
学術セミナー

学術セミナー 1
第1会場（国立京都国際会館 1F メインホール） 10月22日（木）　12:30～13:20
進行胃癌治療Up to date：がん免疫治療の時代を経験して

司会：瀬戸　泰之（東京大学大学院医学系研究科消化管外科学）
演者：沖　　英次（九州大学大学院消化器・総合外科）
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

学術セミナー 2
第2会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール1） 10月22日（木）　12:30～13:20
使い慣れて来たCDK4/6阻害薬を今一度、考える

司会：中山　貴寛（大阪国際がんセンター乳腺・内分泌外科）
演者：渡邉純一郎（静岡県立静岡がんセンター女性内科）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー 3
第3会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール2） 10月22日（木）　12:30～13:20
押さえておきたい進展型小細胞肺がん治療の今

司会：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：倉田　宝保（関西医科大学附属病院呼吸器腫瘍内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

学術セミナー 4
第4会場（国立京都国際会館 2F Room A） 10月22日（木）　12:30～13:20
今日のがん治療における薬剤師に求められる重責を考える
～患者への関わりからチーム医療で果たすべき役割・薬薬連携まで～

司会：谷川原祐介（慶應義塾大学医学部臨床薬剤学）
演者：鹿田　康紀（済生会福岡総合病院がん治療センター／外科）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 5
第5会場（国立京都国際会館 2F Room B-1） 10月22日（木）　12:30～13:20
進行・再発胃癌に対する包括的な治療戦略 
～治療シークエンスと患者マネジメント～

司会：加藤　　健（国立がん研究センター中央病院頭頸部内科、消化管内科）

【講演1】臨床試験の結果と解釈
演者：牧山　明資（岐阜大学医学部附属病院がんセンター）

【講演2】治療シークエンス：その重要性と患者選択について
演者：坂東　英明（愛知県がんセンター薬物療法部）
共催：日本イーライリリー株式会社



学術セミナー 6
第6会場（国立京都国際会館 2F Room B-2） 10月22日（木）　12:30～13:20

司会：小野　　滋（自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児外科）
　　　馬場　英司（ 九州大学大学院医学研究院社会環境医学講座連携社会 

医学分野）

【講演1】小児におけるNTRK融合遺伝子陽性腫瘍
演者：宮地　　充（京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学）

【講演2】 消化器がんにおけるがん遺伝子パネル検査とNTRK融合遺伝子陽性 
固形がん

演者：谷口　浩也（ 国立がん研究センター東病院消化管内科／ 
トランスレーショナルリサーチ支援室）

共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 7
第7会場（国立京都国際会館 2F Room I） 10月22日（木）　12:30～13:20
腎細胞がんに関する最新の話題 

司会：篠原　信雄（北海道大学大学院医学研究院腎泌尿器外科学教室）
演者：冨田　善彦（新潟大学大学院医歯学総合研究科腎泌尿器病態学分野）
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

学術セミナー 8
第8会場（国立京都国際会館 2F Room J） 10月22日（木）　12:30～13:20
ゼロからスタートした免疫有害事象対策チーム－各職種の役割－

司会：西野　和美（ 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター
呼吸器内科）

演者：横尾　慶紀（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院呼吸器内科）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 9
第9会場（国立京都国際会館 2F Room K） 10月22日（木）　12:30～13:20
MET：肺がんにおける新規治療薬への期待とマルチプレックス検査の課題

司会：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：里内美弥子（兵庫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

学術セミナー 10
第10会場（国立京都国際会館 1F さくら） 10月22日（木）　12:30～13:20
遺伝子変異に基づいた肺癌治療の最前線 
～MET遺伝子エクソン14スキッピング変異～

