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モーニングセミナー
MS モーニングセミナー
5月17日（木） 第7会場（国際会議場 3F 中会議室304） 8：00～8：50

座長：吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 教授）
間質性肺炎合併肺がん治療のエビデンスとプラクティス：目の前の患者さんにどう向き合う？
1．内科の立場から

演者：岸 一馬（虎の門病院 呼吸器センター内科 部長）
2．外科の立場から

演者：坂入 祐一（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 助教）
共催：塩野義製薬株式会社

ランチョンセミナー
LS1 ランチョンセミナー1
5月17日（木） 第1会場（国際会議場 2F コンベンションホールAB） 12：10～13：10

座長：岡田 守人（広島大学 腫瘍外科）
肺区域の切除方法は定型化できるか？～根治性の担保と真の低侵襲手術を目指して～

演者：中川加寿夫（国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科）
演者：青景 圭樹（国立がん研究センター東病院 呼吸器外科）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

LS2 ランチョンセミナー2
5月17日（木） 第2会場（国際会議場 2F 国際会議室） 12：10～13：10

座長：光冨 徹哉（近畿大学 医学部 外科学教室 呼吸器外科部門 主任教授）
廓清の流儀

演者：文 敏景（がん研究会有明病院 呼吸器外科 副部長）
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 科長）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

LS3 ランチョンセミナー3
5月17日（木） 第3会場（国際会議場 2F 中会議室201AB） 12：10～13：10

座長：鈴木 弘行（福島県立医科大学 呼吸器外科学講座 主任教授）
III 期非小細胞肺癌治療の現状と課題

演者：田中 文啓（産業医科大学 第 2 外科学 教授）
演者：秦 明登（神戸市立医療センター中央市民病院 腫瘍内科 医長）
共催：アストラゼネカ株式会社

LS4 ランチョンセミナー4
5月17日（木） 第4会場（国際会議場 3F 中会議室301AB） 12：10～13：10

座長：川村 雅文（帝京大学医学部 外科学講座 主任教授）
免疫チェックポイント阻害薬を用いた NSCLC の治療戦略

演者：竹之山光広（九州がんセンター 呼吸器腫瘍科 部長）
共催：MSD 株式会社/大鵬薬品工業株式会社
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LS5 ランチョンセミナー5
5月17日（木） 第5会場（国際会議場 3F 中会議室302） 12：10～13：10

座長：吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 教授）
新時代の膿胸治療戦略～より早く より簡便に～
1．さまざまな NPWT の使い方と膿胸への応用

演者：綾部 忍（八尾徳洲会総合病院 形成外科 部長）
2．膿胸治療における戦略的 NPWT

演者：中島 崇裕（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学 講師）
共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

LS6 ランチョンセミナー6
5月17日（木） 第6会場（国際会議場 3F 中会議室303） 12：10～13：10

座長：伊達 洋至（京都大学医学部附属病院 呼吸器外科）
次世代気管支ナビシステムと市民権を得た手術シミュレーション

演者：佐藤 雅昭（東京大学医学部附属病院 呼吸器外科）
演者：嶋田 善久（東京医科大学病院 呼吸器外科・甲状腺外科）
共催：富士フイルムメディカル株式会社

LS7 ランチョンセミナー7
5月17日（木） 第7会場（国際会議場 3F 中会議室304） 12：10～13：10

座長：田邉 信宏（千葉大学大学院 医学研究院 先端肺高血圧症医療学寄附講座 特任教授）
あなたならどうする？～周術期の抗凝固・抗血小板療法～

演者：鈴木 秀海（千葉大学大学院 医学研究院 呼吸器病態外科学 講師）
共催：第一三共株式会社

LS8 ランチョンセミナー8
5月17日（木） 第8会場（国際会議場 1F 中会議室103） 12：10～13：10

座長：鈴木 健司（順天堂大学大学院 医学研究科 呼吸器外科学講座 教授）
1．フィブリン糊の安全使用に関する考察～フィブリン糊に対するアレルギー、アナフィラキシー～

演者：坂尾 幸則（愛知県がんセンター中央病院 呼吸器外科部 部長）
2．肺ろう閉鎖を考える～フィブリン糊をどのように使用するのか～

演者：上原 浩文（帝京大学医学部 外科学講座 講師）
共催：帝人ファーマ株式会社/一般財団法人化学及血清療法研究所

LS9 ランチョンセミナー9
5月18日（金） 第1会場（国際会議場 2F コンベンションホールAB） 12：10～13：10

座長：奥村明之進（独立行政法人国立病院機構 刀根山病院）
胸腔鏡手術、私はこう教わり、こう教えている～流儀と変遷、そして定型化～

演者：今西 直子（産業医科大学医学部 第 2 外科）
演者：中尾 将之（がん研有明病院 呼吸器センター呼吸器外科）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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LS10 ランチョンセミナー10
5月 18日（金） 第2会場（国際会議場 2F 国際会議室） 12：10～13：10

