共催セミナーのご案内
【共催セミナー 1】 オンラインライブ配信
11 月 25 日（木）12:00 〜 12:50 会場：WEB 会場①
座

長：康 勝好（埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科）

演

者：加藤 元博（東京大学大学院 医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 小児医学講座）

タイトル：小児がんゲノム医療の基礎知識
Basic knowledge of pediatric cancer genomic medicine
共

催：中外製薬株式会社

【共催セミナー 2】 オンラインライブ配信
11 月 25 日（木）12:00 〜 12:50 会場：WEB 会場②
座

長：文野 誠久（京都府立医科大学大学院 小児外科学）

演

者：小関 道夫（岐阜大学医学部附属病院 小児科）

タイトル：小児難治性リンパ管疾患に対するシロリムスへの期待
Hope to sirolimus for the treatment of pediatric intractable lymphatic anomalies
共

催：ノーベルファーマ株式会社

【共催セミナー 3】 オンラインライブ配信
11 月 25 日（木）13:30 〜 14:20 会場：WEB 会場①
座

長：原 純一（地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター がん医療支援セン
ター）

演

者：松本 公一（国立成育医療研究センター 小児がんセンター）

タイトル：子どもたちに笑顔を届けるための悪心嘔吐マネジメント
Management of nausea and vomiting related to pediatric cancer treatment to deliver the gift of smiling
共

催：大鵬薬品工業株式会社

【共催セミナー 4】 オンラインライブ配信
11 月 25 日（木）13:30 〜 14:20 会場：WEB 会場②
座

長：井上 雅美（大阪母子医療センター 血液・腫瘍科）

演

者：古賀 友紀（九州大学大学院医学研究院 周産期・小児医療学講座）

タイトル：小児 SOS に対するデフィブロチドを用いた早期治療介入の実際
early intervention
共

催：日本新薬株式会社
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【共催セミナー 5】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）10:30 〜 11:20 会場：WEB 会場②
座

長：康 勝好（埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科）

演

者：小倉 妙美（静岡県立こども病院 血友病診療センター）

タイトル：多様化する血友病 A 治療〜 PK 可視化の活用〜
Diversifying Treatment of Hemophilia A ̶ To Utilize PK Visualization ̶
共

催：武田薬品工業株式会社

【共催セミナー 6】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）11:30 〜 12:20 会場：WEB 会場②
座

長：多賀 崇（滋賀医科大学附属病院 小児科）

演

者：野上 恵嗣（奈良県立医科大学 小児科学教室）

タイトル：血友病 A 治療における FVIII 製剤の位置づけ―患者の QOL 向上を目指して―
Positioning of FVIII products in the treatment of haemophilia A: towards a better quality of life
(QOL) for patients
共

催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

【共催セミナー 7】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）12:30 〜 13:20 会場：WEB 会場①
タイトル：AYA がん患者の最期で考えたこと
What we thought at an AYA cancer patient’s end-stage
座

長：堀部 敬三（名古屋医療センター 臨床研究センター）

演

者：樋口 紘平（大阪母子医療センター 血液・腫瘍科）

演

者：中長 容子（大阪母子医療センター 4 階西棟）

共

催：中外製薬株式会社

【共催セミナー 8】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）12:30 〜 13:20 会場：WEB 会場②
座

長：井上 雅美（大阪母子医療センター 血液・腫瘍科）

演

者：佐野 秀樹（福島県立医科大学附属病院 小児腫瘍内科）

タイトル：小児ハプロ移植における合併症管理
Complication management in pediatric haploidentical stem cell transplantation
共

催：JCR ファーマ株式会社

【共催セミナー 9】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）16:50 〜 17:40 会場：WEB 会場①
座

長：細井 創（京都府立医科大学）

演

者：後藤 裕明（神奈川県立こども医療センター／小児がんセンター 血液・腫瘍科）

タイトル：小児固形がんにおける Larotrectinib への期待
Prospects for Larotrectinib in Pediatric Solid Tumors
共
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催：バイエル薬品株式会社

【共催セミナー 10】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）16:50 〜 17:40 会場：WEB 会場②
座

長：康 勝好（埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科）

演

者：小倉 妙美（静岡県立こども病院 血友病診療センター）

タイトル：血友病 B 治療の最近の話題〜 PUPs B-LONG 試験の紹介
Topics in hemophilia B treatment ~ PUPs B-LONG study
共

