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Ⅳ.	その他セッションのご案内

学術セミナー

学術セミナー 1
10月21日（木） 12:40～13:30 第2会場（会議センター 3F 301+302）
胃癌のTotal Treatmentを考える ～手術から化学療法まで～

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）

【講演1】胃癌治療ガイドライン第6版を踏まえた最新の治療戦略
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】高度進行胃がんに対する集学的治療 －低侵襲手術の役割－
演者：大森　　健（大阪国際がんセンター・消化器外科・胃外科）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー 2
10月21日（木） 12:40～13:30 第3会場（会議センター 3F 303+304）
HR陽性HER2陰性進行再発乳がんの薬物療法

司会：岩田　広治（愛知県がんセンター・乳腺科）

【講演1】基礎的理解から紐解くCDK4/6阻害剤の治療
演者：髙田　　護（ 千葉大学大学院医学研究院・臓器制御外科学／ 

千葉大学総合安全衛生管理機構）

【講演2】 HR陽性HER2陰性転移再発乳癌の治療戦略  
～イブランスの使いどころ～

演者：増田　慎三（ 名古屋大学大学院医学系研究科・病態外科学講座・ 
乳腺・内分泌外科）

共催：ファイザー株式会社

学術セミナー 3
10月21日（木） 12:40～13:30 第4会場（会議センター 4F 411+412）
癌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：齊藤　光江（順天堂大学医学部乳腺・内分泌外科）
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 4
10月21日（木） 12:40～13:30 第5会場（会議センター 4F 418）
大腸癌治療の過去・現在・未来 ～適切な治療選択を目指して～

司会：竹政伊知朗（札幌医科大学・消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）
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：株式会社ヤクルト本社
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学術セミナー 5
10月21日（木） 12:40～13:30 第6会場（会議センター 4F 419）
がん疼痛とオピオイドの使い分け

司会：有賀　悦子（帝京大学医学部緩和医療学講座）
演者：松田　良信（市立芦屋病院・緩和ケア内科）
共催：日本臓器製薬

学術セミナー 6
10月21日（木） 12:40～13:30 第7会場（会議センター 5F 503）
臓器横断的治療の最新知見

司会：吉野　孝之（国立がん研究センター東病院・消化管内科）
演者：武田　真幸（奈良県立医科大学・がんゲノム・腫瘍内科学講座）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 7
10月21日（木） 12:40～13:30 第8会場（会議センター 5F 501）
進行・再発大腸癌に対する手術と薬物療法

司会：沖　　英次（九州大学大学院・消化器・総合外科）
演者：上原　　圭（名古屋大学大学院・腫瘍外科学）
共催：サノフィ株式会社

学術セミナー 8
10月21日（木） 12:40～13:30 第9会場（会議センター 5F 502）
PD-L1検査の功罪 頭頸部癌免疫チェックポイント阻害剤 Up to Date

司会：松浦　一登（国立がん研究センター東病院・頭頸部外科）
演者：横田　知哉（静岡県立静岡がんセンター・消化器内科）
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

学術セミナー 9
10月21日（木） 12:40～13:30 第10会場（アネックスホール 2F F201+F202）
希少遺伝子変異を伴う肺がん治療戦略  
～遺伝子パネル検査 Up to Dateを踏まえて～

司会：岡本　　勇（九州大学病院・呼吸器科）
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：中外製薬株式会社／ノバルティス ファーマ株式会社

学術セミナー 10
10月21日（木） 12:40～13:30 第11会場（アネックスホール 2F F203+F204）
ドライバー遺伝子変異陽性NSCLCの新たな治療展開

司会：駄賀　晴子（大阪市立総合医療センター・腫瘍内科）
演者：阪本　智宏（鳥取大学医学部附属病院・呼吸器内科・膠原病内科）
共催：日本イーライリリー株式会社



JSCO 59th Annual Meeting 2021 Program

20

学術セミナー 11
10月21日（木） 12:40～13:30 第12会場（アネックスホール 2F F205+F206）
食道がん治療の現状と展望 ～周術期治療と薬物療法～

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：尾形　高士（ 地方独立行政法人神奈川県立病院機構・ 
神奈川県立がんセンター・消化器外科）

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 12
10月21日（木） 12:40～13:30 第13会場（展示ホール 1F 展示ホール会場A）
進行前立腺がんのupfront治療を考える

