
Ⅴ.	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20日（木）12:30～13:20	 第2会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田A）

司会：徳永えり子（国立病院機構九州がんセンター・乳腺科）

【講演1】がん治療における緩和ケア
演者：木谷　　哲（聖隷佐倉市民病院・乳腺外科）

【講演2】 アドバンス ケア プランニング 
－完治困難ながん患者に最善の医療を提供するために－

演者：相良　安昭（医療法人博愛会相良病院）
共催：第一三共株式会社

学術セミナー2
10月20日（木）12:30～13:20	 第3会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田B）
尿路上皮癌における新たな周術期薬物療法を考える

司会：榎田　英樹（ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　腫瘍学講座　 
泌尿器科学分野）

　　　大家　基嗣（慶應義塾大学医学部　泌尿器科学教室）

【講演1】周術期治療で知っておきたい病理知識
演者：都築　豊徳（愛知医科大学　病理診断科）

【講演2】術後病理学的ステージが示す再発リスクとオプジーボ術後補助療法
演者：大山　　力（弘前大学大学院医学研究科　泌尿器科学講座）
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

学術セミナー3
10月20日（木）12:30～13:20	 第4会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田C）
癌治療に活かす漢方薬の力

司会：馬場　英司（九州大学大学院医学研究院連携社会医学分野）

【講演1】漢方薬の臨床研究経験と私の人参養栄湯の使い方
演者：岡田　健一（和歌山県立医科大学第2外科）

【講演2】 「放射線治療における漢方薬の有用性～人参養栄湯でQOLを落とさ
ず切り抜けよう～」

演者：白石憲史郎（ 帝京大学医学部附属病院帝京がんセンターがん放射線治
療チーム/帝京大学医学部放射線科学講座）

共催：株式会社ツムラ

学術セミナー4
10月20日（木）12:30～13:20	 第5会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽1）
周術期薬物治療で早期肺癌の予後改善はできるのか

司会：山本　信之（和歌山県立医科大学　呼吸器内科・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：中外製薬株式会社
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学術セミナー5
10月20日（木）12:30～13:20	 第6会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽2）
膵癌・胆道癌の薬物療法における最新TOPICS

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

演者：池田　公史（国立がん研究センター東病院　肝胆膵内科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

学術セミナー6
10月20日（木）12:30～13:20	 第7会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽3）
患者視点で考えるイブランスのベネフィット

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：有賀　智之（ 東京都立病院機構　がん・感染症センター　 

都立駒込病院　外科（乳腺）・遺伝子診療科）
共催：ファイザー株式会社

学術セミナー7
10月20日（木）12:30～13:20	 第8会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	和楽）
大腸がん個別化治療の最前線

司会：加藤　健志（ 大阪医療センター・下部消化管外科）
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：小野薬品工業株式会社

学術セミナー8
10月20日（木）12:30～13:20	 第9会場（神戸国際会議場	1F	メインホール）
腎癌治療における現状と課題

司会：西村　和郎（大阪国際がんセンター　泌尿器科）

【講演1】進行腎癌に対する手術治療における課題
演者：近藤　恒徳（東京女子医科大学附属足立医療センター　泌尿器科）

【講演2】免疫療法時代における腎癌治療のトピックス
演者：玉田　　聡（ベルランド総合病院　泌尿器科）
共催：MSD株式会社

学術セミナー9
10月20日（木）12:30～13:20	 第10会場（神戸国際会議場	3F	国際会議室）
新たな局面を迎えた食道癌薬物療法のいま

司会：藤　也寸志（独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター）
演者：室　　　圭（愛知県がんセンター　薬物療法部）
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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学術セミナー10
10月20日（木）12:30～13:20	 第11会場（神戸国際会議場	4F	401+402）
がんゲノム医療新時代の幕開け 
～臓器横断的TMB-highに対するがん免疫療法～

司会：武藤　　学（京都大学大学院医学研究科　腫瘍薬物治療学講座）
演者：池田　貞勝（ 東京医科歯科大学病院　がん先端治療部　がんゲノム診療科）
共催：MSD株式会社

学術セミナー11
10月20日（木）12:30～13:20	 第12会場（神戸国際会議場	5F	501）

胃癌薬物療法に新しい治療標的はあるのか？
司会：大辻　英吾（ 京都府立医科大学大学院医学研究科　消化器外科学）
演者：沖　　英次（九州大学大学院　消化器・総合外科）
共催：アステラス製薬株式会社

学術セミナー12
10月20日（木）12:30～13:20	 第13会場（神戸国際会議場	5F	502）
大腸がんに対する集学的治療2022 
～周術期から切除不能再発まで～

司会：渡邊　昌彦（北里大学北里研究所病院）
演者：渡邉　　純（ 公立大学法人横浜市立大学病院附属　 

市民総合医療センター　消化器病センター）
共催：サノフィ株式会社

学術セミナー13
10月20日（木）12:30～13:20	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
IO併用療法におけるVEGFR/FGFR阻害の意義

