川奈義夫

10：35～11：47�
一般演題（口演）35

EGFR・ALK 以外の 
ドライバー変異を持った 

非小細胞肺癌
（O35-1～O35-9）

座長：山本信之

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 18

座長：中川和彦
演者：高橋利明
　　　林　秀敏

共催：ファイザー（株）

14：30～15：10�
�

一般演題 
（口演）36

免疫関連有害
事象 2

（O36-1～O36-5）
座長：青江啓介

15：30～16：26�
一般演題（口演）37
進行肺癌 2nd-line
（O37-1～O37-7）

座長：岡本浩明

16：30～18：00�
学術委員会企画シンポジウム 2

実臨床における肺癌クリニカルシー
ケンスの現状と展望～最良効率での

利用を目指して～
（学 S2-1～学 S2-6）

座長：高山浩一　岡本龍郎

18：40～19：30�
イブニングセミナー 12

座長：豊岡伸一
演者：遠西大輔

共催：イルミナ（株）

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 19

座長：岡本　勇
演者：三浦　理

共催： 
メルクバイオファーマ（株）

14：30～15：34�
一般演題（口演）41
小細胞肺癌・ICI

（O41-1～O41-8）
座長：中村博幸

15：40～16：44�
一般演題（口演）42
病理診断・細胞診 1
（O42-1～O42-8）

座長：蔦　幸治

16：50～17：54�
一般演題（口演）43
病理診断・細胞診 2
（O43-1～O43-8）

座長：酒井康裕

18：00～18：56�
一般演題（口演）44
病理診断・細胞診 3 

（症例 1）
（O44-1～O44-7）
座長：稲村健太郎

8：30～9：30
4-1～4-6

9：30～10：30
5-1～5-6

10：30～11：30
6-1～6-6

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 20

座長：伊豫田明
演者：絹谷清剛

共催：
富士フイルム富山化学（株）

14：30～15：30
7-1～7-6

15：30～16：30
8-1～8-6

16：30～17：30
9-1～9-6

17：30～18：30
10-1～10-6

9：10～10：00�
特別講演 3： 

薬物療法 
（臨床試験）
演者：武田真幸

10：10～11：00�
特別講演 4： 

肺がんの手術治療
演者：鈴木健司

11：10～12：00�
特別講演 5： 

肺癌の放射線治療
演者：野中哲生

13：00～13：50�
患者参画の取り組み 

～がん教育・ 
臨床試験など～

患者参加型

14：00～14：50�
患者のギモンに 

トコトン答えます 2：
治療・生活編

15：00～16：30�
教育研修委員会企画　就労支援セッション
肺がん治療新時代における就労支援 

～あたりまえに働ける社会を目指して～
（就労 -1～就労 -3）

座長：池田徳彦　清家正博

8：30～18：30
ポスター閲覧

9：00～9：10�
�

オリエン
テーション 2

ポスター座長ハイライト発表一覧
ポスター座長ハイライト発表一覧

Patient Advocate Program（ペイシェント・アドボケイト・プログラム） Patient Advocate Program 
（ペイシェント・アドボケイト・プログラム）

