
7月 11日（木） 
開会の挨拶 12：30 

ランチョン・セミナー 12：35～13：30 
「肺癌のプレシジョン・メディシン」 
座長 関順彦（帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科） 
演者 岸 一馬（東邦大学医学部 内科学講座 呼吸器内科学分野） 
【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】 

画像診断セミナー 13：40 ～ 17：00 
座長 大崎 能伸（旭川医科大学 呼吸器センター） 

野村 史郎（名古屋第一赤十字病院 呼吸器内科） 
「講演 1： 胸部 X線」 
演者 楠本 昌彦（国立がん研究センター中央病院 放射線診断科） 
「講演 2： CT：質的診断について」 
演者 佐藤 嘉尚（東北大学 放射線診断科） 
「講演 3： 肺腺癌の新しい分類」 
演者 栗山 啓子（大阪医療センター 放射線診断科） 
「講演 4： PET/CT」 
演者 石山 光富（がん研究会有明病院 画像診断部） 
「講演 5： 気管支鏡」 
演者 栗本 典昭（島根大学医学部附属病院 医療安全部） 
「講演 6： 病理」 
演者 元井 紀子（国立がん研究センター中央病院 病理診断科） 

肺癌診断会 7月 11日（木）～13日（土） 

7月 11日（木） 
イブニング・セミナー 17：40～18：35 
「バイオマーカー戦略に基づいた非小細胞肺癌治療」 
座長 森 清志（坪井病院 呼吸器内科） 
演者 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）
【共催：MSD株式会社／大鵬薬品工業株式会社】 

エキスパートによるグループ別読影指導（Ⅰ）18：45～20：45 



講師 
① 本田 健（帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科） 肺結節診断（基礎編） 典型例を
主体とした鑑別診断- Systematic reading のすすめ - 

② 室田真希子（香川大学医学部 放射線医学講座） 肺結節診断（上級編） 
③ 小林 弘明（福井県済生会病院 呼吸器外科） 胸部単純 X線写真の読影     
④ 西本 優子（天理よろづ相談所病院 放射線診断部門） 肺気腫・間質性肺炎に合併す
る肺癌 

7月 12日（金） 
モーニング・セミナー 7:50～8：45 
座長 芦澤 和人（長崎大学大学院 展開医療科学講座 臨床腫瘍学分野） 
講演 1 「健診センターにおける低線量胸部 CT について～完全逐次近似再構成法：
Model-Based Iterative Reconstruction を用いた使用経験～」
演者 立川 智弘（がん研有明病院 画像診断センター） 
講演 2「肺癌CT検査・診断の Up to Date」 
演者 本多 修（大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合医学講座 放射線医学教室） 
【共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社】 

エキスパートによるグループ別読影指導（Ⅱ）9:00～11:00 
講師 
① 本田 健（帝京大学医学部内科学講座 腫瘍内科） 肺結節診断（基礎編） 典型
例を主体とした鑑別診断- Systematic reading のすすめ ‒ 

② 室田真希子（香川大学医学部 放射線医学講座） 肺結節診断（上級編） 
③ 小林 弘明（福井県済生会病院 呼吸器外科） 胸部単純 X線写真の読影     
④ 西本 優子（天理よろづ相談所病院 放射線診断部門） 肺気腫・間質性肺炎に合
併する肺癌 

特別講演 1 11：10～12：10 
「肺がん、その他肺疾患の画像診断を進めるための Radiologic-Anatomic- Pathologic 
Correlation」 
座長 負門 克典（がん研有明病院） 
演者 伊藤 春海（福井大学 高エネルギー医学研究センター） 

ランチョン・セミナー 12：15～13：05 
「超高精細CTと 4次元動態CT」 
座長 黒崎 敦子（複十字病院 放射線診療部） 



演者 森谷 浩史（大原綜合病院 画像診断センター） 
【共催：キャノンメディカルシステムズ株式会社】 

シンポジウム 1「肺癌と既存構造の関係を考える」13：15～14：50 
座長 関 順彦（帝京大学） 

小林 弘明（福井県済生会病院） 
1. 鈴木明先生に始まる肺血管との関係を考慮した読影の歴史 森 清志（坪井病院）  
2. 気管支・肺動脈と肺結節の関係 松迫 正樹（聖路加国際病院 放射線科） 
3. 肺静脈・胸膜と肺結節の関係 負門 克典（がん研有明病院 画像診断部） 

肺癌学会肺がん検診委員会連携特別講演 18：30～19：10 
「肺がん検診の現状と課題」 
座長 磯部 威（島根大学医学部附属病院 呼吸器・化学療法内科） 
演者 村田喜代史（洛西ニュータウン病院 放射線科） 

夜の診断会 19：10～
司会 負門 克典（がん研有明病院 画像診断部） 

松迫 正樹（聖路加国際病院 放射線科） 
症例提示
柳谷 典子（がん研有明病院 呼吸器内科） 
画像コメンテーター 
楠本 昌彦（国立がん研究センター中央病院） 
芦澤 和人（長崎大学）
病理解説 
二宮 浩範（がん研究所 病理診断部） 
元井 紀子（国立がん研究センター中央病院） 

7月 13日（土） 
モーニング・セミナー 8：00～8：50 
「肺がんCT検診で発見された肺腫瘍のCT画像と実体顕微鏡像の対比」 
座長 柳谷典子先生（がん研有明病院 呼吸器内科） 
演者 丸山雄一郎先生（浅間南麓こもろ医療センター 放射線科） 
【共催：バイエル薬品株式会社】 

シンポジウム 2「肺腺癌の浸潤を考える」9:00～11：20 
座長 近藤 哲郎（神奈川県立がんセンター 呼吸器内科） 



遠藤 正浩（静岡県立静岡がんセンター 放射線診断科） 
1．イントロダクション 近藤 哲郎（神奈川県立がんセンター 呼吸器内科） 
2．部分充実型結節を示す肺腺癌の浸潤について 梁川 雅弘（大阪大学） 
3．すりガラス型結節の画像経過による浸潤について 古泉 直也（新潟県立がんセンター） 
4．病理における肺腺癌の浸潤とは 二宮 浩範（がん研究所 病理診断科） 
5．浸潤を考慮した小型肺癌の外科治療 文 敏景（がん研有明病院 呼吸器外科） 

特別講演 2 11：20～12：00 
「肺癌診療の進歩:この 20 年でどう変わった？」 
座長 山本 信之（和歌山県立医科大学） 
演者 西尾 誠人（がん研有明病院 呼吸器内科） 

次回世話人の挨拶・次回の案内 遠藤 正浩 
閉会の挨拶 負門 克典 