司会：吉住　朋晴（ 九州大学大学院医学研究院臨床医学部門消化器・ 
総合外科学分野）

【講演1】腫瘍免疫応答においてVEGFR/FGFR阻害に期待される作用
演者：北野　滋久（公益財団法人がん研究会有明病院先端医療開発科）

【講演2】 淡明細胞型腎癌におけるVEGF/VEGFRシグナルとFGF/FGFRシグ
ナルの役割

演者：内藤　　整（山形大学医学部腎泌尿器外科学講座）
共催：エーザイ株式会社メディカル本部/MSD株式会社メディカルアフェアーズ部門

学術セミナー14
10月20日（木）12:30～13:20	 第15会場（神戸国際展示場	2号館	2F	2A会議室）
改めてRET遺伝子について考える －基礎から臨床まで－

司会：前門戸　任（岩手医科大学　内科学講座　呼吸器内科分野）

【講演1】RET遺伝子変異と発がん
演者：髙橋　雅英（藤田医科大学　国際再生医療センター）

【講演2】RET融合遺伝子陽性非小細胞肺がんの治療戦略
演者：竹内　伸司（金沢大学附属病院　がんセンター）
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15
10月20日（木）12:30～13:20	 第16会場（神戸国際展示場	2号館	3F	3A会議室）
肺癌ゲノム医療におけるコンパニオン診断薬の最新情報

司会：加藤　晃史（神奈川県立がんセンター　呼吸器内科）
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：中外製薬株式会社

学術セミナー16
10月21日（金）12:10～13:00	 第2会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田A）
効果予測因子としてのBRCAの今

司会：中村　清吾（ 昭和大学臨床ゲノム研究所/ 
昭和大学病院ブレストセンター）

演者：山内　英子（聖路加国際病院　ブレストセンター/乳腺外科）
共催：ミリアド・ジェネティクス合同会社

学術セミナー17
10月21日（金）12:10～13:00	 第3会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田B）

司会：寺島　雅典（静岡県立静岡がんセンター）

【講演1】集学的治療時代における胃癌外科治療のBest Practice
演者：市川　大輔（山梨大学医学部　外科学講座　第一教室）

【講演2】これからの胃癌薬物療法　Best Practice
演者：佐竹　悠良（高知大学医学部　腫瘍内科学講座）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー18
10月21日（金）12:10～13:00	 第4会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田C）
こんなときどうする？がんゲノムプロファイリングの疑問解消！ 
～組織と血液の使い分け～

司会：清家　正博（ 日本医科大学大学院医学研究科　呼吸器内科学分野）
演者：中村　能章（ 国立がん研究センター東病院　国際研究推進室/ 

トランスレーショナルリサーチ支援室/消化管内科）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー19
10月21日（金）12:10～13:00	 第5会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽1）
食道癌免疫療法のフロンティア

司会：河野　浩二（福島県立医科大学　消化管外科学講座）
演者：佐伯　浩司（群馬大学大学院　消化管外科）
共催：MSD株式会社
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学術セミナー20
10月21日（金）12:10～13:00	 第6会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽2）
がん診療へのバイオシミラー導入の意義と今後の対策

司会：室　　　圭（愛知県がんセンター病院　薬物療法部）
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：ファイザー株式会社

学術セミナー21
10月21日（金）12:10～13:00	 第7会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽3）
切除不能大腸癌に対する薬物療法2022 
～治療選択ストラテジーのアップデート～

司会：赤木　由人（久留米大学医学部・外科学講座）
演者：砂川　　優（聖マリアンナ医科大学・臨床腫瘍学講座）
共催：日本化薬株式会社

学術セミナー22
10月21日（金）12:10～13:00	 第8会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	和楽）
泌尿器がんと腫瘍免疫　－がん免疫療法の理解の深化－

司会：西山　博之（筑波大学医学医療系臨床医学域・腎泌尿器外科学）
演者：垣見　和宏（東京大学医学部附属病院・免疫細胞治療学）
共催： メルクバイオファーマ株式会社　メディカル本部　 

オンコロジーメディカルアフェアーズ部/ファイザー株式会社　 
オンコロジー部門　メディカル・アフェアーズ部

学術セミナー23
10月21日（金）12:10～13:00	 第9会場（神戸国際会議場	1F	メインホール）
肝内胆管癌に対するPrecision  medicine: 肝内胆管癌がなぜ注目されるのか？

司会：長谷川　潔（東京大学　臓器病態外科学　人工臓器・移植外科）
演者：池田　公史（国立がん研究センター東病院　肝胆膵内科）
共催： インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社　 

メディカルアフェアーズ

学術セミナー24
10月21日（金）12:10～13:00	 第10会場（神戸国際会議場	3F	国際会議室）
Trial to Practice　～安全で適切な治療実践のためのプロセス～

司会：大野　真司（がん研究会有明病院　乳腺センター）
演者：原　　文堅（がん研究会有明病院　乳腺センター）
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25
10月21日（金）12:10～13:00	 第11会場（神戸国際会議場	4F	401+402）
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