司会：鈴木　和浩（ 群馬大学大学院医学系研究科泌尿器科学）
演者：三好　康秀（ 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）
共催：アステラス製薬株式会社

学術セミナー 13
10月21日（木） 12:40～13:30 第14会場（展示ホール 1F 展示ホール会場B）
実臨床におけるリキッドバイオプシーの今後の展望

司会：秋田　弘俊（ 北海道大学大学院医学研究院・内科学分野・ 
腫瘍内科学教室）

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

共催：ガーダントヘルスジャパン株式会社

学術セミナー 14
10月21日（木） 12:40～13:30 第15会場（会議センター 3F 313+314）

司会：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）

【講演1】 進行尿路上皮癌に対する 一次維持療法の意義と実践
演者：土谷　順彦（ 山形大学医学部・腎泌尿器外科学講座）

【講演2】 押さえておきたい、バベンチオ維持療法の副作用マネジメント  
～メディカルスタッフの立場から～

演者：藤堂　真紀（ 埼玉医科大学国際医療センター・薬剤部）
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

学術セミナー 15
10月21日（木） 12:40～13:30 第16会場（会議センター 3F 315）
患者から看護師によせる期待　～納得のいく治療のために～

司会：佐々木治一郎（ 北里大学医学部・新世紀医療開発センター）
演者：松本　陽子（ NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会）
共催：ファイザー株式会社
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学術セミナー 16
10月21日（木） 12:40～13:30 第17会場（会議センター 5F 511+512）
進行性尿路上皮癌の薬物治療戦略  
～ペムブロリズマブのRWDから見えてきたもの～

司会：藤本　清秀（ 奈良県立医科大学・泌尿器科学教室）
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 17
10月22日（金） 12:30～13:20 第2会場（会議センター 3F 301+302）
大腸癌個別化治療の今：MSI-Hによるprecision medicine

司会：室　　　圭（ 愛知県がんセンター・薬物療法部）
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：MSD株式会社

学術セミナー 18
10月22日（金） 12:30～13:20 第3会場（会議センター 3F 303+304）
Checkmate214長期フォローアップデータがもたらした 
腎癌治療のパラダイムシフト

司会：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）
演者：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）
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 19
10月22日（金） 12:30～13:20 第4会場（会議センター 4F 411+412）
再発・転移頭頸部がんにおける免疫チェックポイント阻害薬のCQを考える

司会：平野　　滋（ 京都府立医科大学大学院医学研究科・ 
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室）

演者：岩江　信法（ 兵庫県立がんセンター・頭頸部外科）
共催：MSD株式会社

学術セミナー 20
10月22日（金） 12:30～13:20 第5会場（会議センター 4F 418）
ブリグチニブが一次治療で使用されるためには

司会：杉尾　賢二（ 大分大学医学部・呼吸器・乳腺外科学講座）
演者：関　　順彦（ 帝京大学医学部・内科学講座・腫瘍内科）
共催：武田薬品工業株式会社

学術セミナー 21
10月22日（金） 12:30～13:20 第6会場（会議センター 4F 419）
当院におけるがんゲノム医療の現状と新薬ラロトレクチニブの話題

司会：川井　　章（ 国立がん研究センター中央病院骨軟部腫瘍科）
演者：山﨑健太郎（ 静岡県立静岡がんセンター・消化器内科 兼 治験管理室）
共催：バイエル薬品株式会社
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学術セミナー 22
10月22日（金） 12:30～13:20 第7会場（会議センター 5F 503）
免疫チェックポイント阻害剤のirAEとチームで取り組むマネジメント

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：駄賀　晴子（ 地方独立行政法人大阪市民病院機構・ 
大阪市立総合医療センター・腫瘍内科）

共催：中外製薬株式会社

学術セミナー 23
10月22日（金） 12:30～13:20 第8会場（会議センター 5F 501）
ｍRCCに対するIO-TKIの位置づけ 
－最新データおよび実臨床経験に基づく考察－

司会：大家　基嗣（ 慶應義塾大学医学部・泌尿器科学教室）
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 24
10月22日（金） 12:30～13:20 第9会場（会議センター 5F 502）
大腸癌治療成績向上に向けた新たな治療戦略  
～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】 marginally resectable 大腸癌  
～根治性を確保するための腹腔鏡アプローチ～