座長：池田 徳彦（東京医科大学病院 呼吸器外科・甲状腺外科）
4K か？赤外光か？最新テクノロジーによる肺区域切除術
1．4K 画像が肺区域にもたらす新たな福音

演者：清水 公裕（群馬大学医学部附属病院 呼吸器外科）
2．ICG 蛍光を用いた胸腔鏡下肺区域切除術の実際

演者：文 敏景（がん研究会有明病院 呼吸器センター）
共催：オリンパス株式会社

LS11 ランチョンセミナー11
5月 18日（金） 第3会場（国際会議場 2F 中会議室201AB） 12：10～13：10

座長：岡田 克典（東北大学 加齢医学研究所 呼吸器外科学分野 教授）
肺がんに対する区域切除～Hints and Tips～

演者：佐藤 雅昭（東京大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師）
演者：高持 一矢（順天堂大学医学部附属順天堂病院 呼吸器外科 准教授）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

LS12 ランチョンセミナー12
5月 18日（金） 第4会場（国際会議場 3F 中会議室301AB） 12：10～13：10

座長：坪井 正博（国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 科長）
Non�Driver Mutation NSCLC の薬物療法の現在と未来～How to use atezolizumab？～

演者：野上 尚之（四国がんセンター 外来部長）
共催：中外製薬株式会社

LS13 ランチョンセミナー13
5月 18日（金） 第5会場（国際会議場 3F 中会議室302） 12：10～13：10

座長：岡田 守人（広島大学 腫瘍外科 教授）
改訂ガイドラインから見る進行再発肺癌の治療戦略～個別化医療のための再生検、他科連携の意義～

演者：井上 彰（東北大学大学院 医学系研究科 緩和医療学分野 教授）
共催：アストラゼネカ株式会社

LS14 ランチョンセミナー14
5月 18日（金） 第6会場（国際会議場 3F 中会議室303） 12：10～13：10

座長：光冨 徹哉（近畿大学医学部 外科学講座 呼吸器外科部門 主任教授）
肺癌薬物療法の“Best Sequence ”～ガイドライン 2017 から考える～

演者：秦 明登（神戸市立医療センター中央市民病院 腫瘍内科 医長）
共催：日本イーライリリー株式会社

LS15 ランチョンセミナー15
5月 18日（金） 第7会場（国際会議場 3F 中会議室304） 12：10～13：10

座長：吉野 一郎（千葉大学大学院 医学研究院 呼吸器病態外科学 教授）
肺癌の治療効果を最も上げるには？～分子標的薬と Salvage surgery の適応～

演者：浦本 秀隆（金沢医科大学 呼吸器外科学 教授）
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
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LS16 ランチョンセミナー16
5月 18日（金） 第8会場（国際会議場 1F 中会議室103） 12：10～13：10
座長：横見瀬裕保（香川大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌外科学）

蛍光ナビゲーションシステムの新技術とその応用―呼吸器外科領域での新たな試み―
演者：坂尾 幸則（愛知県がんセンター中央病院 呼吸器外科部）
共催：エム・シー・メディカル株式会社/カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

スポンサードセミナー
SPS スポンサードセミナー
5月18日（金） 第1会場（国際会議場 2F コンベンションホールAB） 14：30～15：20
座長：中村 廣繁（鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 胸部外科学分野 教授）

ロボット呼吸器外科手術の幕開け―安全な導入と技術の向上―
演者：鈴木 健司（順天堂大学医学部 呼吸器外科学講座 教授）
共催：インテュイティブサージカル合同会社

アフタヌーンセミナー
AS1 アフタヌーンセミナー1
5月18日（金） 第4会場（国際会議場 3F 中会議室301AB） 14：30～15：20
座長：坂尾 幸則（愛知がんセンター中央病院 呼吸器外科 部長）

画像支援システムのもたらす術前シミュレーションの新たな可能性
少数スタッフでもできる！『画像支援を用いた小型肺病変切除』
演者：深井 隆太（湘南鎌倉総合病院 呼吸器外科 部長）
共催：アミン株式会社/ザイオソフト株式会社

AS2 アフタヌーンセミナー2
5月18日（金） 第4会場（国際会議場 3F 中会議室301AB） 15：30～16：20
座長：横見瀬裕保（香川大学医学部呼吸器・乳腺内分泌外科 教授）

肺区域切除術に対する ICG蛍光観察の有用性
演者：関根 康雄（東京女子医科大学八千代医療センター 教授）
演者：奥村 典仁（倉敷中央病院 主任部長）
共催：日本ストライカー株式会社

AS3 アフタヌーンセミナー3
5月18日（金） 第4会場（国際会議場 3F 中会議室301AB） 16：30～17：20
座長：坪井 正博（国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 科長）

Precision Diagnosis for Precision Medicine
演者：中島 崇裕（千葉大学医学部附属病院 呼吸器外科 講師）
共催：大鵬薬品工業株式会社