学術セミナー26
10月21日（金）12:10～13:00	 第12会場（神戸国際会議場	5F	501）
再発転移経験者のチカラに学ぶ～ケアの双方向性がもたらすもの～

司会：梅田　　恵（ ファミリー・ホスピス株式会社　がん看護専門看護師）
演者：栗原　幸江（ 認定NPO法人マギーズ東京/上智大学グリーフケア研究所）
共催：ファイザー株式会社

学術セミナー27
10月21日（金）12:10～13:00	 第13会場（神戸国際会議場	5F	502）
大腸癌診療における遺伝性腫瘍マルチ遺伝子パネル検査の実装化に向けて

司会：石田　秀行（ 埼玉医科大学総合医療センター　消化管外科・一般外科/
ゲノム診療科）

演者：田中屋宏爾（国立病院機構岩国医療センター・外科）
共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社/アクトメッド株式会社

学術セミナー28
10月21日（金）12:10～13:00	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
婦人科がん治療最前線

司会：万代　昌紀（京都大学大学院医学研究科　婦人科学産科学）

【講演1】婦人科がんの治療変遷
演者：武隈　宗孝（静岡県立静岡がんセンター　婦人科）

【講演2】KEYNOTE試験の日本人データとirAEマネジメント
演者：西尾　　真（久留米大学医学部　産科婦人科学教室）
共催：MSD株式会社

学術セミナー29
10月21日（金）12:10～13:00	 第15会場（神戸国際展示場	2号館	2F	2A会議室）
ロボット支援前立腺全摘における “必要十分” な骨盤リンパ節郭清を目指した
手技とm0CRPC治療のリアルワールドデータ

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：駒井　好信（がん研有明病院　泌尿器科）
共催：バイエル薬品株式会社/日本化薬株式会社
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学術セミナー30
10月21日（金）12:10～13:00	 第16会場（神戸国際展示場	2号館	3F	3A会議室）

「すべての薬剤」から「適切な薬剤」へ　～mHSPC・CRPC治療戦略の近況～

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：木村　高弘（東京慈恵会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31
10月22日（土）12:10～13:00	 第2会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田A）
原発不明癌　－診断の基礎から治療のupdateまで－

司会：滝口　裕一（千葉大学医学部附属病院　腫瘍内科）
演者：谷﨑　潤子（近畿大学医学部　内科学腫瘍内科部門）
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32
10月22日（土）12:10～13:00	 第3会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田B）
大腸癌薬物療法～抗EGFR 抗体の最適使用～

司会：佐藤　太郎（大阪大学医学部附属病院　緩和医療センター）
演者：篠崎　英司（がん研究会有明病院　消化器センター　消化器化学療法科）
共催：メルクバイオファーマ株式会社

学術セミナー33
10月22日（土）12:10～13:00	 第4会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田C）
NSCLC治療の新しい波～周術期から進行再発治療まで～

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：赤松　弘朗（和歌山県立医科大学医学部　内科学第三講座）
共催：MSD株式会社

学術セミナー34
10月22日（土）12:10～13:00	 第5会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽1）
頭皮冷却同時実施による化学療法誘発性脱毛最小化への挑戦

司会：野水　　整（公益財団法人　星総合病院）
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35
10月22日（土）12:10～13:00	 第6会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽2）
HER2陽性転移再発乳癌に対する抗HER2療法

司会：井本　　滋（杏林大学医学部　乳腺外科）

【講演1】T-Dxd投与中におけるILDマネジメントのベストプラクティス
演者：森田　充紀（兵庫県立がんセンター　腫瘍内科）

【講演2】変わりゆくHER2陽性転移乳がん治療
演者：枝園　忠彦（岡山大学病院　乳腺・内分泌外科）
共催：第一三共株式会社
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学術セミナー36
10月22日（土）12:10～13:00	 第7会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽3）
抗がん剤による悪心・嘔吐を防げ！ 
～CONSOLE試験で示されたアロカリスの有用性～

司会：武田　真幸（奈良県立医科大学　がんゲノム・腫瘍内科学講座）
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：大鵬薬品工業株式会社

学術セミナー37
10月22日（土）12:10～13:00	 第8会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	和楽）
Bestな大腸がん治療を目指して  
～腫瘍・治療・患者特性を踏まえた個別化医療の実践～

司会：辻　　晃仁（香川大学医学部・臨床腫瘍学講座）
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38
10月22日（土）12:10～13:00	 第9会場（神戸国際会議場	1F	メインホール）
胃癌1次治療オプジーボ＋化学療法の特徴：CheckMate 649長期フォロー
データから読み解く

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：山口　研成（ がん研究会有明病院　消化器化学療法科）
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39
10月22日（土）12:10～13:00	 第10会場（神戸国際会議場	3F	国際会議室）
膵疾患最近の話題