演者：的場周一郎（虎の門病院・消化器外科）

【講演2】 Heterogeneityを考慮したCRC Total Management Strategy
演者：山田　岳史（ 日本医科大学・消化器外科）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー 25
10月22日（金） 12:30～13:20 第10会場（アネックスホール 2F F201+F202）

司会：寺田　智祐（ 京都大学医学部附属病院・薬剤部）

【講演1】 irAE消化器障害の診断・治療継続のポイント  
～肝細胞癌におけるがん免疫療法時代の到来を受けて～

演者：伊藤　隆徳（ 名古屋大学医学部附属病院・消化器内科）

【講演2】 免疫チェックポイント阻害剤投与時における薬剤師の役割  
～名古屋大学の取り組み～

演者：宮崎　雅之（ 名古屋大学医学部附属病院・薬剤部）
共催：中外製薬株式会社
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学術セミナー 26
10月22日（金） 12:30～13:20 第11会場（アネックスホール 2F F203+F204）

司会：安藤　雄一（ 名古屋大学医学部附属病院・化学療法部／ 
がんゲノム医療部門）

【講演1】がん遺伝子パネル検査　Tissue/Liquidの位置づけ
演者：小峰　啓吾（ 東北大学病院・腫瘍内科）

【講演2】 がん免疫療法におけるがんゲノムプロファイリング検査の役割
演者：林　　秀幸（ 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：中外製薬株式会社

学術セミナー 27
10月22日（金） 12:30～13:20 第12会場（アネックスホール 2F F205+F206）
Bestな大腸がん治療を目指して  
～複雑化する進行再発大腸がん治療戦略をシンプルに～

司会：小松　嘉人（ 北海道大学病院・腫瘍センター）
演者：小髙　雅人（ 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 28
10月22日（金） 12:30～13:20 第13会場（展示ホール 1F 展示ホール会場A）
転移性前立腺癌の化学療法におけるチーム医療の役割とは？

司会：植村　天受（ 近畿大学医学部・泌尿器科学教室）

【講演1】 前立腺癌におけるチーム医療 ～看護師の立場から～
演者：樋口麻衣子（ 富山大学附属病院・看護部）

【講演2】 前立腺癌におけるチーム医療 ～薬剤師の立場から～
演者：石川　雄大（ 富山大学附属病院・薬剤部）

【講演3】 前立腺癌におけるチーム医療　～医師の立場から～
演者：北村　　寛（富山大学学術研究部医学系・腎泌尿器科学）
共催：サノフィ株式会社

学術セミナー 29
10月22日（金） 12:30～13:20 第14会場（展示ホール 1F 展示ホール会場B）
COVID禍を踏まえた肺がん治療戦略におけるICI併用化学療法

司会：堀之内秀仁（ 国立がん研究センター中央病院・呼吸器内科）
演者：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）
共催：協和キリン株式会社

学術セミナー 30
10月22日（金） 12:30～13:20 第15会場（会議センター 3F 313+314）
がん疼痛治療の知識を整理する －薬物療法を効果的に行うために－

司会：高橋　慶一（公益財団法人・東京都保健医療公社・大久保病院・外科）
演者：橋口さおり（ 聖マリアンナ医科大学・緩和医療学講座）
共催：久光製薬株式会社／協和キリン株式会社
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学術セミナー 31
10月22日（金） 12:30～13:20 第16会場（会議センター 3F 315）
膵癌の治療戦略

司会：海野　倫明（ 東北大学大学院・消化器外科学）

【講演1】 がん研有明病院の膵癌集学的治療　チーム医療における外科の役割
演者：井上　陽介（ がん研究会有明病院・肝・胆・膵外科）

【講演2】 切除不能膵癌に対する薬物療法のUp to date
演者：尾阪　将人（ がん研究会有明病院・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 32
10月22日（金） 12:30～13:20 第17会場（会議センター 5F 511+512）
進行NSCLC：ICI治療のクリニカルクエスチョンを考える

司会：堀田　勝幸（ 岡山大学病院・新臨床研究開発センター臨床研究部）
演者：赤松　弘朗（ 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

学術セミナー 33
10月23日（土） 12:30～13:20 第2会場（会議センター 3F 301+302）
ベージニオをうまく使いこなすコツ  
～大阪国際がんセンターのチーム医療の取り組み～

