
第 38回日本呼吸器外科学会学術集会 共催セミナー一覧 

※全て LIVE配信となります。 

 

●ランチョンセミナー1 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 20 日(木) 第 1 会場 12：20～13：10 

胸腔鏡下手術の“安全性”と“低侵襲”を求めて 

座長：文 敏景（がん研有明病院 呼吸器センター外科） 

演者：永島 琢也（横浜市立大学附属市民総合医療センター 呼吸器病センター外科） 

演者：本間 崇浩（富山大学 呼吸循環総合外科） 

共催：オリンパス株式会社 

 

●ランチョンセミナー2 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 20 日(木) 第 2 会場 12：20～13：10 

区域切除の功罪 ～再発・合併症ゼロを目指すために知っておきたいテクニック～ 

座長：西尾 渉（兵庫県立がんセンター 呼吸器外科） 

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） 

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3 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 20 日(木) 第 3 会場 12：20～13：10 

肺がんに対する手術アプローチの功罪  ～Single-Port vs Robotic vs Multi-port～ 

座長：須田 隆（藤田医科大学 岡崎医療センター 呼吸器外科） 

演者：井貝 仁（前橋赤十字病院 呼吸器外科） 

演者：中尾 将之（がん研有明病院 呼吸器センター外科） 

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

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4 

5 月 20 日(木) 第 4 会場 12：20～13：10 

SYNAPSE VINCENT が繋ぐ呼吸器科診療の未来 

座長：伊達 洋至（京都大学大学院医学研究科 呼吸器外科学） 

ＡＩ技術がもたらす呼吸器専門医への恩恵 

間質性肺炎など肺疾患の定量や分類を治療へ生かす〜外科手術への影響～ 

演者：半田 知宏（京都大学大学院医学研究科 呼吸不全先進医療講座） 

呼吸器外科における３D 画像の普及とこれから 

演者：芳川 豊史（名古屋大学大学院 医学系研究科 呼吸器外科学） 

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5 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 20 日(木) 第 5 会場 12：20～13：10 

区域切除新時代の幕開け！～我々は手術戦略をこう立てる～ 

座長：岡田 守人（広島大学 腫瘍外科） 

演者：清水 公裕（信州大学医学部外科学教室 呼吸器外科学分野） 

共催：ザイオソフト株式会社 

 

●ランチョンセミナー6 

5 月 20 日(木) 第 6 会場 12：20～13：10 

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） 

呼吸器外科における sealant の意義について 

演者：鈴木 健司（順天堂大学医学部 呼吸器外科学講座） 

肺切除術中の気漏に対するフィブリン糊の使い方 – ventilation-anchoring 法 (VA 法) など – 

演者：星川 康（藤田医科大学医学部 呼吸器外科学） ※演題取下げ 

共催：一般社団法人 日本血液製剤機構／KM バイオロジクス株式会社 

 

●ランチョンセミナー7 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 21 日(金) 第 1 会場 12：00～12：50 

縮小切除千思万考 ～区域切除元年となるのか？～ 

座長：清水 公裕（信州大学 医学部外科学教室 呼吸器外科学分野） 

演者：青景 圭樹（国立がん研究センター東病院 呼吸器外科） 

演者：山田   徹（姫路医療センター 呼吸器外科） 

共催：コヴィディエンジャパン株式会社 

 

●ランチョンセミナー8 

5 月 21 日(金) 第 2 会場 12：00～12：50 

患者さんと共に考える肺癌術後補助化学療法 

～根治手術を受けた患者さんの術前・術後心理調査結果をもとに～ 

総合司会：吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学） 

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） 

【Special Lecture】肺癌登録合同委員会より 肺癌手術と術後療法の現状 

演者： 吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院 呼吸器病態外科学） 

【Panel Discussion】根治手術を受ける患者さんとのコミュニケーション 

根治手術を受けた患者さんを対象とした術前・術後心理調査結果 

演者：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） 

ディスカッサント：田丸 弥生（肺がん患者会 ワンステップしゃちほこ） 

長谷川 一男（NPO 法人肺がん患者の会 ワンステップ） 

松本 晃一（三重肺がん患者の会） 

共催：アストラゼネカ株式会社 

 



●ランチョンセミナー9 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 21 日(金) 第 3 会場 12：00～12：50 

Safety and Usefulness of an endo-stapler (Powered ECHELON FLEX® 7) in the manipulation of segmental bronchi 

座長：岡田 守人（国立大学法人広島大学 原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科） 

演者：伊藤 宏之（神奈川県立がんセンター 呼吸器外科） 

演者：岩田 尚（岐阜大学医学部附属病院 呼吸器センター） 

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10 

5 月 21 日(金) 第 4 会場 12：00～12：50 

肺癌免疫療法の進歩 〜外科医目線での ICI の使い方〜 

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：鈴木 弘行（福島県立医科大学 医学部 呼吸器外科学講座） 

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 

 

●ランチョンセミナー11 

5 月 21 日(金) 第 5 会場 12：00～12：50 

100 例を経て見えた da Vinci の価値 –姫路式 RATS への確立に向けて- 

座長：中村 廣繁（鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 呼吸器・乳腺内分泌外科学分野） 

演者：今西 直子（姫路医療センター 呼吸器外科） 

共催：インテュイティブサージカル合同会社 

 

