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スポンサードシンポジウム・セミナー

スポンサードシンポジウム 1 9：00～10：30

12 月 1日（第 1日） 第 3会場
複合免疫療法は根付いたか～毒性管理から長期生存へ～
座長：岡本 勇（九州大学大学院医学研究院呼吸器内

科学分野）
グローバルエビデンスと irAE マネジメント
演者 1：林 秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

門）
日本人エビデンスと使用経験
演者 2：東 公一（久留米大学医学部内科学講座呼吸

器・神経・膠原病内科部門（第一内
科））

複合免疫療法の今後の展開
演者 3：白石 祥理（九州大学病院がんセンター・呼吸器

科）
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 2 16：00～17：30

12 月 1日（第 1日） 第 4会場
ガイドラインから紐解く様々な患者背景に応じた殺細胞性
抗癌剤の役割
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

瘍内科）
高齢者肺癌におけるアブラキサンの役割
演者 1：小暮 啓人（国立病院機構名古屋医療センター呼

吸器内科・腫瘍内科）
既治療進行非小細胞肺癌の新たな治療戦略
演者 2：米嶋 康臣（九州大学病院呼吸器科）

共催：大鵬薬品工業株式会社

スポンサードシンポジウム 3 14：00～15：30

12 月 3日（第 3日） 第 10 会場
オプジーボ+ヤーボイ±化学療法の臨床的意義を考える
座長：関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

科）
複合免疫療法の現状
演者 1：中原 善朗（北里大学医学部呼吸器内科学）

安全性データと irAE マネジメント
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）
オプジーボ＋ヤーボイの実際
演者 3：山口 央（埼玉医科大学国際医療センター呼吸

器内科）
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 1 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 1会場
肺外科領域の ICI 治療
座長：田中 文啓（産業医科大学第 2外科）

免疫チェックポイント阻害薬後のサルベージ手術
演者 1：濱路 政嗣（京都大学呼吸器外科）

ICI 時代の肺がん外科治療を考える
演者 2：鈴木 弘行（公立大学法人福島県立医科大学呼吸

器外科学講座）
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 2 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 2会場
肺癌に対する IO-IO 併用療法アップデート
座長：前門戸 任（岩手医科大学内科学講座呼吸器内科

分野）
演者：西尾 誠人（がん研究会有明病院）

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 3 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 3会場
周術期治療 2022 年総まとめ～アテゾリズマブが拓く新しい
術後療法～
座長：菅原 俊一（仙台厚生病院呼吸器内科）
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：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 4 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 4会場
遺伝子変異を見逃していませんか？～実地臨床にNGSを生
かすコツ～
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：竹本真之輔（長崎大学病院呼吸器内科）

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 5 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 5会場
がんゲノム診療の現在地～NGSとともに進歩する肺癌治
療～
座長：矢野 聖二（金沢大学医薬保健研究域医学系呼吸

器内科学）
演者：加藤 晃史（神奈川県立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
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ランチョンセミナー 6 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 6会場
これからのEGFR陽性肺癌の治療戦略を考える
座長：関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

科）
演者：吉岡 弘鎮（関西医科大学呼吸器腫瘍内科学講

座）
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 7 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 7会場
肺癌治療における予防制吐療法の新展開
座長：岡本 勇（九州大学大学院医学研究院呼吸器内

科学分野）
演者：森瀬 昌宏（名古屋大学医学部附属病院呼吸器内

科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 8 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 8会場
座長：遠藤 正浩（千葉大学医学部附属病院画像診断セ

ンター）
富士フイルムの医療AI ブランド REiLI を活用した胸部領域
における画像診断支援
演者 1：篠原 健太（富士フイルム株式会社メディカルシ

ステム事業部）
胸部X線画像病変検出ソフトウェアCXR-AID の使用経験
演者 2：朴 辰浩（東京医科大学放射線医学分野）

共催：富士フイルムメディカル株式会社

ランチョンセミナー 9 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 9会場
石綿肺癌の考え方，見方，認定基準
座長：由佐 俊和（千葉労災病院健康診断部）
演者：森永 謙二（独立行政法人環境再生保全機構）

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 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 10 会場
フォローアップ解析＆実臨床の使用経験から読み解く
CASPIAN/PACIFIC の有用性
座長：藤本 大智（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

