
コーポレートセミナー　ライブ日程表

日程 時間 プログラム 共催企業 座長（敬称略） 演者（敬称略） セミナータイトル

MS2-9 塩野義製薬株式会社 - 大賀正一 血液疾患に伴う感染症治療～抗菌薬の適正使用と臨床実績～

MS2-10 小野薬品工業株式会社 照井 康仁 田村 秀人 再発・難治性多発性骨髄腫の治療戦略 2020

MS2-16 武田薬品工業株式会社 畠 清彦 蒔田 真一 ホジキンリンパ腫

MS2-7 ノバルティス　ファーマ株式会社 池添 隆之 伊藤 量基、中山 健夫 国内外のガイド改訂から考えるITP診療 ～血小板からSDMへ～

LS2-16 アステラス製薬株式会社 宮本 敏浩 峯石 真 再発・難治性FLT3遺伝子変異陽性AMLの治療戦略（仮）

LS2-19 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 萩原 將太郎 竹迫 直樹 エビデンスに基づいたElotuzumabの最適ポジショニング

LS1-2 サノフィ株式会社 飯田 真介 鈴木 憲史、Michele Cavo
新たな再発難治性多発性骨髄腫の治療戦略 ~新規抗CD38モノクローナル抗体サークリサを
臨床から考える~

LS1-5 小野薬品工業株式会社 石澤 賢一 関口 直宏 WM/LPLにおける最適な治療法を考える -新規BTK阻害薬を含めて-

LS1-12 ファイザー株式会社 森 毅彦 大西 康 ハイリスク患者における真菌症治療: Diagnostic-driven approach

MS2-12 ギリアド・サイエンシズ株式会社 上田 龍三 田中 靖人 がん免疫療法時代におけるB型肝炎再活性化対策の最新情報

MS2-18 アムジェン株式会社/アステラス製薬株式会社 神田 善伸 後藤 裕明 急性リンパ性白血病治療の変遷

LS2-9 バイエル薬品株式会社 西田 恭治 長江 千愛 今後の血友病の治療戦略　～新規製剤の治療経験をもとに～

MS3-17 日本製薬株式会社 高橋 義行 岡田 賢 原発性免疫不全症とウイルス感染症

LS1-3 第一三共株式会社 矢野 真吾 諫田 淳也 急性骨髄性白血病における遺伝子変異とFLT3阻害剤の意義

LS2-13 武田薬品工業株式会社 日野 雅之 橋本 由徳 骨髄増殖性腫瘍（本態性血小板血症）

LS2-18 武田薬品工業株式会社 天野 景裕 松下 正 フォン・ヴィレブランド病

12:15～13:00 LS2-4 MSD株式会社 谷口 修一 森 康雄、藤田 浩之 造血器腫瘍患者における感染症管理の最前線

12:30～13:00 IS-6 ヤンセン　ファーマ株式会社 島崎 千尋 植田 光晴 早期診断を目指したアミロイドーシス病型解析の現状と課題、今後の展望

LS2-2 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 髙松 泰 今井 陽一 新規診断多発性骨髄腫の病態とIMiDsの作用機序

MS3-12 株式会社理研ジェネシス/Adaptive Biotechnologies 田中 宏和
Ilan “Lanny” Kirsch、高松　博
幸

リンパ系悪性腫瘍におけるNGSを用いたMRD評価の意義

15:00～15:45 MS2-17 サノフィ株式会社 丸山 大 角南 一貴 自家末梢血幹細胞採取におけるプレリキサホルの役割

15:30～16:15 LS3-18 アストラゼネカ株式会社 鈴木 律朗 Wojciech Jurczak CLLにおける新たな標準治療～Targeted therapy～

LS1-18 エーザイ株式会社 冨田 章裕 遠西 大輔 B細胞性リンパ腫の免疫微小環境とその臨床的意義

MS2-6 大日本住友製薬株式会社 富田 直人 池田 宇次 CNS悪性リンパ腫におけるチオテパを用いた大量化学療法

LS2-10 中外製薬株式会社/日本新薬株式会社 山本 一仁 Miguel Canales Optimal therapeutic strategy in follicular lymphoma

MS3-6 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 安藤 潔 錦織 桃子 B細胞リンパ腫における免疫微小環境

MS2-2 MSD株式会社 楠本 茂 横須賀 忠
超解像イメージングが明らかにするT細胞シグナロソームとがん免疫療法 ～免疫チェックポ
イント受容体とキメラ抗原受容体CAR～

MS2-19 ファーマエッセンシア ジャパン株式会社 小松 則夫 桐戸 敬太 骨髄増殖性腫瘍の診断と治療

MS3-11 ファイザー株式会社 長藤 宏司 真田 昌、長藤 宏司 成人Ph陰性ALL診療におけるMRD測定の意義

16:00～16:45

17:00～17:45

12:00～12:45

10月10日(土)