●ランチョンセミナー12 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 21 日(金) 第 6 会場 12：00～12：50 

肺がんに対する低侵襲手術を考える ～見る手術、魅せる手術～ 

座長：坂尾 幸則（帝京大学医学部 外科学講座 呼吸器外科） 

演者：文 敏景（がん研究会有明病院 呼吸器センター外科） 

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 

 

●ランチョンセミナー13 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 21 日(金) 12：00～12：50 

座長：井上 匡美（京都府立医科大学 呼吸器外科） 

微細なリークはこれで決まり ― ネオベール ナノの使用経験 ― 

演者：岡見 次郎（大阪国際がんセンター 呼吸器外科） 

肺瘻対策における私の手技  ― それって、当たり前？ ― 

演者：川口 晃司（三重大学呼吸器外科） 

共催：グンゼメディカルジャパン株式会社  



●スイーツセミナー1 

5 月 20 日(木) 第 4 会場 13：55～14：45 

肺瘻閉鎖の基礎と臨床 

座長：遠藤 俊輔（自治医科大学附属さいたま医療センター） 

肺瘻閉鎖の基礎 フィブリングルーを中心に 

演者：松谷 哲行（帝京大学医学部附属溝口病院 外科） 

当科における肺瘻閉鎖の工夫 フィブリングルーを中心に 

演者：白橋 幸洋（岐阜大学医学部附属病院 呼吸器センター 呼吸器外科） 

共催：CSL ベーリング株式会社 

 

●スイーツセミナー2 

5 月 20 日(木) 第 4 会場 15：00～15：50 

徹底議論！！完全切除した EGFR 遺伝子変異陽性 NSCLC の特徴と再発後の治療 

座長：鈴木 弘行（福島県立医科大学付属病院） 

術後再発における EGFR 遺伝子変異陽性例の特徴と予後 

演者：津谷 康大（広島大学 原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科） 

EGFR 遺伝子変異陽性 NSCLC の術後再発症例における治療戦略 

演者：小副川 敦（大分大学医学部 呼吸器・乳腺外科学教室） 

共催：アストラゼネカ株式会社 

 

●スイーツセミナー3 

5 月 20 日(木) 第 6 会場 13：55～14：45 

肺がんの周術期治療 

座長：土谷 智史（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 腫瘍外科学） 

演者：田中 文啓（産業医科大学 第 2 外科学） 

共催：大鵬薬品工業株式会社 

 

●スイーツセミナー4 

5 月 21 日(金) 第 4 会場 14：55～15：45 

ALK 肺がんの治療の現状 

座長：岡本 勇（九州大学病院 呼吸器科） 

演者：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 1 内科）） 

共催：武田薬品工業株式会社 

  



●スイーツセミナー5 

5 月 21 日(金) 第 4 会場 16：10～17：00 

座長：浦本 秀隆（金沢医科大学病院 呼吸器外科学） 

進化し続ける Driver 遺伝子変異陽性肺がん治療を整理する～ALK、ROS1 を中心に～ 

演者：坪井 正博（国立がん研究センター東病院 呼吸器外科） 

進化し続ける肺がん治療を整理する ～免疫チェックポイント阻害剤～ 

演者：田中 文啓（産業医科大学 医学部 第２外科学） 

共催：中外製薬株式会社 

 

●スイーツセミナー6 

5 月 21 日(金) 第 5 会場 13：45～14：35 

肺がんに対するサルベージ手術の有効性と安全性 ～内科と外科の立場から～ 

座長：岩﨑 昭憲（福岡大学） 

サルベージ手術に至る化学療法、術後のサルベージ化学療法 

演者：福田 実（長崎大学病院がん診療センター） 

サルベージ手術 〜外科の立場から〜 

演者：上田 和弘（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器外科学） 

共催：武田薬品工業株式会社 

  



●イブニングセミナー1 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 20 日(木) 第 2 会場 18：10～19：00 

Uniportal VATS 最良なアプローチ選択となりえるか 

座長：須田 隆（藤田医科大学 岡崎医療センター 呼吸器外科） 

Uniportal VATS における血管処理・リンパ節郭清の Key point 

演者：本間 崇浩（富山大学 呼吸循環総合外科） 

がん専門病院における取り組み＜Uniportal VATS 導入＞ 

演者：鮫島 譲司（国立がん研究センター東病院 呼吸器外科） 

共催：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社 

 

●イブニングセミナー2 

5 月 20 日(木) 第 3 会場 18：10～19：00 

EGFR 遺伝子変異陽性肺癌におけるサブタイプ別の治療戦略 

座長：鈴木 実（熊本大学大学院 生命科学研究部 呼吸器外科学講座） 

演者：原武 直紀（九州大学病院 呼吸器外科） 

共催：日本イーライリリー株式会社 

 

●イブニングセミナー3 ※後日オンデマンド配信予定 

5 月 20 日(木) 第 4 会場 18：10～19：00 

蛍光イメージングが導く新時代の呼吸器外科手術 

～微小循環まで意識して行う区域切除術から拡大手術まで～ 

座長：田中 文啓（産業医科大学 第 2 外科） 

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） 

共催：日本ストライカー株式会社 