司会：藤井　　努（ 富山大学　学術研究部医学系　消化器・腫瘍・総合外科）

【講演1】 膵癌外科治療における栄養管理の重要性　～低亜鉛血症が周術期に与
える影響

演者：伊関　雅裕（東北大学病院　総合外科　肝胆膵グループ）

【講演2】膵神経内分泌腫瘍における新規話題と治療戦略
演者：肱岡　　範（国立がん研究センター中央病院　肝胆膵内科）
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
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学術セミナー40
10月22日（土）12:10～13:00	 第11会場（神戸国際会議場	4F	401+402）

司会：縄田　修一（ 昭和大学病院　薬剤部/昭和大学　薬学部　 
病院薬剤学講座）

【講演1】 肝細胞がん薬物治療におけるアテゾリズマブ＋ベバシズマブ療法のマ
ネジメント 
～irAEとベバシズマブにおける蛋白尿を中心に薬剤師ができること～

演者：小田　泰弘（ 虎の門病院　薬剤部）

【講演2】 複合免疫療法時代における肝細胞癌治療－腫瘍状態と薬剤特徴から考
える治療ストラテジー－

演者：川村　祐介（虎の門病院　肝臓センター内科）
共催：中外製薬株式会社

学術セミナー41
10月22日（土）12:10～13:00	 第12会場（神戸国際会議場	5F	501）
甲状腺癌の新たな分子標的治療戦略

司会：杉谷　　巌（日本医科大学大学院医学研究科　内分泌外科学分野）
演者：田中　克浩（川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学）
共催：日本イーライリリー株式会社

学術セミナー42
10月22日（土）12:10～13:00	 第13会場（神戸国際会議場	5F	502）
外来がん化学療法における患者支援と今、実践すべき病診薬連携のあり方

司会：野村　久祥（ 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院　 
臨床研究支援部門　シーズ開発推進部　 
シーズ開発支援室/薬剤部）

演者：南　　晴奈（九州大学　薬剤部）
共催：ファイザー株式会社

学術セミナー43
10月22日（土）12:10～13:00	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
New treatment strategies for TNBC with immunotherapy

司会：島津　研三（大阪大学大学院医学系研究科　乳腺内分泌外科）
演者：増田　慎三（名古屋大学大学院医学系研究科　乳腺・内分泌外科学）
共催：MSD株式会社

学術セミナー44
10月22日（土）12:10～13:00	 第15会場（神戸国際展示場	2号館	2F	2A会議室）

司会：土岐祐一郎（大阪大学大学院　外科学講座　消化器外科学）

【講演1】 消化器癌治療における集学的支持療法の重要性 
～チーム医療で “体重減少” に挑む～

演者：今村　博司（市立豊中病院　外科）

【講演2】消化器がんにおける、エドルミズ錠の投与意義
演者：松岡　　宏（藤田医科大学　医学部　総合消化器外科学）
共催：小野薬品工業株式会社
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学術セミナー45
10月22日（土）12:10～13:00	 第16会場（神戸国際展示場	2号館	3F	3A会議室）
Checkmate214と実臨床データから考えるmRCCの1st Line治療戦略

司会：冨田　善彦（ 新潟大学医歯学総合病院　泌尿器科）
演者：髙木　敏男（東京女子医科大学　泌尿器科）
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46
10月20日（木）12:30～13:20	 第17会場（神戸国際展示場	2号館	3F	3B会議室）
Onconephrology～がん薬物療法時の腎障害～

司会：星野　純一（東京女子医科大学　腎臓内科）

【講演1】 がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン改訂のポイントと
OncoNephrology Update

演者：柳田　素子（京都大学医学研究科　腎臓内科学）

【講演2】免疫チェックポイント阻害薬による腎障害
演者：安藤　雄一（名古屋大学医学部附属病院　化学療法部）
共催：中外製薬株式会社
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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20日（木）18:20～19:50	 第2会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田A）
大腸がん治療に関する最新の集学的治療

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）

【講演1】 周術期治療との組み合わせでR0切除が可能となる切除困難大腸癌に
対する手術手技

演者：中西　良太（九州大学大学院　消化器・総合外科）

【講演2】知っておくべき大腸癌治療最新エビデンス
演者：沖　　英次（九州大学大学院　消化器・総合外科）
共催：バイエル薬品株式会社

イブニングセミナー2
10月20日（木）18:20～19:50	 第3会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田B）
泌尿器がん薬物治療と副作用マネジメント

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）

【講演1】転移性腎細胞癌に対する治療の最新潮流
演者：藤田　和利（近畿大学医学部　泌尿器科学教室）

【講演2】 泌尿器癌薬物治療における副作用マネジメント －看護師の立場から－
演者：永江　幸子（近畿大学医学部　泌尿器科学教室）
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3
10月20日（木）18:20～19:20	 第4会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田C）
食道癌・大腸癌の治療最前線

司会：田邉　　稔（東京医科歯科大学大学院　肝胆膵外科学分野）
演者：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）
共催：ミヤリサン製薬株式会社

イブニングセミナー4
10月20日（木）18:20～19:50	 第5会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽1）
PPGLに対する新たなTheranostics