ポスター座長ハイライト発表 ポスター座長ハイライト発表（次ページ参照）

8：30～8：40�
4-1　手術の工夫
 （P4-1-1～P4-1-4）

座長：花岡　淳
8：40～8：50�
4-2　 治療前後に合併症を有した

症例 （P4-2-1～P4-2-5）
座長：橋詰寿律

8：50～9：00�
4-3　サルベージ手術
 （P4-3-1～P4-3-5）

座長：豊岡伸一
9：00～9：10�
4-4　縦隔・軟部組織腫瘍
 （P4-4-1～P4-4-5）

座長：澤端章好
9：10～9：20�
4-5　術後再発 （P4-5-1～P4-5-4）

座長：堀尾芳嗣
9：20～9：30�
4-6　症例検討（肺癌）1
 （P4-6-1～P4-6-5）

座長：樋田泰浩
9：30～9：40�
5-1　症例検討（肺癌）2
 （P5-1-1～P5-1-5）

座長：吉田和夫
9：40～9：50�
5-2　症例検討（肺癌）3
 （P5-2-1～P5-2-5）

座長：宮脇美千代
9：50～10：00�
5-3　症例検討（まれな肺腫瘍）
 （P5-3-1～P5-3-5）

座長：朝倉啓介
10：00～10：10�
5-4　興味深い組織
 （P5-4-1～P5-4-4）

座長：伊藤以知郎
10：10～10：20�
5-5　診断難解症例
 （P5-5-1～P5-5-4）

座長：桜田　晃
10：20～10：30�
5-6　症例報告（肺癌）1
 （P5-6-1～P5-6-5）

座長：松谷哲行
10：30～10：40�
6-1　症例報告（肺癌）2 
 （P6-1-1～P6-1-5）

座長：西山典利
10：40～10：50�
6-2　症例報告（肺癌）3
 （P6-2-1～P6-2-5）

座長：棚橋雅幸
10：50～11：00�
6-3　症例報告（肺癌）4
 （P6-3-1～P6-3-5）

座長：田中雄悟
11：00～11：10�
6-4　症例報告（肺癌）5
 （P6-4-1～P6-4-5）

座長：二宮浩範
11：10～11：20�
6-5　症例報告（肺癌）6
 （P6-5-1～P6-5-5）

座長：大平達夫
11：20～11：30�
6-6　症例報告（肺癌）7
 （P6-6-1～P6-6-5）

座長：田口健一

各務　博

胸膜中皮腫
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第1会場
1F　G7＋G8

　

第2会場
3F　G301＋G302

第3会場
3F　G303＋G304

第4会場
3F　G312＋G313

第5会場
3F　G314＋G315

第6会場
4F　G401＋G402

第7会場
4F　G403

第8会場
4F　G404

第9会場
4F　G412＋G413

第10会場
4F　G414＋G415

第11会場
4F　G416＋G417
（Web配信のみ）

ポスター会場
1F　G1～G6

P.000はプログラムの頁数

8：30～10：00�
シンポジウム 13

Treatment of Driver Mutation 
Positive Lung Cancer, Except for 
EGFR and ALK（include Ras/RAF）