司会：徳永えり子（ 九州がんセンター・乳腺科）
演者：中山　貴寛（ 大阪国際がんセンター・乳腺内分泌外科）
　　　髙木　麻里（ 大阪国際がんセンター・薬局）
　　　吉田　美穂（ 大阪国際がんセンター・看護部）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー 34
10月23日（土） 12:30～13:20 第3会場（会議センター 3F 303+304）

司会：古瀬　純司（ 杏林大学医学部・腫瘍内科学教室）

【講演1】 肝細胞癌におけるAtezolizumab+Bevacizumab療法の 
併用意義を考える

演者：惠莊　裕嗣（ 京都大学大学院医学研究科・消化器内科学）

【講演2】 Atezolizumab+Bevacizumab療法の投与継続のポイント
演者：上野　　誠（ 神奈川県立がんセンター・消化器内科／ 

新規治療開発支援センター）
共催：中外製薬株式会社
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学術セミナー 35
10月23日（土） 12:30～13:20 第5会場（会議センター 4F 418）
胃癌治療の臨床現場で如何にオプジーボを使いこなすか？

司会：寺島　雅典（ 静岡県立静岡がんセンター）
演者：仁科　智裕（ 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター・消化器内

科・がんゲノム医療センター）
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 36
10月23日（土） 12:30～13:20 第6会場（会議センター 4F 419）
がんサポーティブケアにおける補剤を中心とした漢方薬の役割

司会：全田　貞幹（ 国立がん研究センター東病院・放射線治療科）
演者：西内　崇将（ 高松赤十字病院・腫瘍内科（兼）化学療法科）
共催：株式会社ツムラ

学術セミナー 37
10月23日（土） 12:30～13:20 第7会場（会議センター 5F 503）
肺扁平上皮がん副作用マネジメント ～抗EGFR抗体を中心に～

司会：西尾　誠人（ がん研究会有明病院・呼吸器センター）

【講演1】 肺がんと血栓塞栓症・低マグネシウム血症
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】 肺がんと皮膚障害マネジメント
演者：西野　和美（ 大阪国際がんセンター・呼吸器内科）
共催：日本化薬株式会社

学術セミナー 38
10月23日（土） 12:30～13:20 第9会場（会議センター 5F 502）
進行・再発大腸癌診療へのアプローチ  
～これは知って欲しい個別化治療とバイオマーカー～

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）

【講演1】 個別化治療の最新エビデンスと治療ストラテジー
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】 バイオマーカーとしての血管新生増殖因子
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：日本イーライリリー株式会社
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学術セミナー 39
10月23日（土） 12:30～13:20 第10会場（アネックスホール 2F F201+F202）
腫瘍循環器を考える

司会：草場　仁志（ 九州大学大学院医学研究院・連携病態修復内科学）

【講演1】 Onco-Cardiologyの今後の展望
演者：向井　幹夫（ 大阪国際がんセンター・成人病ドック科）

【講演2】 CAT（がん関連血栓症）治療のNew Normal
演者：田中　善宏（ 岐阜大学医学部外科学講座・消化器外科・小児外科）
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 40
10月23日（土） 12:30～13:20 第11会場（アネックスホール 2F F203+F204）
GIST Update 2021 －最新の知見と展望－

司会：西田　俊朗（ 地域医療機能推進機構・大阪病院／ 
国立がん研究センター）

【講演1】 周術期化学療法
演者：髙橋　　剛（大阪大学医学部医学科教育センター）

【講演2】 進行期化学療法
演者：尾阪　将人（がん研有明病院・消化器センター・肝・胆・膵内科）
共催： ノバルティス ファーマ株式会社／ファイザー株式会社／ 

バイエル薬品株式会社

学術セミナー 41
10月23日（土） 12:30～13:20 第12会場（アネックスホール 2F F205+F206）
HER2陽性胃癌に対する新たな治療戦略

司会：市川　大輔（ 山梨大学医学部・外科学講座第1教室）
演者：廣中　秀一（ 大分大学医学部・腫瘍・血液内科学講座）
共催：第一三共株式会社

学術セミナー 42
10月23日（土） 12:30～13:20 第13会場（展示ホール 1F 展示ホール会場A）
がん治療におけるチーム医療のこれからを考える  
～免疫チェックポイント阻害剤時代を迎えて～