司会：中川　和彦（近畿大学医学部内科学教室腫瘍内科部門）
演者：酒井　　洋（埼玉県立がんセンター呼吸器内科）
共催：メルクバイオファーマ株式会社



学術セミナー 11
第11会場（国立京都国際会館 1F Room D） 10月22日（木）　12:30～13:20
切除不能尿路上皮癌：薬物治療の現況と展望

司会：菊地　栄次（聖マリアンナ医科大学腎泌尿器外科学講座）
演者：小林　　恭（京都大学大学院医学研究科泌尿器科学）
共催：MSD株式会社

学術セミナー 12
第12会場（国立京都国際会館 1F Room E） 10月22日（木）　12:30～13:20
切除不能進行大腸癌の後方ラインを使い切り、生存期間の延長を得るために

司会：板橋　道朗（東京女子医科大学消化器・一般外科）
演者：結城　敏志（北海道大学病院消化器内科）
共催：バイエル薬品株式会社

学術セミナー 13
第13会場（国立京都国際会館 1F Room C-1） 10月22日（木）　12:30～13:20
Triple-Negative乳癌におけるアブラキサン+アテゾリズマブ併用療法の意義

司会：佐治　重衡（福島県立医科大学医学部腫瘍内科学講座）
演者：原　　文堅（がん研有明病院乳腺内科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

学術セミナー 14
第14会場（国立京都国際会館 1F Room C-2） 10月22日（木）　12:30～13:20
転移性去勢感受性前立腺癌の薬物療法に関する最近の話題

司会：鈴木　啓悦（東邦大学医療センター佐倉病院泌尿器科）
演者：三宅　秀明（浜松医科大学泌尿器科学講座）
共催：アステラス製薬株式会社

学術セミナー 15
第15会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 1F ロイヤルルーム） 10月22日（木）　12:30～13:20
腸内細菌叢がもたらす免疫チェックポイント阻害剤への影響

司会：佐伯　俊昭（埼玉医科大学国際医療センター）
演者：吉村　　清（昭和大学臨床薬理研究所臨床免疫腫瘍学部門）
共催：協和キリン株式会社

学術セミナー 16
第16会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B1F ローズルーム） 10月22日（木）　12:30～13:20
バイオマーカーに基づいた大腸がん薬物療法の実装2020

司会：濱口　哲弥（埼玉医科大学国際医療センター消化器腫瘍科）
演者：砂川　　優（聖マリアンナ医科大学臨床腫瘍学講座）
共催：株式会社ヤクルト本社



学術セミナー 17
第17会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F ゴールドルーム） 10月22日（木）　12:30～13:20
HER2陽性胃癌化学療法の技術と心

司会：朴　　成和（国立がん研究センター中央病院消化管内科）
演者：佐藤　太郎（大阪大学大学院医学系研究科先進癌薬物療法開発学寄附講座）
共催：第一三共株式会社

学術セミナー 18
第18会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール1） 10月22日（木）　12:30～13:20
HR陽性HER2陰性転移性乳癌治療 －来し方、行く末－

司会：岩田　広治（愛知県がんセンター乳腺科）
演者：有賀　智之（がん・感染症センター都立駒込病院外科（乳腺））
共催：ファイザー株式会社

学術セミナー 19
第19会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール2） 10月22日（木）　12:30～13:20
がん疼痛治療の新しい選択肢　 
－放出調節膜を内包する3日用フェンタニル貼付剤の有効性と安全性－

司会：池永　昌之（淀川キリスト教病院緩和医療内科）
演者：井岡　達也（山口大学医学部附属病院腫瘍センター）
共催：日本臓器製薬株式会社

学術セミナー 20
第1会場（国立京都国際会館 1F メインホール） 10月23日（金）　12:10～13:00

「大腸癌治療成績向上に向けた将来展望」 
～手術から薬物療法まで～

司会：加藤　健志（大阪医療センター下部消化管外科）

【講演1】直腸癌に対する手術の現状と新展開
演者：竹政伊知朗（札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

【講演2】大腸癌薬物療法 最新TOPIC
演者：吉野　孝之（国立がん研究センター東病院消化管内科 ）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー 21
第2会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール1） 10月23日（金）　12:10～13:00
mRCCに対する至適治療戦略～１次治療を中心に～

司会：江藤　正俊（九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野）
演者：三宅　秀明（浜松医科大学泌尿器科学講座）
共催：MSD株式会社



