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企業共催セミナー

ランチョンセミナー 1
Web 会場① 3 月 7 日（日）　11:30〜12:20

座長：伊豆津宏二（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科）

CAR-T Therapy: Changing the Treatment Paradigm in r/r DLBCL
Stephen J. Schuster

Hematology Oncology, University of Pennsylvania, USA
共催：ノバルティス ファーマ株式会社

ランチョンセミナー 2
Web 会場② 3 月 7 日（日）　11:30〜12:20

座長：髙松　　泰（福岡大学医学部　腫瘍・血液・感染症内科学）

中枢神経悪性リンパ腫に対する自家移植
Autologous stem cell transplantation for the treatment of CNS lymphoma

錦織　桃子
京都大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学

共催：大日本住友製薬株式会社

ランチョンセミナー 3
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　11:30〜12:20

座長：高橋　　聡（東京大学医科学研究所附属病院　血液腫瘍内科）

どう変わった？再発/難治性 ALL の治療戦略
What’s changed? Treatment Strategies for Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia

杉田　純一
北海道大学病院　検査・輸血部

共催：ファイザー株式会社

ランチョンセミナー 4
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　11:30〜12:20

座長：島崎　千尋（独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター）

長生き時代の移植非適応骨髄腫治療の実際

西村　倫子
公益財団法人がん研究会有明病院　血液腫瘍科

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社／セルジーン株式会社

ランチョンセミナー 5
Web 会場⑤ 3 月 7 日（日）　11:30〜12:20

座長：一戸　辰夫（広島大学　原爆放射線医科学研究所　血液・腫瘍内科研究分野）

T 細胞リンパ腫の治療戦略
Treatment strategies for T-cell lymphoma

崔　　日承
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター　血液内科

共催：武田薬品工業株式会社



（26）

イブニングセミナー 1
Web 会場① 3 月 6 日（土）　18:10〜19:00

座長：宮本　敏浩（九州大学大学院医学研究院　病態修復内科学）

多発性骨髄腫における初期治療の重要性
Importance of initial treatment in multiple myeloma

上村　智彦
医療法人原三信病院　血液内科

共催：ヤンセンファーマ株式会社

イブニングセミナー 2
Web 会場② 3 月 6 日（土）　18:10〜19:00

座長：澤　　正史（安城更生病院　血液･腫瘍内科）

同種移植前処置の現状と展望
Current status and future perspective of conditioning regimen for allogeneic stem cell transplantation

山本　久史
国家公務員共済組合連合会虎の門病院　血液内科

共催：大塚製薬株式会社

イブニングセミナー 3
Web 会場③ 3 月 6 日（土）　18:10〜19:00

座長：松村　　到（近畿大学医学部　血液・膠原病内科）

白血病における MRD の臨床的意義
Clinical significance of MRD in leukemia

清井　　仁
名古屋大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科学

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 4
Web 会場④ 3 月 6 日（土）　18:10〜19:00

座長：赤塚　美樹（名古屋大学大学院医学系研究科　分子細胞免疫分野　特任研究プロジェクト）

プレリキサホル時代の最適な自家末梢血幹細胞採取
Optimizing stem cell mobilization in the era of plerixafor

塚田　信弘
日本赤十字社医療センター　血液内科

共催：サノフィ株式会社
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コーポレートセミナー 1
Web 会場② 3 月 6 日（土）　08:00〜08:50

座長：高橋　　聡（東京大学医科学研究所　先端医療研究センター　分子療法分野）

EZR（Easy R）を用いた造血幹細胞移植データ解析
Statistical analyses of stem cell transplantation data using EZR (Easy R)

神田　善伸
自治医科大学附属病院・附属さいたま医療センター　血液科

共催：富士製薬工業株式会社

コーポレートセミナー 2
Web 会場③ 3 月 6 日（土）　08:00〜08:50

座長：石澤　賢一（山形大学大学院医学系研究科　内科学第三講座　血液・細胞治療内科学分野）

濾胞性リンパ腫治療における最新知見
Recent advances in the treatment of follicular lymphoma

伊豆津宏二
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科

共催：シンバイオ製薬株式会社

コーポレートセミナー 3
Web 会場④ 3 月 6 日（土）　08:00〜08:50

座長：熱田　由子（一般社団法人日本造血細胞移植データセンター）

Light up the new world of CLL treatment
〜BTK 阻害薬と BCL-2 阻害薬をいかに使うか〜
Light up the new world of CLL treatment