司会：下村　昭彦（ 国立国際医療研究センター病院・乳腺・腫瘍内科／ 
臨床ゲノム科・がん総合内科）

演者：上野　直人（ The University of Texas MD Anderson Cancer 
Center）

共催：中外製薬株式会社
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学術セミナー 43
10月23日（土） 12:30～13:20 第14会場（展示ホール 1F 展示ホール会場B）
膵・消化管神経内分泌腫瘍に対するPRRT（ペプチド受容体放射性核種療法）
～臨床的意義と治療環境構築について～

司会：原　　和生（ 愛知県がんセンター・消化器内科部）

【講演1】 特別な措置を講じた部屋について
演者：木藤　理恵（ 横浜市立大学附属病院・臨床試験管理室）

【講演2】 実臨床におけるPRRTの可能性と課題  
～国内臨床試験の経験を踏まえて～

演者：小林　規俊（ 横浜市立大学大学院医学研究科・がん総合医科学）
共催：富士フイルム富山化学株式会社

学術セミナー 44
10月23日（土） 12:30～13:20 第15会場（会議センター 3F 313+314）
膵疾患の周術期サポーティブケア ～栄養療法に期待するもの

司会：庄　　雅之（ 奈良県立医科大学・消化器・総合外科学教室）
演者：松尾　洋一（ 名古屋市立大学大学院医学研究科・消化器外科学）
共催：ノーベルファーマ株式会社／株式会社メディパルホールディングス

学術セミナー 45
10月23日（土） 12:30～13:20 第16会場（会議センター 3F 315）
頭皮冷却装置による脱毛予防効果の実際と工夫

司会：大竹　　徹（ 公立大学法人・福島県立医科大学・医学部・乳腺外科学講座）
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
10月23日（土） 12:30～13:20 第17会場（会議センター 5F 511+512）
うまく続けよう ～最新の上部消化管がん化学療法

司会：竹内　裕也（ 浜松医科大学・外科学第二講座）
演者：加藤　　健（ 国立がん研究センター中央病院・頭頸部・食道内科／ 

消化管内科）
共催：日医工株式会社

n-tashiro
テキスト ボックス
後日オンデマンド配信あり

n-tashiro
テキスト ボックス
後日オンデマンド配信あり
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イブニングセミナー

イブニングセミナー 1
10月21日（木） 19:00～20:30 第2会場（会議センター 3F 301+302）
消化管領域におけるがん悪液質について考える

司会：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）

演者：工藤　敏啓（ 大阪国際がんセンター・腫瘍内科）
共催：小野薬品工業株式会社

イブニングセミナー 2
10月21日（木） 19:00～20:15 第3会場（会議センター 3F 303+304）
BRAF変異大腸がんの治療戦略

司会：小松　嘉人（ 北海道大学病院・腫瘍センター）

【講演1】 外科医が考えるBRAF変異大腸がんの最適な治療戦略
演者：上原　　圭（ 名古屋大学医学部附属病院・消化器外科1）

【講演2】 内科医が考えるBRAF変異大腸がんの最適な治療戦略
演者：室　　　圭（ 愛知県がんセンター 兼 薬物療法部）
共催：小野薬品工業株式会社

イブニングセミナー 3
10月21日（木） 19:00～20:30 第4会場（会議センター 4F 411+412）
リキッドバイオプシー情報に基づくがん細胞クローン変化の同定と 
ネオアンチゲン免疫療法への応用

司会：猪子　英俊（ ジェノダイブファーマ株式会社／東海大学・名誉教授）
演者：田口　淳一（ 東京ミッドタウン先端医療研究所／ 

東京ミッドタウンクリニック）
共催：ジェノダイブファーマ株式会社

イブニングセミナー 4
10月21日（木） 19:00～20:30 第7会場（会議センター 5F 503）
乳がんのトータルケア

司会：高野　利実（ がん研究会有明病院・乳腺センター・乳腺内科）

【講演1】 乳がん治療医に知って欲しい基本的緩和ケア・専門的緩和ケア
演者：四宮　敏章（ 奈良県立医科大学附属病院・緩和ケアセンター）

【講演2】 HER2陽性進行・再発乳がん患者さんのマネージメント  
～予後10年を見据えて～

演者：渡邉純一郎（ 順天堂大学大学院医学研究科・乳腺腫瘍学講座）
共催：第一三共株式会社
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イブニングセミナー 5
10月21日（木） 19:00～20:30 第8会場（会議センター 5F 501）
大腸がん薬物療法の新潮流2021