（SY13-1～SY13-4）
座長：大江裕一郎　西尾誠人

10：10～11：40�
シンポジウム 14

COVID-19 パンデミック下の肺癌治
療からの教訓―私たちは何を失い，

何を守れたのか―
（SY14-1～SY14-5）

座長：光冨徹哉　滝口裕一

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 21

座長：光冨徹哉
演者：山本信之
共催：MSD（株）

13：30～14：00�
�
LC-SCRUM-

Asia から 
特別報告

座長： 
 野口雅之
演者： 
 松本慎吾

14：20～16：00�
シンポジウム 15

周術期治療における試験デザインと治療
の進展

（SY15-1～SY15-5）
座長：堀之内秀仁
　　　青景圭樹　

16：00
～
16：10
　
閉
会
式

7：30～8：10�
モーニング 
セミナー 2

座長：倉田宝保
演者：上月稔幸
共催： 
バイエル薬品（株）

8：30～10：00�
ワークショップ 10

神経内分泌腫瘍の診断と治療
（WS10-Keynote Lecture～

WS10-4）
座長：渡辺俊一
　　　松野吉宏

10：10～11：40�
ワークショップ 11

粒子線治療
（WS11-1～WS11-4）

座長：櫻井英幸
　　　塩山善之

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 22

座長：池田徳彦
演者：中村　敦

共催： 
サーモフィッシャーサイエンティフィック

13：30～14：00�
�
教育講演

12
（EL12）

演者： 
 小林孝一郎

14：00～14：30�
�
教育講演

13
（EL13）

演者： 
 葉　清隆

14：30～15：00�
�
教育講演

14
（EL14）

演者： 
 石川　仁

15：00～15：30�
�
教育講演

15
（EL15）

演者： 
 澁谷　潔

15：30～16：00�
�
教育講演

16
（EL16）

演者： 
 村山貞之

8：30～10：30�
ワークショップ 12

スフェロイド，オルガノイド，ゼノグラフトを 
用いた肺癌研究

（WS12-1～WS12-5）
座長：仁木利郎
　　　矢野聖二

10：40～11：40�
禁煙ワークショップ

（NSW-1～NSW-3）
座長：長谷川誠紀
　　　石塚　全　

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 23

座長：中川和彦
演者：野上尚之

共催： 
日本イーライリリー（株）

13：30～14：20�
アンコール 
セッション 3

（EN3-1～EN3-5）
座長：木浦勝行

14：30～16：00�
シンポジウム 16

AI 診断 
（画像診断と病理診断を含む）

（SY16-1～SY16-7）
座長：坂井修二
　　　楠本昌彦

8：30～9：26�
一般演題（口演）45
病理診断・細胞診 4 

（症例 2）
（O45-1～O45-7）

座長：松林　純

9：30～10：34�
一般演題（口演）46

トランスレーショナル研究
1

（O46-1～O46-8）
座長：瀬戸貴司

10：40～11：44�
一般演題（口演）47

トランスレーショナル研究
2

（O47-1～O47-8）
座長：安田浩之

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 24

座長：出雲雄大
演者：松元祐司
　　　石井　聡

共催：オリンパス（株）

13：30～14：26�
一般演題（口演）48

トランスレーショナル
研究 3

（O48-1～O48-7）
座長：藤高一慶

14：30～15：26�
一般演題（口演）49

トランスレーショナル
研究 4

（O49-1～O49-7）
座長：岡野哲也

8：30～9：26�
一般演題（口演）50

多発肺がん・多重がん
（O50-1～O50-7）

座長：小副川敦

9：30～10：10�
一般演題 

（口演）51
Liquid Biopsy

（O51-1～O51-5）
座長：岡本　勇

10：30～11：34�
一般演題（口演）52

その他・症例
（O52-1～O52-8）

座長：吉澤明彦

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 25

座長：荒金尚子
演者：後藤　悌

共催： 
ガーダントヘルスジャパン（株）

13：30～14：34�
一般演題（口演）53
予後因子（腺癌）

（O53-1～O53-8）
座長：菱田智之

14：50～15：30�
�

一般演題 
（口演）54
コロナ関連

（O54-1～O54-5）
座長：東　公一

8：30～11：30�
肺癌検診読影セミナー 2021

（検診 -1～検診 -4）
（1） 肺がん検診にかかわる最近の動き：X 線読影医の基準，喀痰標準細胞，

読影判定基準，ガイドライン改訂
（2）肺がん検診 X 線写真読影の心得

（3）アンサーパッドを用いた胸部 X 線画像の読影演習
（4）低線量 CT 肺がん検診について