伊藤　量基
関西医科大学附属病院　血液腫瘍内科

看護師が実践するベネクレクスタの副作用マネジメント
Practical management of side effects of venclexta by nurses

横田　宜子
医療法人原三信病院　看護部

共催：アッヴィ合同会社

コーポレートセミナー 4
Web 会場③ 3 月 6 日（土）　09:00〜09:50

座長：長藤　宏司（久留米大学医学部　内科学講座　血液・腫瘍内科部門）

［成人再生不良性貧血における最新の治療戦略と将来展望］
Latest treatment strategies and future prospects for adult aplastic anemia

成人再生不良性貧血におけるドナータイプ別の移植適応とは？
Indications for allo-SCT by donor type in adults with aplastic anemia?

大西　　康
東北大学病院　血液内科

成人再生不良性貧血におけるエルトロンボパグの位置づけ
The positioning of eltrombopag for adult aplastic anemia

森田　泰慶
近畿大学医学部附属病院　血液内科

共催：ノバルティス ファーマ株式会社
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コーポレートセミナー 5
Web 会場④ 3 月 6 日（土）　09:00〜09:50

座長：矢野　真吾（東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科）

造血幹細胞移植における真菌感染対策の新たな局面
New aspects of antifungal management after hematopoietic stem cell transplantation

森　　有紀
国家公務員共済組合連合会虎の門病院　血液内科

共催：大日本住友製薬株式会社

コーポレートセミナー 6
Web 会場③ 3 月 6 日（土）　10:00〜10:50

座長：前田　嘉信（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学）

Transplantation and NK cell Therapy: 
From Individual To Off-The-Shelf Strategies

Jeffrey Miller
Division of Hematology, Oncology and Transplantation, University of Minesota

共催：中外製薬株式会社

コーポレートセミナー 7
Web 会場④ 3 月 6 日（土）　10:00〜10:50

座長：村田　　誠（名古屋大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科学）

［Ph 陽性白血病の治療戦略］
Treatment strategy of Philadelphia-positive leukemia

Ph 陽性 ALL に対する治療戦略〜移植前処置と移植前後の TKI 使用〜
Treatment strategy for Ph-positive ALL

近藤　忠一
京都大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学

リスクとベネフィットから考えるポナチニブの位置づけ
Clinical risks and benefits of ponatinib in the treatment of Ph+Leukemia

近藤　　健
医療法人菊郷会愛育病院　血液病センター

共催：大塚製薬株式会社

コーポレートセミナー 8
Web 会場③ 3 月 6 日（土）　15:00〜15:50

座長：豊嶋　崇徳　（北海道大学大学院医学研究院　内科系部門　内科学分野　血液内科学教室）

CAR-T 療法の展開
Development of CAR-T therapy

加藤　光次
九州大学病院　血液・腫瘍・心血管内科

共催：第一三共株式会社
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コーポレートセミナー 9
Web 会場④ 3 月 6 日（土）　15:00〜15:50

座長：岡本真一郎（慶應義塾大学医学部　血液内科）

GVHD の病態と臨床マネージメント
Pathophysiology and Clinical management for Graft-versus-Host Disease

松岡　賢市
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

コーポレートセミナー 10
Web 会場③ 3 月 6 日（土）　16:00〜16:50

座長：村田　　誠（名古屋大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科学）

臍帯血移植後の同種免疫反応の制御
Management of allogeneic immune reactions after CBT

山本　久史
国家公務員共済組合連合会虎の門病院　血液内科

共催：JCRファーマ株式会社

コーポレートセミナー 11
Web 会場④ 3 月 6 日（土）　16:00〜16:50

座長：日野　雅之（大阪市立大学大学院医学研究科　血液腫瘍制御学）

造血幹細胞移植における真菌感染症管理 － 予防薬に応じた治療戦略 －
Management of invasive fungal disease in hematopoietic stem cell transplantation - Depending on the type of
antifungal prophylaxis -

木村　俊一
自治医科大学附属さいたま医療センター　血液科

共催：MSD株式会社

コーポレートセミナー 12
Web 会場② 3 月 6 日（土）　17:00〜17:50

座長：高橋　義行（名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学）

CAR-T 療法における適切な CRS マネジメント
Management of cytokine release syndrome related to CAR-T cell therapy