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：辻　　晃仁（ 香川大学医学部・臨床腫瘍学講座）
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 6
10月21日（木） 19:00～20:30 第11会場（アネックスホール 2F F203+F204）
ICI時代に改めてTKIを振り返る

司会：加藤　直也（ 千葉大学大学院医学研究院・消化器内科学）

【講演1】 レンバチニブ長期投与のために  
～現状の課題と解決案（疲労倦怠感を中心に）～

演者：下瀬　茂男（ 久留米大学医学部・内科学講座消化器内科部門）

【講演2】 ICI時代においてVEGFR・FGFR阻害剤に期待される作用
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）
共催：エーザイ株式会社メディカル本部

イブニングセミナー 7
10月21日（木） 19:00～20:30 第12会場（アネックスホール 2F F205+F206）
進化する大腸癌治療とLiquid biopsyの将来展望

司会：砂川　　優（聖マリアンナ医科大学・臨床腫瘍学講座）

【講演1】 大腸癌の個別化医療への期待
演者：坂東　英明（ 国立がん研究センター東病院・消化器内科）

【講演2】 Liquid RAS （OncoBEAM™ RAS CRC） の謎に迫る!　
演者：賀川　義規（大阪急性期・総合医療センター・下部消化管外科）
共催：シスメックス株式会社

イブニングセミナー 8
10月22日（金） 18:50～20:20 第2会場（会議センター 3F 301+302）
TNBCの挑戦者たちへ ～プロフェッショナルに求められる知識と応用力～

司会：大野　真司（ がん研究会有明病院・乳腺センター）

【講演1】 腫瘍内科医の立場から
演者：高野　利実（ がん研究会有明病院・乳腺内科）

【講演2】 腫瘍免疫学の視点から
演者：北野　滋久（ がん研究会有明病院・先端医療開発センター／ 

がん免疫治療開発部）
共催：MSD株式会社

n-tashiro
テキスト ボックス
後日オンデマンド配信あり
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イブニングセミナー 9
10月22日（金） 18:50～20:20 第3会場（会議センター 3F 303+304）
日常診療におけるBRCA遺伝子検査の実践

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】 リムパーザはmCRPC治療のキードラッグとなるか?
演者：北村　　寛（ 富山大学学術研究部医学系・腎泌尿器科学）

【講演2】 今日からできる遺伝子検査成功のためのコツ
演者：都築　豊徳（ 愛知医科大学病院・病理診断科）

【講演3】 遺伝学的検査を患者さんにどう説明するか?
演者：櫻井　晃洋（ 札幌医科大学医学部・遺伝医学）
共催：アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー 10
10月22日（金） 18:50～20:20 第4会場（会議センター 4F 411+412）
膵癌におけるがんゲノム医療

司会：北野　雅之（ 和歌山県立医科大学・消化器内科）

【講演1】 生殖細胞系列遺伝子検査到来に伴う膵癌診療の変化
演者：蘆田　玲子（ 和歌山県立医科大学・消化器内科）

【講演2】 ゲノム医療時代の遺伝医療部門からの膵癌診療への提案
演者：井本　逸勢（ 愛知県がんセンター研究所）
共催：アクトメッド株式会社

イブニングセミナー 11
10月22日（金） 18:50～20:20 第5会場（会議センター 4F 418）
肝内胆管癌に対するがんゲノム診断と新たな個別化薬物治療

司会：古瀬　純司（ 杏林大学医学部腫瘍内科学）

【講演1】 胆道癌に対するがんゲノム医療の臨床実装
演者：林　　秀幸（ 慶應義塾大学医学部腫瘍センター・ゲノム医療ユニット）

【講演2】 肝内胆管癌に対する薬物治療の個別化アプローチ
演者：上野　　誠（ 神奈川県立がんセンター消化器内科（肝胆膵））
共催：インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社

n-tashiro
テキスト ボックス
後日オンデマンド配信あり



JSCO 59th Annual Meeting 2021 Program

31

イブニングセミナー 12
10月22日（金） 18:50～19:40 第6会場（会議センター 4F 419）
泌尿器がん薬物療法における皮膚障害のマネージメント

司会：木村　高弘（ 東京慈恵会医科大学・泌尿器科）

【講演1】 Apalutamide 使用時の皮疹マネージメント 
～生兵法になっていませんか？～

演者：小林　　恭（京都大学大学院医学研究科・泌尿器科学）

【講演2】抗がん剤治療における皮膚障害の見方と対応
演者：藤山　幹子（ 国立病院機構四国がんセンター・併存疾患センター／ 

皮膚科）
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 13
10月22日（金） 18:50～20:20 第8会場（会議センター 5F 501）
尿路上皮癌のアンメットクリニカルニーズを考える