司会：酒井　英樹（労働者健康安全機構長崎労災病院）

【講演1】褐色細胞腫・パラガングリオーマの診断と治療
演者：近藤　龍也（熊本大学病院　糖尿病・代謝・内分泌内科）

【講演2】PPGL診療にて期待される131I-MIBG治療の役割
演者：樋口　徹也（群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学）
共催：PDRファーマ株式会社
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イブニングセミナー5
10月20日（木）18:20～19:30	 第6会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽2）
希少ドライバー遺伝子変異陽性肺がんにおける診断と治療の How to　 
－薬物療法・検体採取・検体取扱いの観点から－ 

司会：山本　信之（和歌山県立医科大学　呼吸器内科・腫瘍内科）
演者：林　　秀敏（近畿大学医学部　内科学教室腫瘍内科部門）
　　　田中　　薫（近畿大学医学部　内科学教室腫瘍内科部門）
　　　白石　直樹（近畿大学病院　ゲノム医療センター）
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6
10月20日（木）18:20～19:50	 第7会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽3）
RAS野生型大腸癌治療最前線 ～手術から化学療法まで～

司会：佐藤　武郎（ 北里大学医学部附属医学研究開発センター　 
医療技術教育研究部門）

【講演1】 Embryological plane を大切にした大腸外科手術とロボット支援手
術を安全に行うための新規カメラシステム

演者：惠木　浩之（愛媛大学大学院　医学系研究科　消化管・腫瘍外科学）

【講演2】 Patient First！新たなエビデンスを基にしたRAS野生型大腸がんの
薬物治療

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：日本イーライリリー株式会社

イブニングセミナー7
10月20日（木）18:20～19:50	 第8会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	和楽）
ここまで進んだAIによるCT画像評価

司会：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）

【講演1】 Oncology CockpitとRegion Trackingを用いたがん患者CTのAI
定量計測：RECISTと深層学習

演者：藤本　晃司（ 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）

【講演2】 がん診療のCT画像診断における骨サブトラクションおよび骨転移検
出アプリケーションの開発

演者：坂本　　亮（ 京都大学　医学部附属病院　先制医療・ 
生活習慣病研究センター）

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
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イブニングセミナー8
10月20日（木）18:20～19:50	 第9会場（神戸国際会議場	1F	メインホール）
進行性腎癌の薬物治療Update

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）

【講演1】 CLEAR試験から読み解く、Lenvatinib+Pembrolizumab併用療法
の副作用マネジメント

演者：三浦　裕司（国家公務員共済組合連合会　虎の門病院　臨床腫瘍科）

【講演2】混沌とする進行性腎細胞癌に対する治療戦略　～何を選択します？～
演者：植村　天受（近畿大学医学部　泌尿器科学教室）
共催：MSD株式会社/エーザイ株式会社

イブニングセミナー9
10月20日（木）18:20～19:20	 第10会場（神戸国際会議場	3F	国際会議室）
AtezolizumabのPivotal study ～統計学的な手法を踏まえて～

司会：田村　研治（島根大学附属病院　先端がん治療センター/腫瘍内科）
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）
共催：中外製薬株式会社

イブニングセミナー10
10月20日（木）18:20～19:50	 第11会場（神戸国際会議場	4F	401+402）
日本における、がん治療の財政負担

司会：桐田　忠昭（奈良県立医科大学　口腔外科学講座）
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：日医工株式会社

イブニングセミナー11
10月20日（木）18:20～19:10	 第12会場（神戸国際会議場	5F	501）
卵巣癌治療の Key player を考える

司会：鈴木　　直（聖マリアンナ医科大学　産婦人科学）
演者：岡本　愛光（東京慈恵会医科大学　産婦人科学講座）
共催：武田薬品工業株式会社

イブニングセミナー12
10月20日（木）18:20～19:50	 第13会場（神戸国際会議場	5F	502）

「腹腔鏡下手術とロボット支援手術の新時代」 
～Optimized in RAS 　胃・膵・大腸の郭清と再建～

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）

【講演1】
演者：大森　　健（大阪国際がんセンター　消化器外科）

【講演2】
演者：永川　裕一（東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

【講演3】
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）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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イブニングセミナー13
10月20日（木）18:20～19:50	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
がんの局所治療BNCT（ホウ素中性子捕捉療法） 
－保険適用の頭頸部がん治療update－

司会：二瓶　圭二（大阪医科薬科大学放射線腫瘍学教室）

【講演1】BNCTの基礎から最新の臨床成績まで
演者：廣瀬　勝己（南東北BNCT研究センター）

【講演2】頭頸部外科医からみるBNCTの位置づけ
演者：吉本　世一（国立がん研究センター中央病院頭頸部外科）
共催：ステラファーマ株式会社

イブニングセミナー14
10月20日（木）18:20～19:50	 第15会場（神戸国際展示場	2号館	2F	2A会議室）
外来化学療法時の患者負担について

司会：藤井　孝明（ 群馬大学大学院医学系研究科総合外科学講座　乳腺・ 
内分泌外科学分野）

　　　田村　恵子（ 京都大学大学院医学研究科　人間健康科学系専攻　 
緩和ケア看護学分野）

【講演1】 外来化学療法における患者および医療スタッフのFNマネジメントの
負担軽減に向けて

演者：露木　　茂（大阪赤十字病院　乳腺外科）

【講演2】 ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド使用における看護～患者が
安心して安全に薬剤投与をするための支援～