学術セミナー 22
第3会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール2） 10月23日（金）　12:10～13:00
前立腺がんのリアルワールドエビデンス（RWE）を理解する 

司会：樋之津史郎（札幌医科大学医学部医療統計学）

【講演1】臨床研究のデザインとデータ解析　～臨床試験からRWEへ～
演者：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）

【講演2】前立腺がん領域におけるRWEの展望と課題
演者：杉原　　亨（自治医科大学腎泌尿器外科学講座）
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

学術セミナー 23
第4会場（国立京都国際会館 2F Room A） 10月23日（金）　12:10～13:00
食道がん薬物治療におけるニボルマブの役割

司会：土岐祐一郎（大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学）
演者：加藤　　健（国立がん研究センター中央病院頭頸部内科）
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

学術セミナー 24
第5会場（国立京都国際会館 2F Room B-1） 10月23日（金）　12:10～13:00
宿命としてのirAE －適切にお付き合いするためには－

司会：関　　順彦（帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科）
演者：岩澤俊一郎（千葉大学医学部附属病院呼吸器内科）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 25
第6会場（国立京都国際会館 2F Room B-2） 10月23日（金）　12:10～13:00
BESTな大腸癌治療を目指して

司会：植竹　宏之（東京医科歯科大学大学院総合外科学分野）
演者：小髙　雅人（医療法人薫風会佐野病院消化器がんセンター）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 26
第7会場（国立京都国際会館 2F Room I） 10月23日（金）　12:10～13:00
頭頸部がん治療における免疫療法

司会：朝蔭　孝宏（東京医科歯科大学頭頸部外科）
演者：小川　武則（岐阜大学医学部耳鼻咽喉科）
共催：MSD株式会社



学術セミナー 27
第8会場（国立京都国際会館 2F Room J） 10月23日（金）　12:10～13:00
GISTの個別化治療を考える

司会：西田　俊朗（JCHO大阪病院）

【講演1】GISTの術前・術後に関する最近の潮流について　－個別化の可能性－
演者：髙橋　　剛（大阪大学教育センター）

【講演2】転移・再発GISTに対する個別化治療
演者：菊池　寛利（浜松医科大学外科学第二講座）
共催： ノバルティス ファーマ株式会社／バイエル薬品株式会社／ 

ファイザー株式会社

学術セミナー 28
第9会場（国立京都国際会館 2F Room K） 10月23日（金）　12:10～13:00
がんゲノム医療の現状と課題 

司会：織田　克利（東京大学大学院医学系研究科統合ゲノム学分野）
演者：小山　隆文（国立がん研究センター中央病院先端医療科）
共催：シスメックス株式会社

学術セミナー 29
第10会場（国立京都国際会館 1F さくら） 10月23日（金）　12:10～13:00
がんと血栓症

司会：池田　正孝（兵庫医科大学消化器外科学講座下部消化管外科）

【講演1】 がんと血栓塞栓症　 
～期待されるリアルワールドエビデンスと今後の展望～

演者：津端由佳里（島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床腫瘍学）

【講演2】消化器癌と血栓症
演者：井岡　達也（山口大学医学部附属病院腫瘍センター）
共催：第一三共株式会社

学術セミナー 30
第11会場（国立京都国際会館 1F Room D） 10月23日（金）　12:10～13:00
腫瘍免疫微小環境を考慮したこれからの進行再発乳がんの治療

司会：高橋　將人（独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター）
演者：杉江　知治（関西医科大学附属病院乳腺外科）
共催：エーザイ株式会社



学術セミナー 31
第12会場（国立京都国際会館 1F Room E） 10月23日（金）　12:10～13:00
進行前立腺癌治療におけるバイオマーカーの現状と展望

司会：上村　博司（横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器・腎移植科）

【講演1】前立腺癌治療のunmet needsと将来展望
演者：橋本　浩平（札幌医科大学泌尿器科学講座）

【講演2】前立腺癌に対するPrecision Cancer Medicineの現状と課題
演者：西原　広史（慶應義塾大学医学部腫瘍センターゲノム医療ユニット）
共催：アストラゼネカ株式会社