瘍内科）
演者 1：善家 義貴（国立がん研究センター東病院呼吸器

内科）
演者 2：渡邊 景明（がん・感染症センター都立駒込病院

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 11 12：20～13：10

12 月 1日（第 1日） 第 11 会場
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）
マルチプレックス検査のすすめ～静岡がんセンターの取り組
み～
演者 1：釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

科／ゲノム医療支援室）
KRAS G12C変異陽性肺癌薬物療法の最新知見
演者 2：里内美弥子（兵庫県立がんセンターゲノム医療・

臨床試験センター／呼吸器内科）
共催：アムジェン株式会社

ランチョンセミナー 12 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 1会場
次世代マーカーを活用した肺がんの早期発見と治療戦略
座長：岡見 次郎（大阪国際がんセンター呼吸器外科）
演者 1： 島 譲司（国立がん研究センター東病院呼吸器

外科）
演者 2：木村 亨（大阪大学大学院医学系研究科呼吸器

外科学／大阪国際がんセンター呼吸
器外科）

演者 3：田中 雄悟（神戸大学大学院医学系研究科外科学
講座・呼吸器外科学分野）

共催：MiRXES Japan 株式会社

ランチョンセミナー 13 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 2会場
RET陽性肺がん治療の現在地―臨床経験をもとに―
座長：岡本 勇（九州大学大学院医学研究院呼吸器内

科学分野）
演者：葉 清隆（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 14 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 3会場
ニボルマブ+イピリムマブ±化学療法の併用療法のエビデン
スを基礎と臨床の観点から読み解く
座長：倉田 宝保（関西医科大学呼吸器腫瘍内科学講

座）
抗CTLA-4 抗体併用療法がもたらす抗腫瘍免疫の新たな理解
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
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ランチョンセミナー 15 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 4会場
ドライバー遺伝子変異/転座陽性非小細胞肺癌：診断と治療
の最適化に向けて
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）
演者：田中謙太郎（九州大学大学院医学研究院呼吸器内

科学分野）
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 16 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 5会場
逆風のネシツムマブ～肺扁平上皮がん治療の未来を拓く挑
戦～
座長：関 順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内

科）
演者：吉岡 弘鎮（関西医科大学呼吸器腫瘍内科学講

座）
共催：日本化薬株式会社

ランチョンセミナー 17 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 6会場
肺癌患者さんへ遺伝子パネル検査を届けるために必要なこと
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：髙濱 隆幸（近畿大学医学部内科学教室腫瘍内科

部門／ゲノム医療センター）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 18 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 7会場
非小細胞肺癌の包括的治療～ドライバー遺伝子変異ありなし
における周術期と進行再発治療～
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器セン

ター／呼吸器内科）
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 19 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 8会場
縮小手術千思万考～どうする？区域切除～
座長：坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器

外科）
演者：高持 一矢（順天堂大学呼吸器外科学講座）

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 20 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 9会場
がんゲノム検査の現状と肺癌治療戦略―NTRK 融合遺伝子
陽性肺癌を中心に―
座長：駄賀 晴子（大阪市総合医療センター腫瘍内科）
演者：武田 真幸（奈良県立医科大学がんゲノム・腫瘍

内科）
共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー 21 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 10 会場
座長：林 秀敏（近畿大学医学部腫瘍内科）

ALK 陽性NSCLC脳転移症例の治療選択～臨床経験を踏ま
えた考察～
演者 1：善家 義貴（国立がん研究センター東病院呼吸器

内科）
ALK 陽性肺癌のスクリーニング～検査の特徴とその選択～
演者 2：岩間 映二（九州大学病院呼吸器科）

共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 22 11：50～12：40

12 月 2日（第 2日） 第 11 会場
今こそ見直そう，ALK陽性肺がんの初回治療
座長：里内美弥子（兵庫県立がんセンターゲノム医療・

臨床試験センター呼吸器内科）
Lorlatinib 1st line の可能性はあるか？CROWN試験 update
解析
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）
バイオマーカーの観点から再考する初回治療
演者 2：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：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー 23 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 1会場
座長：杉尾 賢二（大分大学医学部呼吸器・乳腺外科学

講座）
変革元年！ADAURA承認で実臨床はどう変わった？
演者：林 秀敏（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部