司会：野々村祝夫（ 大阪大学大学院医学系研究科・器官制御外科学講座・ 
泌尿器科学）

【講演1】 尿路上皮癌ctDNA解析の現状と展望
演者：加藤　大悟（ 大阪大学大学院医学系研究科・器官制御外科学講座・ 

泌尿器科学）

【講演2】 尿路上皮癌の免疫療法を考える ～免疫病理学の視点から～
演者：鳥越　俊彦（ 札幌医科大学医学部・病理学第一講座）
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

イブニングセミナー 14
10月22日（金） 18:50～20:20 第9会場（会議センター 5F 502）
専門医に聞くICI 処方医が知っておくべきirAEマネジメント

司会：吉田　和弘（ 岐阜大学大学院医学系研究科・腫瘍制御学講座・ 
腫瘍外科学分野）

【講演1】 irAE　肺障害　～ざっくり知見を振り返る
演者：佐多　将史（ 自治医科大学・内科学講座呼吸器内科学部門）

【講演2】 irAE　内分泌障害　内分泌障害の臨床像と発症予測
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）

【講演3】irAE　心臓障害　心筋炎のオーバービューと対策
演者：中埜信太郎（ 埼玉医科大学国際医療センター・心臓内科）
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
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イブニングセミナー 15
10月22日（金） 18:50～19:50 第10会場（アネックスホール 2F F201+F202）
HER2陽性転移・再発乳癌の治療戦略  
～エンハーツの位置づけと今後の展開～

司会：岩田　広治（ 愛知県がんセンター・乳腺科部）
演者：髙橋　將人（ 北海道がんセンター）
共催：第一三共株式会社

イブニングセミナー 16
10月22日（金） 18:50～19:50 第11会場（アネックスホール 2F F203+F204）
今、なぜオピオイド誘発性便秘症（OIC）を考えるのか？

司会：林　　隆一（ 国立がん研究センター東病院）

【講演1】 がん治療医からみたOIC診療
演者：梶浦　新也（ 富山大学附属病院・臨床腫瘍部）

【講演2】 OIC治療がもたらす患者ベネフィット ～診断と治療の最前線～
演者：結束　貴臣（ 横浜市立大学附属病院・緩和医療科）
共催：塩野義製薬株式会社

イブニングセミナー 17
10月22日（金） 18:50～20:20 第12会場（アネックスホール 2F F205+F206）
がんゲノム医療時代における大腸癌薬物療法

司会：板橋　道朗（ 東京女子医科大学・消化器・一般外科）

【講演】 大腸癌治療の最新情報 ～リキッドバイオプシーへの期待～
演者：沖　　英次（ 九州大学大学院・消化器・総合外科）

【総合討論】 大腸がん治療後方ラインにおける治療の工夫
演者：川上　武志（ 静岡県立静岡がんセンター・消化器内科）
ディスカッサント：沖　　英次（九州大学大学院・消化器・総合外科）
共催：バイエル薬品株式会社

イブニングセミナー 18
10月22日（金） 18:50～20:20 第13会場（展示ホール 1F 展示ホール会場A）
子宮頸がん治療の現状と今後

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】 進行・再発子宮頸癌に対する治療戦略
演者：西尾　　真（ 久留米大学医学部・産科婦人科学教室）

【講演2】 子宮頸がんにおける腫瘍免疫療法
演者：岩田　　卓（ 慶應義塾大学医学部・産婦人科学教室）
共催：ジェンマブ株式会社
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イブニングセミナー 19
10月22日（金） 18:50～19:50 第14会場（展示ホール 1F 展示ホール会場B）
HER2陽性乳がんの治療戦略 ～周術期から転移・再発まで～