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 26

座長：倉田宝保
演者：各務　博

共催： 
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）/
小野薬品工業（株）

13：30～14：34�
一般演題（口演）55

疫学・発がんと危険因子
（O55-1～O55-8）

座長：中山富雄

14：40～15：44�
一般演題（口演）56

転移性肺癌・肺癌脳転移
（O56-1～O56-8）

座長：関根康雄

8：30～9：02�
�

一般演題
（口演）57
予後因子・縦隔

（O57-1～O57-4）
座長： 
 重光希公生

9：20～10：16�
一般演題（口演）58

内視鏡診断・ 
intervension

（O58-1～O58-7）
座長：垣花昌俊

10：30～11：18�
一般演題（口演）59

予後因子 
（早期腺癌）

（O59-1～O59-6）
座長：横瀬智之

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 27
座長：大江裕一郎
演者：高橋利明　

共催：アストラゼネカ（株）

13：30～15：00�
メディカルスタッフシンポジウム 4

遺伝子パネル検査の受検から二次的所見，シ
ングルサイト検査までの一連の意思決定支援

―多職種で支える患者の意思決定支援―
（MSS4-1～MSS4-4）

座長：柏田孝美　藤阪保仁

8：30～9：10�
一般演題 

（口演）60
予後因子（扁平上
皮癌・小細胞癌）

（O60-1～O60-5）
座長：坂尾幸則

9：30～10：18�
一般演題（口演）61

予後因子 
（化学療法関連）
（O61-1～O61-6）

座長：宮崎泰成

10：30～11：26�
一般演題（口演）62
予後因子（その他）1
（O62-1～O62-7）

座長：佐治　久

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 28

座長：岡本　勇
演者：秦　明登
　　　西野和美

共催：ファイザー（株）

13：30～14：10�
�

一般演題 
（口演）63
予後因子 

（その他）2
（O63-1～O63-5）
座長：中島崇裕

14：20～15：16�
一般演題（口演）64

癌関連遺伝子
（O64-1～O64-7）

座長：福岡和也

8：30～9：26�
一般演題（口演）65

がん免疫・ 
腫瘍微小環境 1

（O65-1～O65-7）
座長：高橋利明

9：30～10：18�
一般演題（口演）66

がん免疫・ 
腫瘍微小環境 2

（O66-1～O66-6）
座長：小笹裕晃

10：30～11：18�
一般演題（口演）67

がん免疫・ 
腫瘍微小環境 3

（O67-1～O67-6）
座長：福田　実

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 29

座長：横瀬智之
演者：加藤菊也
　　　森川　慶

共催： 
（株）DNA チップ研究所

13：30～14：18�
一般演題（口演）68

基礎研究
（O68-1～O68-6）

座長：松原大祐

14：30～15：10�
�

一般演題 
（口演）69
その他（病理

系）
（O69-1～O69-5）
座長：湊　　宏

8：50～9：30
11-1～11-4

9：30～10：30
12-1～12-6

10：30～11：30
13-1～13-6

12：10～13：00�
ランチョンセミナー 30

座長：西尾和人
演者：山本　昇

共催：中外製薬（株）

13：30～14：34�
一般演題（口演）70

その他
（O70-1～O70-8）

座長：塩澤利博

14：40～15：20�
�

一般演題 
（口演）71
症例検討

（O71-1～O71-5）
座長：茂木　晃

9：10～9：40
患者要望講演
4：薬物療法の
副作用の対処 /
ジェネリックに

ついて
演者：大橋養賢

9：50～10：40�
人生会議（ACP）に

ついて
演者：佐々木治一郎

10：50～11：40�
特別講演 6： 

薬物療法 
（免疫化学療法）

演者：瀬戸貴司

12：30～13：20�
特別講演 7： 

薬物療法（ゲノムと
分子標的治療）
演者：後藤功一

13：30～14：20�
患者要望講演 5： 

未来への手紙 
（1 年後の自分へ）
演者：長谷川一男

14：30～15：20�
患者のギモンに 

トコトン答えます 3： 
当日質問から

8：30～16：00
ポスター閲覧

16：00～17：00
ポスター撤去

11 月 28 日　第 10 会場
ポスター座長　ハイライト発表　一覧

8：50～9：00�
11-1　診断 1 （P11-1-1～P11-1-5）

座長：浅野文祐
9：00～9：10�
11-2　診断 2 （P11-2-1～P11-2-4）

座長：櫻井裕幸
9：10～9：20�
11-3　遺伝子変異検査 （P11-3-1～P11-3-3）

座長：木下一郎
9：20～9：30�
11-4　良性・低悪性度腫瘍

（P11-4-1 ～ P11-4-4）
