
第 43 回日本癌局所療法研究会　日程表

■ 2021 年 5 月 21 日（金）
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8:25~8:30 開会の辞
8:30~9:35

主題 2　機能温存
座長：吉田　和弘
　　　瀧口　修司

S2-1~S2-5
9:35~10:27

主題 6　チーム医療

座長：山口　佳之

S6-1~S6-4

10:30~11:30

最新医学セミナー 1
「消化器癌の発育・進展と腸内細菌の関連」

司会：遠藤　　格
演者：馬場　秀夫

共催：ミヤリサン製薬株式会社

11:45~12:45

最新医学セミナー 2
「噴門側胃切除術の再建法～これまでの経験か

ら観音開き法・ダブルトラクト法を考える～」
司会：大辻　英吾

演者：谷口　桂三、西崎　正彦
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

13:00~14:00

最新医学セミナー 5
「エキスパートに学ぶ結腸体腔内

吻合の安全な導入を目指して」
司会：坂本　一博

演者：大田　貢由、塚本　俊輔
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

14:00~15:00

最新医学セミナー 6
「炎症性腸疾患の癌合併と手術療法」

司会：塩澤　俊一
演者：石原聡一郎

共催：日本化薬株式会社
15:00~16:18

主題 5　基礎医学・ゲノム医療
座長：河野　浩二
　　　市川　靖史

S5-1~S5-6

16:20~　　　　奨励賞授与、閉会の辞

8:30~9:22

主題 1-1　集学的治療
下部消化管

座長：柴田　昌彦
　　　植竹　宏之

S1-1~S1-4
9:22~11:09

主題 4-1　高齢者
下部消化管、肝胆膵

座長：大平　雅一
　　　掛地　吉弘

S4-1~S4-9

11:45~12:45

最新医学セミナー 3
「おさえておきたい低侵襲治療と 

周術期治療の TOPIC」
司会：松原　久裕
演者：渡邉　　純

共催：大鵬薬品工業株式会社

13:00~14:57

主題 3-2　ロボット手術
下部消化管

座長：五井　孝憲
　　　花井　恒一

S3-6~S3-14

14:57~16:02

主題 1-3　集学的治療
肝胆膵

座長：海野　倫明
　　　大塚　将之

S1-13~S1-17

8:30~9:35

主題 3-1　ロボット手術
上部消化管

座長：瀬戸　泰之
　　　宇山　一朗

S3-1~S3-5
9:35~11:09

主題 1-2　集学的治療
上部消化管

座長：森　　正樹
　　　小寺　泰弘

S1-5~S1-12

11:45~12:45

最新医学セミナー 4
「HR 陽性 HER2 陰性 MBC の治療戦略 
～イブランスのエビデンスと経験をもとに～」

司会：石川　　孝
演者：山下　年成

共催：ファイザー株式会社

13:00~14:31

主題 4-2　高齢者
乳腺、食道、胃
座長：安田　卓司
　　　亀井　　尚

S4-10~S4-16
14:31~16:15

主題 4-3　高齢者
胃

座長：藤原　俊義
　　　市川　大輔

S4-17~S4-24
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一般演題閲覧会場（on demand）
頭頚部　O-1~O-8
座長：折舘　伸彦

小腸 1　O-122~O-127
座長：柴田　　近

膵 1　O-245~O-252
座長：堀口　明彦

乳腺 1　O-9~O-13
座長：齊藤　光江

小腸 2　O-128~O-135
座長：元井　冬彦

膵 2　O-253~O-259
座長：谷　　眞至

乳腺 2　O-14~O-20
座長：櫻井　健一

小腸 3　O-136~O-142
座長：内山　和久

膵 3　O-260~O-266
座長：花﨑　和弘

乳腺 3　O-21~O-27
座長：大竹　　徹

小腸 4　O-143~O-148
座長：斉田　芳久

胆嚢　O-267~O-272
座長：吉田　寛　

乳腺 4　O-28~O-34
座長：津川浩一郎

大腸 1　O-149~O-155
座長：村田　幸平

胆道　O-273~O-279
座長：中郡　聡夫

乳腺 5　O-35~O-40
座長：三階　貴史

大腸 2　O-156~O-162
座長：石田　秀行

肝細胞癌 1　O-280~O-285
座長：武冨　紹信

食道 1　O-41~O-47
座長：藤　也寸志

大腸 3　O-163~O-169
座長：池田　正孝

肝細胞癌 2　O-286~O-291
座長：藤井　　努

食道 2　O-48~O-54
座長：岡住　慎一

大腸 4　O-170~O-176
座長：袴田　健一

肝転移　O-292~O-297
座長：田中　邦哉

胃 1　O-55~O-61
座長：小嶋　一幸

大腸 5　O-177~O-184
座長：勝又　健次

NET, Vater　O-298~O-304
座長：上野　富雄

胃 2　O-62~O-67
座長：吉川　貴己

大腸 6　O-185~O-192
座長：猪股　雅史

胃 3　O-68~O-73
座長：岩崎　善毅

大腸 7　O-193~O-199
座長：池　　秀之

胃 4　O-74~O-80
座長：桜本　信一

大腸 8　O-200~O-206
座長：幸田　圭史

胃 5　O-81~O-86
座長：比企　直樹

大腸 9　O-207~O-213
座長：船橋　公彦

胃 6　O-87~O-92
座長：利野　　靖

大腸 10　O-214~O-220
座長：山本聖一郎

胃 7　O-93~O-100
座長：藤原　義之

大腸 11　O-221~O-227
座長：赤木　由人

胃 8　O-101~O-108
座長：竹内　裕也

大腸 12　O-228~O-234
座長：関本　貢嗣

胃 9　O-109~O-114
座長：藤谷　和正

大腸 13　O-235~O-244
座長：江口　英利

胃 10　O-115~O-121
座長：衛藤　　剛
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