司会：徳永えり子（ 独立行政法人国立病院機構・九州がんセンター・乳腺科）
演者：内藤　陽一（ 国立がん研究センター東病院・総合内科／先端医療科／ 

腫瘍内科）
共催：中外製薬株式会社

イブニングセミナー 20
10月22日（金） 18:50～20:20 第15会場（会議センター 3F 313+314）
粒子線治療に新展開  
～放射線治療用スペーサーの変遷と吸収性スペーサーの使用経験～

司会：高橋　慶一（ 東京都保健医療公社・大久保病院）

【講演1】 重粒子線治療におけるスペーサーの変遷と将来
演者：山田　　滋（ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・QST病院）

【講演2】 小児腫瘍患者へのスペーサー留置術の経験
演者：神保　教広（ 筑波大学・医学医療系・小児外科）

【講演3】 スペーサー治療の課題と展望
演者：福本　　巧（ 神戸大学大学院医学研究科外科学講座・肝胆膵外科分野）
共催：アルフレッサ ファーマ株式会社

イブニングセミナー 21
10月22日（金） 18:50～19:40 第16会場（会議センター 3F 315）
大腸がん個別化治療の最前線 －国際学会の最新知見を踏まえて－

司会：橋口陽二郎（ 帝京大学医学部・外科学講座）
演者：坂東　英明（ 国立研究開発法人・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

n-tashiro
テキスト ボックス
後日オンデマンド配信あり
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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
10月21日（木） 16:20～18:20 第3会場（会議センター 3F 303+304）
希少疾患 リンパ腫 【PCNSL、WM/LPL】

司会：齋藤　竜太（ 名古屋大学大学院医学系研究科・脳神経外科学）
　　　丸山　　大（ がん研究会有明病院・血液腫瘍科）

【講演1】 中枢神経原発悪性リンパ腫（PCNSL）の最新の診断および治療
演者：篠山　隆司（ 神戸大学大学院医学研究科外科系講座・脳神経外科学分野）

【講演2】 原発性マクログロブリン血症/ 
リンパ形質細胞性リンパ腫の治療におけるチラブルチニブの位置づけ

演者：口分田貴裕（ 近畿大学医学部・血液・膠原病内科）
共催：小野薬品工業株式会社

スポンサードシンポジウム2
10月21日（木） 16:20～18:50 第7会場（会議センター 5F 503）
大腸癌個別化治療の現状と今後の展望

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）

【講演1】 外科医による大腸癌治療の最新updateと今後の展望
演者：渡邉　　純（ 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・外科）

【講演2】 内科医が注目する進行再発大腸癌の薬物治療
演者：谷口　浩也（ 愛知県がんセンター・薬物療法部）

クリニカルクエスチョンに対するディスカッション
共催：武田薬品工業株式会社

スポンサードシンポジウム3
10月22日（金） 8:00～10:00 第2会場（会議センター 3F 301+302）
がん免疫療法実用化の時代　～乳癌治療における現状と課題を理解する～

司会：山口　佳之（ 川崎医科大学・臨床腫瘍学）

【講演1】 がん免疫療法における腫瘍微小環境の重要性
演者：冨樫　庸介（ 岡山大学学術研究院医歯薬学域・腫瘍微小環境学分野）

【講演2】 乳癌の病理組織診断から見える腫瘍免疫微小環境
演者：津田　　均（防衛医科大学校・医学教育部医学科・病態病理学）

【講演3】 転移再発乳癌に対する免疫療法の現状と課題
演者：三好　康雄（ 兵庫医科大学病院・乳腺・内分泌外科）

パネルディスカッション
共催：MSD株式会社
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スポンサードシンポジウム4
10月23日（土） 8:50～11:20 第3会場（会議センター 3F 303+304）
肺がん・消化器がんの治療における、がん悪液質について考える

司会：光冨　徹哉（ 近畿大学医学部・外科学教室・呼吸器外科部門）
　　　塩澤　　学（ 神奈川県立がんセンター・消化器外科）

【講演1】 悪液質とがん薬物療法
演者：各務　　博（ 埼玉医科大学国際医療センター・呼吸器内科）

【講演2】 がん悪液質治療の現在と未来
演者：髙山　浩一（ 京都府立医科大学大学院医学研究科・呼吸器内科学）

【講演3】 消化器がん治療における、エドルミズの位置付け
演者：髙島　淳生（ 国立がん研究センター中央病院・消化管内科）
共催：小野薬品工業株式会社