座長：元井紀子

9：30～9：40�
12-1　転移・中皮腫・その他 1

（P12-1-1 ～ P12-1-5）
座長：岡見次郎

9：40～9：50�
12-2　転移・中皮腫・その他 2

（P12-2-1 ～ P12-2-4）
座長：三村剛史

9：50～10：00�
12-3　腺癌 （P12-3-1～P12-3-5）

座長：荒金尚子
10：00～10：10�
12-4　症例報告（肺癌）8
 （P12-4-1～P12-4-5）

座長：後藤太一郎
10：10～10：20�
12-5　症例報告（縦隔・胸腔・その他）1

（P12-5-1 ～ P12-5-5）
座長：新谷　康

10：20～10：30�
12-6　症例報告（縦隔・胸腔・その他）2

（P12-6-1 ～ P12-6-5）
座長：福井高幸

10：30～10：40�
13-1　症例報告（縦隔・胸腔・その他）3

（P13-1-1 ～ P13-1-5）
座長：齊藤　元

10：40～10：50�
13-2　症例報告（縦隔・胸腔・その他）4

（P13-2-1 ～ P13-2-5）
座長：平塚昌文

10：50～11：00�
13-3　症例報告（縦隔・胸腔・その他）5

（P13-3-1 ～ P13-3-5）
座長：中川達雄

11：00～11：10�
13-4　症例報告（縦隔・胸腔・その他）6

（P13-4-1 ～ P13-4-5）
座長：大塚　崇

11：10～11：20�
13-5　神経内分泌腫瘍 1
 （P13-5-1～P13-5-5）

座長：齋藤春洋
11：20～11：30�
13-6　神経内分泌腫瘍 2
 （P13-6-1～P13-6-5）

座長：赤松弘朗

9：00～9：10�
�

オリエン
テーション 3

11 月 27 日午後　第 10 会場
ポスター座長ハイライト発表　一覧

14：30～14：40�
7-1　興味深い画像 （P7-1-1～P7-1-5）
 座長：藤本公則
14：40～14：50�
7-2　脳転移した症例 （P7-2-1～P7-2-5）

座長：澁谷景子
14：50～15：00�
7-3　III 期 CRT-durvalumab
 （P7-3-1～P7-3-5）

座長：仁保誠治
15：00～15：10�
7-4　III 期 CRT-durvalumab・その他
 （P7-4-1～P7-4-5）

座長：大泉聡史
15：10～15：20�
7-5　胸部放射線療法 （P7-5-1～P7-5-5）

座長：野中哲生
15：20～15：30�
7-6　特殊な肺腫瘍 （P7-6-1～P7-6-5）

座長：服部剛弘
15：30～15：40�
8-1　術前補助療法後の手術
 （P8-1-1～P8-1-5）

座長：山口正史
15：40～15：50�
8-2　術後気管支瘻・肺瘻 （P8-2-1～P8-2-5）
 座長：坪地宏嘉
15：50～16：00�
8-3　術後合併症 （P8-3-1～P8-3-5）

座長：大出泰久
16：00～16：10�
8-4　肺癌術前・術後評価 （P8-4-1～P8-4-4）
 座長：塩野知志
16：10～16：20�
8-5　VATS （P8-5-1～P8-5-5）

座長：大泉弘幸
16：20～16：30�
8-6　RATS・ユニポート （P8-6-1～P8-6-5）
 座長：佐野由文
16：30～16：40�
9-1　ALK-BRAF （P9-1-1～P9-1-5）

座長：菅原俊一
16：40～16：50�
9-2　EGFR-TKI 第 1・2 世代
 （P9-2-1～P9-2-5）

座長：細見幸生
16：50～17：00�
9-3　EGFR-TKI その他 （P9-3-1～P9-3-5）
 座長：川口知哉
17：00～17：10�
9-4　EGFR-uncommon mutations
 （P9-4-1～P9-4-5）
 座長：猶木克彦
17：10～17：20�
9-5　 EGFR 変異陽性肺癌に対するオシメル

チニブ （P9-5-1～P9-5-5）
 座長：福原達朗
17：20～17：30�
9-6　オシメルチニブの有害事象
 （P9-6-1～P9-6-5）

座長：解良恭一
17：30～17：40�
10-1　 非小細胞肺癌に対する MET・HER2

阻害剤 （P10-1-1～P10-1-5）
座長：吉岡弘鎮

17：40～17：50�
10-2　ROS1 （P10-2-1～P10-2-5）

座長：品川尚文
17：50～18：00�
10-3　分子標的 （P10-3-1～P10-3-4）

座長：廣瀬　敬
18：00～18：10�
10-4　緩和・チーム医療
 （P10-4-1～P10-4-3）

座長：横内　浩
18：10～18：20�
10-5　合併症を有する肺癌症例
 （P10-5-1～P10-5-4）

座長：竹之山光広
18：20～18：30�
10-6　有害事象 （P10-6-1～P10-6-5）

座長：津端由佳里Patient Advocate Program（ペイシェント・アドボケイト・プログラム） Patient Advocate Program（ペイシェント・アドボケイト・プログラム）

ポスター座長ハイライト発表（右頁参照）

オリンパス 
マーケティング株式会社

南　優子