門）
パネリスト：須田 健一（近畿大学医学部外科学教室呼吸器外

科部門）
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
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ランチョンセミナー 24 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 2会場
Precision Medicine 時代における肺癌治療
座長：西尾 誠人（がん研究会有明病院呼吸器内科）

RET 融合遺伝子陽性肺癌の治療戦略～セルペルカチニブの
トリセツ～
演者 1：栁谷 典子（がん研究会有明病院呼吸器内科）

どうする！？EGFR遺伝子変異陽性肺癌の個別化治療
演者 2：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 25 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 3会場
肺癌専門医に役立つ ILD最新情報―IPF 合併進行非小細胞肺
癌への薬物療法を含めて
座長：岡本 勇（九州大学大学院医学研究院呼吸器内

科学分野）
演者：一門 和哉（済生会熊本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

ランチョンセミナー 26 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 4会場
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）
胸腺腫瘍診療ガイドライン改定のポイント
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）
胸腺癌に対するレンバチニブの使用経験～最大の治療効果を
得るための副作用マネジメント～
演者 2：宿谷 威仁（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器

内科学）
共催：エーザイ株式会社

ランチョンセミナー 27 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 5会場
患者さんごとの最適治療を考える：Precision Medicine 時代
の治療と就労
座長：関根 郁夫（筑波大学医学医療系臨床腫瘍学）

最適治療はここにある―希少ドライバー変異陽性肺癌治療の
光明―
演者 1：渡部 聡（新潟大学医歯学総合病院呼吸器・感

染症内科）
肺がん治療における就労支援―現状と今後への課題―
演者 2：小澤 雄一（浜松医療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 28 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 6会場
肺癌診療におけるGuardant360 の使いどころ
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：釼持 広知（静岡県立静岡がんセンター呼吸器内

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 29 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 7会場
Real world における稀少Driver 肺癌検査とMET-TKI のマネ
ジメント
座長：弦間 昭彦（日本医科大学）

日常診療におけるDriver 遺伝子検査～治療の最前線
演者 1：里内美弥子（兵庫県立がんセンターゲノム医療・

臨床試験センター／呼吸器内科）
METex14 skipping 陽性肺癌治療のUpdate～Real world に
おける副作用マネジメントの実際～
演者 2：酒井 洋（上尾中央総合病院呼吸器腫瘍内科）

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 30 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 8会場
最新の肺癌治療戦略 2022～いま気管支鏡で出来ること～
座長：前門戸 任（岩手医科大学呼吸器内科）

適切な肺癌診療に繋ぐEBUS-TBNA～私が考える治療戦略～
演者：中島 崇裕（獨協医科大学呼吸器外科）

共催：オリンパスマーケティング株式会社

ランチョンセミナー 31 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 10 会場
アレクチニブの牙城は崩れるか？ALK-TKI 戦国時代における
最適治療戦略を考える
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

瘍内科）
演者：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 32 11：50～12：40

12 月 3日（第 3日） 第 11 会場
座長：堀尾 芳嗣（愛知県がんセンター呼吸器内科部）

非小細胞肺癌に対する周術期治療のUp to date
演者 1：坪井 正博（国立がん研究センター東病院呼吸器

外科）
進行再発非小細胞肺癌に対する薬物療法 2023
演者 2：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）
共催：MSD株式会社
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イブニングセミナー 1 17：50～18：40

12 月 1日（第 1日） 第 2会場
EGFR変異陽性肺癌の診断と治療～過去，現在そして未来～
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学呼吸器内科・腫

瘍内科）
肺癌マルチ遺伝子検査：正しい検査結果を得るための注意点
演者 1：元井 紀子（埼玉県立がんセンター病理診断科）

ガイドラインから考えるEGFR変異の治療戦略
～Compound/Uncommon 変異に対峙したときに～
演者 2：二宮貴一朗（岡山大学病院ゲノム医療総合推進セ

ンター（呼吸器内科））
共催：ヤンセンファーマ株式会社 メディカルアフェアーズ

本部

イブニングセミナー 2 17：50～18：40

12 月 1日（第 1日） 第 3会場
EGFR 遺伝子変異陽性Ⅳ期NSCLCの初回治療における最
適な治療戦略～2022 年に発表されたData も踏まえて～

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：吉田 達哉（国立がん研究センター中央病院呼吸
器内科）