08:00～08:45

09:00～09:45

12:10～12:55

12:30～13:15



日程 時間 プログラム 共催企業 座長（敬称略） 演者（敬称略） セミナータイトル

LS1-19 アムジェン株式会社/アステラス製薬株式会社 豊嶋 祟徳 Jae Park Current treatment strategy of Acute Lymphoblastic Leukemia in the US

MS3-5 武田薬品工業株式会社 佐々木 純 太田 健介 多発性骨髄腫における治療変更のタイミングと方法について

MS3-10 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 髙折 晃史 前田 嘉信 ホジキンリンパ腫治療における免疫チェックポイント阻害剤の使い方

MS2-8 ヤンセン　ファーマ株式会社 小島 研介 Steven Coutre BTK inhibitors in the management of CLL

MS3-4 サノフィ株式会社 張替 秀郎 植田 康敬 自己免疫性溶血性貧血　最近の知見 ― AIHA診療の参照ガイド改訂―

MS3-8 日本新薬株式会社 高見 昭良 藥師神 公和 肝類洞閉塞症候群（SOS/VOD）について

MS3-9 ノバルティス　ファーマ株式会社 近藤 健 宮下 直洋、渡邉 健
血液内科の在宅診療医や開業医の挑戦は、超高齢化社会へのソリューションとなり得るの
か？

LS1-4 セルジーン株式会社/ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 黒田 純也 花村 一朗 レナリドミド抵抗性骨髄腫の治療戦略

LS2-3 サノフィ株式会社 石田 禎夫 三原 圭一朗、古川 雄祐
新たな再発難治性多発性骨髄腫の治療戦略 ~新規抗CD38モノクローナル抗体サークリサを
基礎から考える~

MS3-3 エーザイ株式会社/シンバイオ製薬株式会社 得平 道英 柴山 浩彦 リスク因子に基づいた濾胞性リンパ腫の治療戦略

LS3-3 セルジーン株式会社/ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 永井 宏和 島田 和之 再発または難治性濾胞性リンパ腫患者に対する新たな治療選択

LS3-6 サノフィ株式会社 大森 司 遠藤 知之 血友病患者のAging Care

LS3-11 大日本住友製薬株式会社 堺田 惠美子 木村 俊一、泉川 公一 血液疾患患者における侵襲性真菌感染症のマネージメント

LS3-8 日本新薬株式会社 山内 高弘 木口 亨 MDS、それは特異な“がん”　―あまり知られていない病態から最新の治療まで―

LS3-9 サノフィ株式会社 原田 浩史 山本 和彦 ゴーシェ病Ⅰ型の診断と治療

LS3-16 旭化成ファーマ株式会社 朝倉 英策 森下 英理子 造血器悪性腫瘍の凝固障害

12:30～13:15 LS1-6 協和キリン株式会社 鈴宮 淳司 山内 寛彦 悪性リンパ腫の治療戦略　up to date

14:00～14:45 LS1-11 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 谷本 光音 松村 到 CML治療の現状と今後

LS1-16 武田薬品工業株式会社 谷本 一樹 塚田 信弘 移植適応多発性骨髄腫

MS2-3 ファイザー株式会社 川口 辰哉 髙橋 直人 新規慢性骨髄性白血病に対する新しい治療選択肢

19:00～19:30 IS-9 小野薬品工業株式会社 西川 亮 永根 基雄 中枢神経系原発悪性リンパ腫の病態と治療ーエビデンスと今後の展望ー

LS1-9 武田薬品工業株式会社 後藤　尚絵 佐藤　康晴 リンパ腫におけるCD30測定の意義

LS3-4 ノバルティス　ファーマ株式会社 竹中 克斗 杉本 由香、下田 和哉 ここまでわかったMPN診療

18:00～18:45 LS3-12 ファイザー株式会社 清井 仁 鬼塚 真仁 再発/難治性ALL治療戦略の新しい潮流

19:00～19:45 LS1-10 ノバルティス　ファーマ株式会社 小澤 敬也 加藤 元博 がん免疫療法時代におけるB-ALL治療戦略 -CAR-T細胞療法が果たす役割-

10月15日(木) 18:00～18:30 IS-8 アレクシオンファーマ合同会社 金倉 譲 小原 直 骨髄不全型PNHの診断と治療

12:20～13:05

18:00～18:45

19:00～19:45

09:00～09:45

12:00～12:45

08:00～08:45

10月11日(日)

10月12日(月)

10月13日(火)



日程 時間 プログラム 共催企業 座長（敬称略） 演者（敬称略） セミナータイトル

10月19日(月) 19:00～19:45 LS2-11 ＣＳＬベーリング株式会社 德川 多津子 長尾 梓 New insights into Hemophilia B in all generations based on the latest evidence