学術セミナー 32
第13会場（国立京都国際会館 1F Room C-1） 10月23日（金）　12:10～13:00
癌治療における漢方の役割 －効果とエビデンス－

司会：鈴木　弘行（ 福島県立医科大学附属病院／ 
福島県立医科大学呼吸器外科学講座）

演者：浜井　洋一（広島大学腫瘍外科）
共催：株式会社ツムラ

学術セミナー 33
第14会場（国立京都国際会館 1F Room C-2） 10月23日（金）　12:10～13:00
メラノーマに対する多角的薬物治療戦略

司会：山﨑　直也（国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科）
　　　宇原　　久（札幌医科大学医学部皮膚科学講座）

【講演1】今もういちど見直したいメラノーマ治療のインフォームドコンセント
演者：大塚　篤司（京都大学医学部外胚葉性疾患創薬医学講座（皮膚科兼任））

【講演2】メラノーマの薬物療法Update－周術期から進行期まで－
演者：竹之内辰也（新潟県立がんセンター新潟病院）
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

学術セミナー 34
第15会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 1F ロイヤルルーム） 10月23日（金）　12:10～13:00
長期がんサバイバーと痛みのマネジメント

司会：安藤　雄一（名古屋大学医学部附属病院化学療法部）
演者：山口　重樹（獨協医科大学医学部麻酔科学講座）
共催：久光製薬株式会社／協和キリン株式会社

学術セミナー 35
第16会場（ ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B1F ローズルーム） 10月23日（金）　12:10～13:00
HER2陽性早期乳癌に対する最適な治療戦略を考える

司会：中山 　貴寛（ 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセン
ター乳腺・内分泌外科）

演者：渡邉純一郎（静岡県立静岡がんセンター女性内科）
共催：中外製薬株式会社



学術セミナー 36
第17会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F ゴールドルーム） 10月23日（金）　12:10～13:00
膵癌2次化学療法における新たな治療選択肢と患者サポートプログラム

司会：海野　倫明（ 東北大学大学院医学系研究科外科病態学消化器外科学 
分野）

演者：尾阪　将人（ 公益財団法人がん研究会有明病院消化器センター　 
肝・胆・膵内科）

共催：日本セルヴィエ株式会社／株式会社ヤクルト本社

学術セミナー 37
第18会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール1） 10月23日（金）　12:10～13:00
がん治療医に向けたオピオイド誘発性便秘症の実際と管理の重要性

司会：北川　雄光（慶應義塾大学医学部外科学）
演者：中島　　淳（横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学）
共催：塩野義製薬株式会社

学術セミナー 38
第19会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール2） 10月23日（金）　12:10～13:00
共に考える大腸癌と肝転移の未来

司会：瀧井　康公（新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科）
演者：上原　　圭（名古屋大学）
　　　渡邉　　純（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
共催：サノフィ株式会社

学術セミナー 39
第1会場（国立京都国際会館 1F メインホール） 10月24日（土）　12:10～13:00
メラノーマにおける最新の治療戦略

司会：山﨑　直也（国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科）

【講演1】メラノーマ薬物療法の現状と今後の展開
演者：並川健二郎（国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科）

【講演2】メラノーマにおける分子標的治療
演者：吉川　周佐（静岡県立静岡がんセンター皮膚科）
共催：小野薬品工業株式会社



学術セミナー 40
第2会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール1） 10月24日（土）　12:10～13:00

司会：林田　　哲（慶應義塾大学医学部一般・消化器外科）

【講演1】CDK4/6阻害薬によるHR陽性HER2陰性進行再発乳癌の治療戦略
演者：服部　正也（愛知県がんセンター乳腺科部）

【講演2】 アベマシクリブの適正使用のために 
～副作用マネージメント＆支持薬の工夫～

演者：橋本　直弥（愛知県がんセンター薬剤部）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー 41
第3会場（国立京都国際会館 1F アネックスホール2） 10月24日（土）　12:10～13:00
3学会ガイダンスに基づく個別化医療の実践

司会：石岡千加史（東北大学大学院医学系研究科・医学部臨床腫瘍学分野）
演者：武田　真幸（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