共催：アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー 3 17：50～18：40

12 月 1日（第 1日） 第 4会場
適切な治療を届けるための肺癌バイオマーカー検査～マルチ
CDx 検査を成功させるための Tips～
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）
私の考えるマルチCDx 検査成功に向けたEBUS-TBNA/IFB
のポイント
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）／呼吸器内科）
ドライバー変異陽性非小細胞肺癌の治療戦略～マルチCDx
検査の活かし方～
演者 2：宿谷 威仁（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器

内科学）
共催：ノバルティスファーマ株式会社/中外製薬株式会社

イブニングセミナー 4 18：20～19：10

12 月 2日（第 2日） 第 2会場
がん治療を『成功』させるために～ePROの重要性と最新の取
り組み事例～
座長：山本 信之（和歌山県立医科大学内科学第三講

座）
演者：堀江 良樹（聖マリアンナ医科大学臨床腫瘍学講

座）
共催：中外製薬株式会社

イブニングセミナー 5 18：20～19：10

12 月 2日（第 2日） 第 3会場
非小細胞肺癌におけるバイオマーカー診断の最前線
座長：後藤 功一（国立がん研究センター東病院呼吸器

内科）
非小細胞肺癌における遺伝子検査の展望と実態
演者：加藤 晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器グ

ループ）
共催：株式会社理研ジェネシス/シスメックス株式会社

イブニングセミナー 6 18：20～19：10

12 月 2日（第 2日） 第 4会場
肺癌脊椎転移に対する治療戦略―放射線治療を中心として―
座長：吉田 達哉（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科）
小久保雅樹（神戸市立医療センター中央市民病院

放射線治療科）
演者 1：片桐 浩久（静岡がんセンター整形外科）
演者 2：伊藤 慶（東京都立駒込病院放射線診療科（治

療部））
共催：株式会社バリアンメディカルシステムズ

イブニングセミナー 7 18：20～19：10

12 月 2日（第 2日） 第 5会場
国産初のマルチCDx 肺がんコンパクトパネルの展望～検体
採取法と市販後運用の見通し～
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：開発経緯と臨床応用の経験を顧み
て
演者 1：東山 聖彦（市立東大阪医療センター呼吸器外

科）
細胞診パネル検査の臨床的意義と検体取り扱いの実際
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

スイーツセミナー 1 14：30～15：10

12 月 1日（第 1日） 第 10 会場
座長：宿谷 威仁（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器

内科学）
腎臓内科が診るSIADH
演者 1：内山 清貴（慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝

内科）
肺癌患者におけるSIADH―トルバプタンがもたらす治療効
果について―
演者 2：益田 武（広島大学病院呼吸器内科）

共催：大塚製薬株式会社
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スイーツセミナー 2 14：30～15：10

12 月 2日（第 2日） 第 10 会場
肺癌治療にアナモレリンは必要か
座長：里内美弥子（兵庫県立がんセンターゲノム医療・

臨床試験センター／呼吸器内科）
演者：吉田 達哉（国立がん研究センター中央病院呼吸

器内科・先端医療科）
共催：小野薬品工業株式会社

スイーツセミナー 3 14：30～15：10

12 月 2日（第 2日） 第 11 会場
chemo-IO における個別化治療
座長：倉田 宝保（関西医科大学呼吸器腫瘍内科学講

座）
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：中外製薬株式会社

モーニングセミナー 1 7：40～8：20

12 月 2日（第 2日） 第 2会場
ジーラスタを併用すべきレジメンは？～ジーラスタⓇ皮下注
3.6mg ボディーポッドの使用法も含め考察する～
座長：津端由佳里（島根大学医学部附属病院呼吸器・化

学療法内科）
演者：秦 明登（神戸低侵襲がん医療センター呼吸器

腫瘍内科）
共催：協和キリン株式会社

モーニングセミナー 2 7：40～8：20

12 月 2日（第 2日） 第 4会場
Beyond Comprehensive Genomic Profiling in treatment
decision of NSCLC patients the value of WES/WTS＆AI
座長：光冨 徹哉（近畿大学）
演者：Luis Raez（Memorial Cancer Institute）

共催：カリス株式会社