演者：松本　弘恵（群馬県立がんセンター　通院治療センター）
共催：協和キリン株式会社

イブニングセミナー15
10月20日（木）18:20～19:20	 第16会場（神戸国際展示場	2号館	3F	3A会議室）
外科医・腫瘍内科医のためのがん疼痛治療のミニマムエッセンス 
～ジクトルテープ・フェントステープの使い所を含めて～

司会：田上　恵太（東北大学大学院医学系研究科　緩和医療学分野）
演者：吉田　健史（ 近畿大学病院がんセンター緩和ケアセンター・ 

腫瘍内科兼務）
共催：久光製薬株式会社
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イブニングセミナー16
10月21日（金）18:30～20:00	 第2会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田A）
進行期胆道がん治療における多職種連携

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】 胆道がん患者・介護者への多職種サポート 
～膵がん胆道がん教室を通して～

演者：冨永沙耶香（国立がん研究センター中央病院・看護部）

【講演2】 難治性がん患者・家族の心理を知る 
～医療者が適切に向き合うために～

演者：清水　　研（がん研有明病院・腫瘍精神科）

【ディスカッション】進行期胆道がん治療における多職種連携のポイント
共催：アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー17
10月21日（金）18:30～20:00	 第3会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田B）
多様化する難治性がん性疼痛治療

司会：木澤　義之（筑波大学・医学医療系・緩和医療学）
演者：小杉　寿文（佐賀県医療センター好生館・緩和ケア科）
共催：日本臓器製薬

イブニングセミナー18
10月21日（金）18:30～20:00	 第4会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田C）

司会：田中　文啓（産業医科大学　医学部　第2外科学）

【講演1】新たな非小細胞肺がん周術期治療の時代
演者：津谷　康大（近畿大学　医学部外科学教室　呼吸器外科部門）

【講演2】周術期ICIへの期待と、生活との両立を意識したマネージメント
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

イブニングセミナー19
10月21日（金）18:30～20:00	 第5会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽1）
子宮がん手術における新規的取り組み　～ ロボット手術、SNNS ～

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】婦人科がん領域におけるロボット手術
演者：寺井　義人（神戸大学大学院医学研究科・産科婦人科学分野）

【講演2】OSNA法の多施設共同臨床試験結果とSNNSのロボット手術への応用
演者：小林　裕明（ 鹿児島大学医学部・産科婦人科）
共催：シスメックス株式会社/株式会社メディカロイド
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イブニングセミナー20
10月21日（金）18:30～19:40	 第6会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽2）

司会：中村　雅史（九州大学大学院　臨床・腫瘍外科）

【講演1】膵癌集学的治療における外科の役割と未来
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最近の薬物療法の話題
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

イブニングセミナー21
10月21日（金）18:30～19:30	 第7会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	偕楽3）
KRAS G12C陽性肺癌：Sotorasibの位置づけと今後の展開

司会：池田　徳彦（東京医科大学　呼吸器甲状腺外科学分野）
演者：赤松　弘朗（公立大学法人和歌山県立医科大学　内科学第三講座）
共催：アムジェン株式会社

イブニングセミナー22
10月21日（金）18:30～19:30	 第8会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	和楽）
PCNSL（中枢神経系原発悪性リンパ腫）における治療戦略

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）
演者：山口　　秀（北海道大学大学院医学研究院・脳神経外科学教室）
共催：小野薬品工業株式会社

イブニングセミナー23
10月21日（金）18:30～20:00	 第9会場（神戸国際会議場	1F	メインホール）
進行性尿路上皮癌の薬物治療Update

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】ここまで進歩した尿路上皮癌治療について
演者：加藤　　実（大阪公立大学大学院　医学研究科　泌尿器病態学）

【講演2】転移性尿路上皮癌に対する免疫療法の予後、効果予測を検証する
演者：河嶋　厚成（ 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））
共催：MSD株式会社
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イブニングセミナー24
10月21日（金）18:30～20:00	 第10会場（神戸国際会議場	3F	国際会議室）
前立腺癌の化学療法におけるチーム医療の重要性

司会：植村　天受（近畿大学医学部・泌尿器科学教室）

【講演1】前立腺がん治療における多職種連携の意義
演者：植村　天受（近畿大学医学部・泌尿器科学教室）

【講演2】前立腺がん化学療法における副作用マネジメントについて
演者：永江　幸子（近畿大学病院・看護部）

【講演3】前立腺癌における放射線療法の今昔物語
演者：中松　清志（近畿大学医学部・放射線医学教室・放射線腫瘍学部門）
共催：サノフィ株式会社

イブニングセミナー25
10月21日（金）18:30～19:30	 第11会場（神戸国際会議場	4F	401+402）
大腸がんにおける患者中心の医療の実践 ～理想と現実の間で～