学術セミナー 42
第4会場（国立京都国際会館 2F Room A） 10月24日（土）　12:10～13:00
消化器癌免疫療法におけるバイオマーカーと治療戦略

司会：掛地　吉弘（ 神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学 
分野）

演者：川上　尚人（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門）
共催：MSD株式会社

学術セミナー 43
第5会場（国立京都国際会館 2F Room B-1） 10月24日（土）　12:10～13:00
アバスチンのリアルワールドデータを考える ～HER2陰性進行・再発乳癌～

司会：三階　貴史（北里大学医学部乳腺・甲状腺外科学）

【講演1】 リアルワールドデータからリアルワールドエビデンスへ 
－医学統計に何ができるのか？－

演者：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）

【講演2】MOTTAINAI !　活用しようみんなのリアルワールドデータ
演者：松井　恒志（ 富山大学学術研究部医学系消化器・腫瘍・総合外科／ 

乳がん先端治療・乳房再建センター ）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 44
第6会場（国立京都国際会館 2F Room B-2） 10月24日（土）　12:10～13:00
がん診療医（内科・外科）の緩和ケア

司会：井上　　彰（東北大学大学院医学系研究科緩和医療学分野）

がん治療医の行うがん疼痛治療
演者：梶浦　新也（富山大学附属病院臨床腫瘍部）
共催：第一三共株式会社



学術セミナー 45
第7会場（国立京都国際会館 2F Room I） 10月24日（土）　12:10～13:00
乳癌化学療法による脱毛軽減を目的に開発した 
和製頭皮冷却装置（セルガード）の有用性

司会：小林　忠男（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
演者：加藤　　誠（加藤乳腺クリニック）
共催：株式会社 毛髪クリニックリーブ21

学術セミナー 46
第8会場（国立京都国際会館 2F Room J） 10月24日（土）　12:10～13:00
頭頸部がんに対する薬物療法の進歩

司会：本間　明宏（北海道大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科／頭頸部外科学教室）
演者：清田　尚臣（神戸大学医学部附属病院腫瘍センター）
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

学術セミナー 47
第9会場（国立京都国際会館 2F Room K） 10月24日（土）　12:10～13:00
進行再発消化器がん治療におけるアドバンスケアプランニング

司会：佐藤　　温（弘前大学大学院医学研究科腫瘍内科学講座）
演者：松本　繁巳（ 京都大学大学院医学研究科リアルワールドデータ研究 

開発講座）
　　　竹之内沙弥香（ 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻基礎 

看護学講座）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 48
第10会場（国立京都国際会館 1F さくら） 10月24日（土）　12:10～13:00
HER2陽性転移再発乳がんに対するエンハーツの効果は？

司会：増田　慎三（国立病院機構大阪医療センター乳腺外科）
演者：大谷彰一郎（広島市立広島市民病院乳腺外科）
共催：第一三共株式会社

学術セミナー 49
第11会場（国立京都国際会館 1F Room D） 10月24日（土）　12:10～13:00
がん遺伝子パネル検査　LC-SCRUM-Japanから臨床応用への道のり

司会：後藤　功一（国立がん研究センター東病院呼吸器内科）

【講演1】臨床医の立場から
演者：加藤　晃史（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

【講演2】病理医の立場から
演者：横瀬　智之（神奈川県立がんセンター病理診断科）
共催：日本イーライリリー株式会社



学術セミナー 50
第12会場（国立京都国際会館 1F Room E） 10月24日（土）　12:10～13:00
胃がんの長期生存に向けて －後方治療の組み立てを考える－

司会：馬場　秀夫（熊本大学大学院消化器外科学）
演者：安藤　孝将（富山大学附属病院第三内科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

学術セミナー 51
第13会場（国立京都国際会館 1F Room C-1） 10月24日（土）　12:10～13:00
免疫チェックポイント阻害剤を用いた非小細胞肺癌の治療戦略