催：サノフィ株式会社

【共催セミナー 11】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）16:50 〜 17:40 会場：WEB 会場③
座

長：田尻 達郎（京都府立医科大学 小児外科）

演

者：原 純一（地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター がん医療支援セン
ター）

タイトル：抗 GD2 抗体免疫療法と今後の展開
Anti-GD2 antibody immunotherapy and future development
共

催：大原薬品工業株式会社

【共催セミナー 12】 オンラインライブ配信
11 月 27 日（土）11:10 〜 12:00 会場：WEB 会場②
座

長：野上 恵嗣（奈良県立医科大学 小児科学教室）

演

者：山下 敦己（聖マリアンナ医科大学 小児科学）

タイトル：Beyond ABR を目指した血友病 A 診療〜エミシズマブ長期データを踏まえて〜
Hemophilia A treatment aiming for Beyond ABR 〜 based on long-term clinical data of emicizumab 〜
共

催：中外製薬株式会社

【共催セミナー 13】 オンラインライブ配信
11 月 27 日（土）12:10 〜 13:00 会場：WEB 会場①
座

長：酒井 道生（宗像水光会総合病院 小児科）

演

者：長江 千愛（聖マリアンナ医科大学 小児科学）

タイトル：血友病性関節症の早期診断・治療
Early Diagnosis and Treatment of Hemophilic Arthropathy
共

催：CSL ベーリング株式会社

【共催セミナー 14】 オンラインライブ配信
11 月 27 日（土）12:10 〜 13:00 会場：WEB 会場②
座

長：大賀 正一（九州大学大学院 医学研究院成長発達医学分野）

演

者：康 勝好（埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科）

タイトル：小児急性リンパ性白血病の治療戦略
Treatment strategies for pediatric acute lymphoblastic leukemia
共

催：アステラス製薬株式会社／アムジェン株式会社
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【共催セミナー 15】 オンラインライブ配信
11 月 27 日（土）13:10 〜 14:00 会場：WEB 会場①
座

長：堀部 敬三（国立病院機構名古屋医療センター 小児科）

演

者：森 鉄也（聖マリアンナ医科大学 小児科）

タイトル：小児 /AYA 世代リンパ腫診療の現状
Update of Pediatric and AYA generation Lymphoma
共

催：武田薬品工業株式会社

【共催セミナー 16】 オンラインライブ配信
11 月 27 日（土）13:10 〜 14:00 会場：WEB 会場②
座

長：井上 雅美（大阪母子医療センター 血液・腫瘍科）

演

者：荒川 歩（国立がん研究センター中央病院 小児腫瘍科）

タイトル：小児ホジキンリンパ腫における Nivolumab の役割
Role of Nivolumab in pediatric Hodgkin lymphoma
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

【スポンサードシンポジウム】 オンラインライブ配信
11 月 26 日（金）13:30 〜 15:00 会場：WEB 会場②
座

長：滝田 順子（京都大学大学院医学研究科 発達小児科学）
後藤 裕明（神奈川県立こども医療センター 血液・腫瘍科）

テ ー マ：再発・難治性 B-ALL における CAR-T 細胞療法
CAR-T Cell Therapy for Relapsed/Refractory B-ALL
演

者：富澤 大輔（国立成育医療研究センター 小児がんセンター）

タイトル：再発・難治性 B-ALL：最新臨床情報と治療アルゴリズム
Relapsed/refractory B-ALL: a clinical update and treatment algorithms
演

者：嶋 晴子（慶應義塾大学病院 小児科）

タイトル：CAR-T 細胞療法の患者選択〜白血球アフェレーシス
演

者：古賀 友紀（九州大学大学院医学研究院 周産期・小児医療学講座）

タイトル：CAR-T 細胞療法の経験（患者マネジメントを中心に）
Real world experience of CAR-T cell therapy – Patient Management –
演

者：後藤 裕明（神奈川県立こども医療センター 血液・腫瘍科）

タイトル：CAR-T 細胞療法における連携（紹介元の立場から）
Collaboration in CAR-T cell therapy – From the viewpoint of a referral site –
共
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催：ノバルティス ファーマ株式会社