司会：馬場　秀夫（熊本大学病院　消化器外科）
演者：谷口　浩也（愛知県がんセンター　薬物療法部）
共催：株式会社ヤクルト本社

イブニングセミナー26
10月21日（金）18:30～19:30	 第12会場（神戸国際会議場	5F	501）
前立腺がん薬物療法における皮膚障害のマネジメント

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】アパルタミドの皮疹に対し泌尿器科医に出来る事、出来ない事 
演者：木村　高弘（東京慈恵会医科大学　泌尿器科学講座）

【講演2】抗がん治療における皮膚障害 -アパルタミドの皮疹対策を中心に-
演者：清原　祥夫（静岡県立静岡がんセンター　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27
10月21日（金）18:30～20:00	 第13会場（神戸国際会議場	5F	502）
粒子線治療における日本でのエビデンス創出に向けた取り組み

司会：櫻井　英幸（筑波大学附属病院　陽子線治療センター）

【講演1】日本でのエビデンス創出に向けた取り組み
演者：櫻井　英幸（筑波大学附属病院　陽子線治療センター）

【講演2】肝癌のエビデンス（HCC、ICC）
演者：渋谷　　圭（群馬大学附属病院　重粒子線医学センター）

【講演3】膵癌のエビデンス
演者：篠藤　　誠（量子科学技術研究開発機構　QST病院）

【講演4】食道癌のエビデンス
演者：石川　　仁（量子科学技術研究開発機構　QST病院）

JSCO 60th Annual Meeting 2022 Program

35



【講演5】肺癌のエビデンス
演者：原田　英幸（静岡県立静岡がんセンター　放射線・陽子線治療センター）
共催：株式会社日立製作所

イブニングセミナー28
10月21日（金）18:30～20:00	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
難渋するがん患者の便秘にどう対応するか？ 
～ 便秘の評価と治療薬up to date ～

司会：齊藤　光江（順天堂大学大学院　医学系研究科　乳腺腫瘍学講座）
演者：余宮きのみ（埼玉県立がんセンター　緩和ケア科）
共催：塩野義製薬株式会社

イブニングセミナー29
10月21日（金）18:30～19:30	 第15会場（神戸国際展示場	2号館	2F	2A会議室）
大腸がんの個別化治療　－手術と薬物治療が織りなす治療の進歩－

司会：辻　　晃仁（香川大学医学部　臨床腫瘍学）
演者：上原　　圭（名古屋大学医学部附属病院　消化器外科1）
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30
10月21日（金）18:30～20:00	 第16会場（神戸国際展示場	2号館	3F	3A会議室）

「ハイパーサーミア（温熱療法）併用による難治性がん治療」 
～ハイパーサーミア導入により難治性がんの治療成績は変えられるのか・患者
さんの期待に応えるがん医療のこれから～

司会：古倉　　聡（京都先端科学大学）
演者：千葉　　聡（千葉県がんセンター）
共催：山本ビニター株式会社

イブニングセミナー31
10月20日（木）18:20～19:50	 第17会場（神戸国際展示場	2号館	3F	3B会議室）
がんゲノム医療の新展開～DNA＋RNAパネルの意義と活用法～

司会：織田　克利（東京大学医学部附属病院　ゲノム診療部）

【講演1】RNA解析が拓く新たながんゲノム医療
演者：高阪　真路（国立がん研究センター研究所、細胞情報学分野）

【講演2】小児がん医療におけるCGP検査の活用法と将来展望
演者：加藤　元博（東京大学医学部附属病院　小児科）
共催：コニカミノルタREALM株式会社
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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20日（木）16:30～18:00	 第4会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田C）
大腸がんの集学的治療

司会：室　　　圭（愛知県がんセンター　薬物療法部）

【講演1】大腸がんに対する薬物療法のパラダイムシフト
演者：山﨑健太郎（静岡県立静岡がんセンター　消化器内科）

【講演2】ついに始まったロボット結腸・術前治療後のロボット直腸
演者：山口　智弘（がん研究会有明病院　消化器センター　大腸外科）
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
10月20日（木）8:50～11:00	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
リキッドバイオプシーによるがんゲノム医療の過去、現在、未来

司会： 吉野　孝之（国立がん研究センター東病院　消化管内科） 
光冨　徹哉（近畿大学病院　Global Research Alliance Center）

【講演1】GOZILAが変えたがんゲノム医療
演者：中村　能章（ 国立がんセンター東病院　国際研究推進室/消化管内科/

トランスレーショナルリサーチ支援室）

【講演2】 肺がんにおけるリキッドバイオプシーの使いどころ
演者：釼持　広知（静岡県立静岡がんセンター　呼吸器内科）

【講演3】がんゲノム診療におけるリキッドバイオプシーの現状と展望
演者：山﨑健太郎（静岡県立静岡がんセンター　消化器内科）

【総合討論】
共催：ガーダントヘルスジャパン株式会社
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スポンサードシンポジウム3
10月20日（木）15:55～18:00	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
複合免疫療法時代の腎障害への対応を考える　