司会：岡田　守人（広島大学腫瘍外科）
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：MSD株式会社

学術セミナー 52
第14会場（国立京都国際会館 1F Room C-2） 10月24日（土）　12:10～13:00
食道・胃癌薬物療法の最新知見と将来展望

司会：坂田　　優（三沢市立三沢病院）
演者：室　　　圭（愛知県がんセンター薬物療法部）
共催：ニプロ株式会社

学術セミナー 53
第15会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 1F ロイヤルルーム） 10月24日（土）　12:10～13:00
Oldies but Goldies ～シスプラチンを極める～

司会：久保田　馨（日本医科大学医学部内科学（呼吸器内科学））

【講演1】胃がん
演者：辻　　晃仁（香川大学医学部臨床腫瘍学）

【講演2】肺がん
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：日本化薬株式会社

学術セミナー 54
第16会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B1F ローズルーム） 10月24日（土）　12:10～13:00
悪性腫瘍による腹水治療の最前線　 
～腹水濾過濃縮再静注法（CART）のUP TO DATE

司会：吉治　仁志（奈良県立医科大学消化器内科学講座（消化器・代謝内科））

【講演1】消化器がんの腹水マネジメントとCART療法の可能性
演者：水上　拓郎（聖マリアンナ医科大学臨床腫瘍学講座）

【講演2】肝硬変、肝がんにおける難治性腹水のマネジメント：CARTの役割
演者：岩佐　元雄（三重大学消化器・肝臓内科）
共催：旭化成メディカル株式会社



学術セミナー 55
第17会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F ゴールドルーム） 10月24日（土）　12:10～13:00
新しい癌治療の幕開け

司会：北川　雄光（慶應義塾大学）

【講演1】がん最先端医療
演者：土井　俊彦（国立研究開発法人国立がん研究センター東病院）

【講演2】頭頸部癌におけるイルミノックス治療
演者：林　　隆一（国立研究開発法人国立がん研究センター東病院）
共催：楽天メディカルジャパン株式会社

学術セミナー 56
第18会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール1） 10月24日（土）　12:10～13:00
Onco-Cardiologyの新潮流　 
～がん関連VTEに関する新しいエビデンスを踏まえ～

司会：國崎　主税（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病 
センター）

【講演1】 がん関連VTEに関する最新の知見から　 
～今後の臨床がどう変わるか？～

演者：志賀　太郎（がん研有明病院腫瘍循環器・循環器内科）

【講演2】腫瘍循環器学が今なぜ注目されているのか：がん治療医の立場から
演者：元雄　良治（金沢医科大学腫瘍内科学）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/ファイザー株式会社

学術セミナー 57
第19会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール2） 10月24日（土）　12:10～13:00
新時代を迎える大腸癌化学療法 ～個別化治療をふまえた治療ストラテジー～

司会：山口　研成（がん研究会有明病院消化器センター消化器化学療法科）
演者：山﨑健太郎（静岡県立静岡がんセンター消化器内科）
共催：メルクバイオファーマ株式会社



イブニングセミナー

イブニングセミナー 1
第5会場（国立京都国際会館 2F Room B-1） 10月22日（木）　17:40～19:10
がん免疫療法におけるPD-L1検査の意義

司会：北野　滋久（ がん研有明病院先端医療開発センターがん免疫治療 
開発部）

演者：菰原　義弘（熊本大学大学院生命科学研究部細胞病理学）
共催：MSD株式会社

イブニングセミナー 2
第6会場（国立京都国際会館 2F Room B-2） 10月22日（木）　17:40～19:10
リキッドバイプシーによる次世代がん診断技術

司会：光冨　徹哉（近畿大学医学部外科学講座呼吸器外科部門）

【講演1】 肺がんにおけるctDNAによる微小残存病変の検出とその治療における
意義

演者：光冨　徹哉（近畿大学医学部外科学講座呼吸器外科部門）

【講演2】消化器がんにおけるcirculating tumor DNA解析の有用性
演者：中村　能章（国立がん研究センター東病院消化管内科）
共催：ガーダントヘルスジャパン株式会社