後藤　秀樹
北海道大学病院　血液内科

共催：中外製薬株式会社

コーポレートセミナー 13
Web 会場③ 3 月 6 日（土）　17:00〜17:50

座長：小林　良二（札幌北楡病院　小児思春期科）

造血幹細胞移植成績向上に向けた真菌感染症対策
〜真菌感染既往患者のマネジメント〜
Antifungal strategy for improving hematopoietic stem cell transplantation outcomes
～To manage patients with prior invasive fungal infection～

森　　有紀
国家公務員共済組合連合会虎の門病院　血液内科

共催：ファイザー株式会社
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コーポレートセミナー 14
Web 会場④ 3 月 6 日（土）　17:00〜17:50

座長：神田　善伸（自治医科大学附属病院・附属さいたま医療センター　血液科）

［成人 ALL における MRD 評価と移植治療］
MRD assessment and current strategy for HSCT in Adult ALL

MRD を考慮したリスク評価と成人 ALL 治療への応用
Risk assessment including MRD and its therapeutic application in adult ALL

鬼塚　真仁
東海大学医学部　内科学系　血液腫瘍内科

移植ブリッジとしてのビーリンサイトの役割
Blinatumomab as the bridge to transplantation

池亀　和博
兵庫医科大学病院　血液内科

共催：アムジェン株式会社／アステラス製薬株式会社

コーポレートセミナー 15
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　08:00〜08:50

座長：井上　雅美（大阪母子医療センター　血液・腫瘍科）

小児 AYA 世代の急性リンパ性白血病における造血細胞移植の現状と展望
Current Status and Prospects of Hematopoietic Cell Transplantation for Children, 
Adolescents, and Young Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia.

坂口　大俊
国立成育医療研究センター　小児がんセンター　移植･細胞治療科

共催：アムジェン株式会社／アステラス製薬株式会社

コーポレートセミナー 16
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　08:00〜08:50

座長：前田　嘉信（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学）

慢性 GVHD の病態
Etiology of chronic graft-versus-host disease

稲本　賢弘
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科

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

コーポレートセミナー 17
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　09:00〜09:50

座長：角南　一貴（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　臨床研究部）

移植適応多発性骨髄腫の治療戦略
Treatment Strategies for autologous stem cell transplant-eligible Multiple Myeloma

宮本　敏浩
九州大学大学院医学研究院　病態修復内科学

共催：武田薬品工業株式会社
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コーポレートセミナー 18
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　09:00〜09:50

座長：鬼塚　真仁（東海大学医学部　内科学系　血液腫瘍内科）

［造血幹細胞移植前後の TKI 治療］
TKI treatment for pre and post transplantation

Ph 陽性白血病における移植前後の ponatinib
Pre- and post-transplant ponatinib in patients with Philadelphia chromosome-positive leukemia

藤　　重夫
大阪国際がんセンター　血液内科

造血幹細胞移植後のポナチニブメンテナンス ‐使用経験からの考察
Ponatinib maintenance after HSCT -experiences of use in clinical practice-

池亀　和博
兵庫医科大学病院　血液内科

共催：大塚製薬株式会社

コーポレートセミナー 19 （看護師向けセミナー）
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　10:00〜10:50

座長：八島　朋子（慶應義塾大学病院　看護部）

造血細胞移植における口腔支持療法の重要性
Importance of oral supportive care for hematopoietic cell transplantation patients

曽我　賢彦
岡山大学病院　医療支援歯科治療部

共催：中外製薬株式会社

コーポレートセミナー 20
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　10:00〜10:50

座長：福田　隆浩（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　造血幹細胞移植科）

FLT3 遺伝子変異陽性 AML の治療戦略 -update-
Update on treatment strategy for FLT3-mutated AML

松岡　賢市
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学

共催：アステラス製薬株式会社

コーポレートセミナー 21
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　12:30〜13:20

座長：森　　毅彦（慶應義塾大学医学部　血液内科）

令和時代の同種造血幹細胞移植後サイトメガロウイルス感染対策〜Choosing wisely〜
Managements of Cytomegalovirus Infection after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in the Reiwa
Era ~Choosing wisely~

神田　善伸
自治医科大学附属病院・附属さいたま医療センター　血液科

共催：田辺三菱製薬株式会社
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コーポレートセミナー 22
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　12:30〜13:20