司会： 柳田　素子（京都大学大学院医学研究科　腎臓内科学講座） 
平田　純生（ I＆Ｈ株式会社　学術顧問）

【講演1】がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン改訂のポイント
演者：星野　純一（東京女子医科大学　内科学講座腎臓内科学分野）

【講演2】がん薬物療法時の腎機能の評価法と薬物投与量の調整
演者：武藤　　智（順天堂大学医学部　練馬病院　泌尿器外科学）

【講演3】免疫チェックポイント阻害薬に関連した腎障害とその対策
演者：奥村　祐太（ 独立行政法人国立病院機構　九州がんセンター　 

消化管・腫瘍内科）

【講演4】泌尿器がんにおける薬物療法と腎機能障害
演者：西山　博之（ 筑波大学医学医療系臨床医学域　腎泌尿器外科学）

【講演5】AI/ICTを用いたがん薬物療法時の腎機能障害の管理
演者：松原　　雄（京都大学大学院医学研究科　腎臓内科学講座）
共催：MSD株式会社

スポンサードシンポジウム4
10月21日（金）8:30～10:30	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
抗HER2療法の今とこれから

司会：岩田　広治（愛知県がんセンター　乳腺科部）
　　　山口　研成（がん研究会有明病院　消化器化学療法科）

【講演1】効果予測マーカーとしてのHER2分子
演者：畑中　　豊（ 北海道大学病院　ゲノム・コンパニオン診断研究部門）

【講演2】分子標的治療プラットホームとしてのADC
演者：土井　俊彦（ 国立がん研究センター　先端医療開発センター　 

国立がん研究センター東病院）

【講演3】HER2陽性進行再発乳癌治療の現状と今後
演者：山下　年成（神奈川県立がんセンター　乳腺内分泌外科）

【講演4】消化器がん　治療標的としてのHER2
演者：川上　尚人（近畿大学医学部内科学講座腫瘍内科部門）
共催：第一三共株式会社
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スポンサードシンポジウム5
10月21日（金）15:40～18:10	 第14会場（神戸国際展示場	1号館	2F	展示室B）
患者と共有して決める食道がん治療法の今

司会：北川　雄光（慶應義塾大学医学部外科学）

【講演1】外科医の立場から
演者：渡邊　雅之（がん研究会有明病院　消化器外科/食道外科）

【講演2】食道内科医の立場から
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）

【講演3】放射線科医の立場から
演者：秋元　哲夫（国立がん研究センター東病院　放射線治療科）

【講演4】患者の立場から
演者：金田信一郎（作家・ジャーナリスト、元日本経済新聞編集委員）
共催：がん医療の今を共有する会

スポンサードシンポジウム6
10月22日（土）8:30～10:00	 第4会場（神戸ポートピアホテル南館	1F	大輪田C）
がん治療医なら知っておくべきirAEマネジメント 
～基礎免疫から免疫抑制剤の使いこなし、そしてチーム医療へ～

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】腫瘍免疫応答における抗CTLA-4抗体の価値
演者：北野　滋久（公益財団法人がん研究会有明病院　先端医療開発科）

【講演2】irAEマネジメントにおけるステロイド・免疫抑制剤の使い方
演者：峯村　信嘉（三井記念病院　総合内科）

【ディスカッション】チームアプローチの重要性
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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PAL共催セミナー

PAL共催セミナー1
10月20日（木）12:00～12:50	 PAL会場（神戸国際会議場	4F	403）
がん治療における適切な情報の探し方 
～自身にとっての革新的な治療・医薬品を求めて～

司会：岸田　　徹（PAL患者委員/NPO法人がんノート）
　　　川相　一郎（PAL患者委員/NPO法人がんと共に生きる会）
演者：湯川　慶子（国立保健医療科学院）
共催：中外製薬株式会社

PAL共催セミナー2
10月21日（金）12:00～12:50	 PAL会場（神戸国際会議場	4F	403）
わかってきたがんとロコモの大事な関係

司会：山田富美子（ PAL患者委員/NPO法人市民と共に創るホスピスケア
の会）

　　　池内　健一（PAL患者委員/精巣腫瘍患者友の会J-TAG）
演者：河野　博隆（帝京大学医学部　整形外科学講座）
共催：ファイザー株式会社
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ハンズオンセミナー（事前予約制）

ハンズオンセミナー1
10月21日（金）10:00～11:30	 ハンズオンセミナー会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	生田）
テーマ：結腸体腔内吻合

講師：渡邉　　純（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

ハンズオンセミナー2
10月22日（土）9:00～11:30	 ハンズオンセミナー会場（神戸ポートピアホテル本館	B1F	生田）
テーマ：食道残胃吻合（mSOFY法）

講師：山下　好人（日本赤十字社　和歌山医療センター）
　　　辰林　太一（日本赤十字社　和歌山医療センター）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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