イブニングセミナー 3
第4会場（国立京都国際会館 2F Room A） 10月23日（金）　17:40～19:10

司会：植村　天受（近畿大学医学部泌尿器科教室）

【講演1】 がん薬物療法における副作用マネジメント　 
～タキサンに焦点をあてて～

演者：山田みつぎ（千葉がんセンター看護局通院化学療法室）

【講演2】患者の“コントロール感”をチームでサポートする
演者：栗原　幸江（都立駒込病院緩和ケア科）

【講演3】Up-front AR標的薬時代のCRPC治療を探る
演者：塩田　真己（九州大学病院泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科）
共催：サノフィ株式会社

イブニングセミナー 4
第5会場（国立京都国際会館 2F Room B-1） 10月23日（金）　17:40～19:10
転移性腎細胞癌におけるIO+TKI併用療法のAE管理と多職種連携

司会：土谷　順彦（山形大学医学部腎泌尿器外科学講座）
演者：平手　大輔（手稲渓仁会病院薬剤部）
　　　高橋　由美（北海道がんセンター4B病棟）
　　　畠山　真吾（弘前大学先進血液浄化療法学講座（泌尿器科））
共催：メルクバイオファーマ株式会社／ファイザー株式会社



スポンサードシンポジウム

スポンサードシンポジウム 1
第18会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール1） 10月22日（木）　8:50～10:20
大腸癌個別化治療の現状と今後の展望

司会：馬場　秀夫（熊本大学大学院生命科学研究部消化器外科学講座）
　　　吉田　和弘（岐阜大学大学院腫瘍制御学講座腫瘍外科学分野）

【講演1】大腸癌個別化治療に必要な最新知見2020
演者：砂川　　優（聖マリアンナ医科大学臨床腫瘍学講座）

【講演2】外科医からみた大腸癌治療の最新エビデンス
演者：沖　　英次（九州大学大学院消化器・総合外科）
共催：武田薬品工業株式会社

スポンサードシンポジウム 2
第19会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール2） 10月22日（木）　10:40～12:10
日本における子宮頸がん治療の現状と今後

司会：藤原　恵一（埼玉医科大学国際医療センター）

【講演1】日本における子宮頸がんの疫学と治療の現状
演者：藤原　恵一（埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科）

【講演2】 進行・再発子宮頸がんに対する一次/二次治療： 
免疫チェックポイント阻害剤

演者：岩田　　卓（慶應義塾大学病院婦人科）

【講演3】現在開発中の進行・再発子宮頸がんに対する新規二次治療
演者：長谷川幸清（埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科）
共催：ジェンマブ株式会社

スポンサードシンポジウム 3
第10会場（国立京都国際会館 1F さくら） 10月22日（木）　16:00～17:00
がん悪液質治療と患者が抱える食の悩み

司会：奥坂　拓志（国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科）

【講演1】 がん悪液質治療の現状と展望   
～がん悪液質はどのように理解されているのか？～

演者：髙山　浩一（ 京都府立医科大学大学院医学研究科内科学教室呼吸器 
内科分野）

【講演2】 がん悪液質による患者と家族の食に関する苦悩への 
緩和ケア・サポーティブケア・栄養ケアの統合

演者：天野　晃滋（国立がん研究センター中央病院緩和医療科）
共催：小野薬品工業株式会社



スポンサードシンポジウム 4
第10会場（国立京都国際会館 1F さくら） 10月23日（金）　8:30～10:00
MSI-H大腸癌における免疫チェックポイント阻害薬の位置付け

司会：加藤　健志（大阪医療センターがん診療部下部消化管外科）

【Session 1】MSI-H大腸癌の基礎と豆知識
演者：谷口　浩也（国立がん研究センター東病院消化管内科）

【Session 2】MSI-High 進行再発大腸癌に対する免疫療法の最近の話題
演者：山﨑健太郎（静岡県立静岡がんセンター治験管理部消化器内科）

司会：吉野　孝之（国立がん研究センター東病院消化管内科） 

【Session 3】 免疫チェックポイント製剤使用時におけるirAEマネジメント 
～内分泌障害に関して・内分泌代謝科専門医の立場から～

演者：岩間信太郎（名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科）

【Session 3】 免疫チェックポイント製剤使用時におけるirAEマネジメント 
～肝障害に関して・肝臓専門医の立場から

演者：池田　公史（国立がん研究センター東病院肝胆膵内科）
総括1：加藤　健志（大阪医療センターがん診療部下部消化管外科）
総括2：吉野　孝之（国立がん研究センター東病院消化管内科）
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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第18会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール1） 10月23日（金）　8:30～10:00
オリゴメタ治療戦略におけるパラダイムシフト