座長：田中　淳司（東京女子医科大学　血液内科学講座）

［血液がん治療のリスクマネジメント］
Risk management of hematological malignancy therapies

同種移植後の低 IgG 血症のリスク因子
効果的な補充戦略確立を目指して
Risk factors for hypogammaglobulinemia after allo-SCT – How to optimize the strategy for IgG replacement? –

新井　康之
京都大学医学部附属病院　検査部・細胞療法センター／京都大学大学院医学研究科　内科学講座　血液・腫瘍内科学

悪性リンパ腫に対する CAR-T 療法とその毒性管理
CAR T-cell therapy for lymphomas and its toxicity management

蒔田　真一
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　血液腫瘍科

共催：CSLベーリング株式会社

コーポレートセミナー 23
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　13:30〜14:20

座長：伊藤　薫樹（岩手医科大学　内科学講座　血液腫瘍内科分野）

骨髄腫治療方針決定のためのフローサイトメトリー（FCM）による微小残存病変
（MRD）測定の意義
Flow-MRD adapted strategy for the treatment of multiple myeloma

鈴木　憲史
日本赤十字社医療センター　骨髄腫アミロイドーシスセンター

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

コーポレートセミナー 24
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　13:30〜14:20

座長：山崎　宏人（金沢大学附属病院　輸血部）

骨髄線維症の造血幹細胞移植における予後因子
Prognostic factors in hematopoietic stem cell transplantation for myelofibrosis

浜埜　康晴
順天堂大学医学部　内科学　血液学講座

共催：持田製薬株式会社

コーポレートセミナー 25 （看護師向けセミナー）
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　14:30〜15:20

座長：森　　文子（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　看護部）

多発性骨髄腫の治療を理解するために必要なこと
What we need to know to better understand the treatment of multiple myeloma

玉井洋太郎
湘南鎌倉総合病院　血液内科

共催：ヤンセンファーマ株式会社
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コーポレートセミナー 26
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　14:30〜15:20

座長：谷口　修一（国家公務員共済組合連合会虎の門病院　血液内科）

造血幹細胞移植と肝類洞閉塞症候群
Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Sinusoidal Obstruction Syndrome

内田　直之
国家公務員共済組合連合会虎の門病院　血液内科

共催：日本新薬株式会社

コーポレートセミナー 27
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　15:30〜16:20

座長：張替　秀郎（東北大学大学院医学系研究科　血液・免疫病学分野）

日常臨床に潜む PNH〜早期診断とフォローアップのコツ〜
PNH hiding in daily clinical practice -Tips for early diagnosis and appropriate follow-up-

池添　隆之
福島県立医科大学　血液内科学講座

共催：アレクシオンファーマ合同会社

コーポレートセミナー 28
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　15:30〜16:20

座長：青墳　信之（成田赤十字病院）

［骨髄線維症の治療成績向上を目指した新たなアプローチ ］
A New Approach to Improve Outcomes in Myelofibrosis

骨髄線維症に対する移植治療の最前線
Recent advances of transplant strategies for myelofibrosis

髙木　伸介
国家公務員共済組合連合会虎の門病院　血液内科

予後改善を目指した移植非適応骨髄線維症の治療
Treatment strategy for myelofibrosis patients who are not eligible for allogeneic HSCT

武内　正博
千葉県がんセンター　腫瘍・血液内科

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

コーポレートセミナー 29
Web 会場③ 3 月 7 日（日）　16:30〜17:20

座長：宮村　耕一（名古屋第一赤十字病院　血液内科）

造血幹細胞移植後の EB ウイルス感染および再活性化の診断と治療
Diagnosis and treatment of EBV infections and reactivation after HSCT

澤田　明久
大阪母子医療センター　血液・腫瘍科

共催：アボットジャパン合同会社
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コーポレートセミナー 30
Web 会場④ 3 月 7 日（日）　16:30〜17:20

座長：飯田　真介（名古屋市立大学大学院医薬学総合研究院　血液・腫瘍内科学分野）

再発難治性多発性骨髄腫への IsaPd 療法の治療戦略
Clinical practice of IsaPd for RRMM ~Usefulness of Second Generation CD38 Antibody~

鈴木　憲史
日本赤十字社医療センター　骨髄腫アミロイドーシスセンター

共催：サノフィ株式会社