司会：中川　恵一（東京大学医学部附属病院放射線科）

【講演1】 パラダイムチェンジは常に最初は否定される 
－オリゴ転移に対する定位放射線治療

演者：大西　　洋（山梨大学医学部放射線医学講座）

【講演2】 肺がんオリゴメタに対する治療戦略と今後の展望： 
どこまでがオリゴメタなのか、そして局所治療は有効なのか

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）

【講演3】 オリゴメタにおける全身治療の役割 
～そもそも、局所治療は必要なのか？～

演者：高野　利実（がん研究会有明病院乳腺センター乳腺内科）
共催：一般社団法人 がん医療の今を共有する会（ACT）
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第18会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール1） 10月23日（金）　10:20～11:50
進行再発卵巣癌の新たな治療戦略

司会：青木　大輔（慶應義塾大学医学部産婦人科学教室） 

【講演1】卵巣癌におけるPARP阻害剤の有効性について
演者：原野　謙一（国立がん研究センター東病院先端医療科／乳腺・腫瘍内科）

【講演2】PARP阻害剤の基礎と実臨床への展開
演者：織田　克利（ 東京大学大学院医学系研究科医用生体工学講座 

統合ゲノム学分野）

【講演3】 卵巣癌治療：今後の治療開発とPARP阻害剤 
-New Frontiers of PARPi treatment in Ovarian Cancer- 

演者：武隈　宗孝（静岡県立静岡がんセンター婦人科）
共催：武田薬品工業株式会社
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第10会場（国立京都国際会館 1F さくら） 10月23日（金）　16:00～17:30
希少疾患（リンパ腫）

司会：武笠　晃丈（熊本大学大学院生命科学研究部脳神経外科学講座）
　　　柴山　浩彦（大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学）

【講演1】再発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するチラブルチニブの効果
演者：成田　善孝（国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科）

【講演2】原発性マクログロブリン血症に対する治療戦略
演者：賴　　晋也（近畿大学病院血液・膠原病内科）
共催：小野薬品工業株式会社
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第18会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール1） 10月23日（金）　16:00～18:10
AIを用いた画像診断技術と肺癌診療の未来

司会：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）

【講演1】肺癌診療の現状と課題　～臨床医がAIに求めるもの～
演者：鈴木　弘行（福島県立医科大学医学部呼吸器外科学講座）

【講演2】がんの画像診断とディープラーニングを用いた取り組みの最前線
演者：藤田　広志（岐阜大学工学部）

司会：矢野　聖二（金沢大学がん進展制御研究所）

【講演3】画像診断技術の医療への応用と実用化
演者：大垣　慶介（エムスリー株式会社）
　　　本田　聖和（エムスリー株式会社）
　　　峯岸　裕司（日本医科大学大学院医学研究科呼吸器内科学分野）

Closing Remarks
演者：弦間　昭彦（日本医科大学）
共催：アストラゼネカ株式会社
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第19会場（ザ・プリンス 京都宝ヶ池 B2F プリンスホール2） 10月24日（土）　10:20～11:50
複合がん免疫療法時代のirAEマネジメントNew knowledge 
～irAEにおけるUMNを考える・チームマネジメントの新展開～

司会：田中　洋史（新潟県立がんセンター新潟病院内科）
演者：山口　　央（埼玉医科大学国際医療センター呼吸器内科）
　　　藤堂　真紀（埼玉医科大学国際医療センター薬剤部）
　　　玉木　秀子（埼玉医科大学国際医療センター看護部）
　　　島田　祐樹（埼玉医科大学国際医療センター支持医療科）
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