10:00～10:45 LS3-5 ノバルティス　ファーマ株式会社 安藤 純 Richard Maziarz Updated and insights on CAR-T therapy for diffuse large B-cell lymphoma

19:00～19:45 LS3-13 武田薬品工業株式会社 木内 英 藤井 輝久 後天性血友病A

18:00～18:45 LS2-8 ヤンセン　ファーマ株式会社 伊豆津 宏ニ 賴　晋也 マントル細胞リンパ腫に対する治療戦略

19:00～19:45 MS2-11 ＣＳＬベーリング株式会社 瀧 正志 竹谷 英之 血友病患者が活動的な生活を過ごすために

10月22日(木) 19:00～19:45 LS3-19 ＣＳＬベーリング株式会社 澤 正史 藤 重夫、花本 仁 血液悪性腫瘍に伴う二次性低ガンマグロブリン血症のマネージメント

18:00～18:30 IS-7 ノバルティス　ファーマ株式会社 閌 康博 吉田 千香 造血細胞移植後の長期フォローアップ看護

18:00～18:45 MS3-7 ヤンセン　ファーマ株式会社 伊藤 薫樹 上村 智彦 Daratumumab-based therapyがもたらす初発骨髄腫治療の展望

18:30～19:15 LS2-6 アレクシオンファーマ合同会社 三谷 絹子 西村 純一、西脇 嘉一
PNH診療の新たな幕開け－「PNH診療の参照ガイド令和1年改訂版」と「ユルトミリスの使用
経験」

19:00～19:45 LS3-21 ヤンセン　ファーマ株式会社 伊藤 薫樹 上村 智彦 Daratumumab-based therapyがもたらす初発骨髄腫治療の展望

10月24日(土) 18:00～18:45 MS2-5 エーザイ株式会社/シンバイオ製薬株式会社 塚崎 邦弘 大間知 謙 濾胞性リンパ腫の治療とトレアキシンの変遷と位置付け

10月31日(土) 12:00～12:45 LS2-17 シンバイオ製薬株式会社/エーザイ株式会社 石塚 賢治 福原　規子 濾胞性リンパ腫治療の最適化

11月4日(水) 19:00～19:45 LS3-2 ヤンセン　ファーマ株式会社 半田 寛 安倍 正博 骨髄腫治療におけるDaratumumabの役割：基礎と臨床

11月5日（木） 18:30～19:15 LS1-7 中外製薬株式会社 野上 恵嗣 石村 匡崇 New life style with HEMLIBRA～血友病患者の新しい生活様式～

コーポレートセミナー　オンデマンド配信日程表
日時 プログラム 共催企業 座長（敬称略） 演者（敬称略） セミナータイトル

10月10日(土)7:00～
10月11日(日)24:00

LS2-5 大塚製薬株式会社 福田 哲也 佐々木 宏治 米国におけるCML治療最前線

10月10日（土）9:00～
10月31日（土）18:00

LS3-7 富士製薬工業株式会社 木崎 昌弘 平松 英文 CAR-T細胞療法時代における再発・難治急性リンパ性白血病の治療戦略

10月10日(土)12:00～
10月11日(日)18:00

LS2-7 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ株式会社 内田 直之 瀬尾 幸子 血液疾患における口腔粘膜炎とその対処法

MS3-16 東洋鋼鈑株式会社 - 湯尻 俊昭 骨髄増殖性腫瘍の遺伝子検査

MS3-18 Invivoscribe 松岡 賢市 南 陽介 白血病プレシジョンメディシンと新たな分子標的療法

LS3-10 アステラス製薬株式会社 前田 高宏 南谷 泰仁 造血器腫瘍に対する遺伝子パネル検査

LS3-17 アッヴィ合同会社 青木 定夫 菊繁 吉謙 慢性リンパ性白血病の治療の変遷と今後の展望

10月15日（木）～
11月8日（日）

LS1-17 アッヴィ合同会社 赤司 浩一 Andrew Wei New advances in AML

10月20日（火）19:00～
11月8日（日）17:00

LS1-8 全薬工業株式会社 藤村 欣吾 勝谷 慎也、宮川 義隆 ITP/TTPの治療戦略におけるリツキシマブ

10月24日(土)00:00～
10月25日(日)24:00

MS2-4 大塚製薬株式会社 小澤 幸泰 近藤 英生 リンパ腫のCNS病変を標的とした自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法

10月31日(土)00:00～
11月1日(日)24:00

LS1-13 大塚製薬株式会社 猪口 孝一 名島 悠峰 第3世代TKIにおける、Ph陽性白血病に対する移植前後の治療戦略

11月8日（日）8:00～
11月8日（日）17:00

MS3-2 武田薬品工業株式会社 原田　浩徳 Marc Raaijmakers 骨髄異形成症候群

10月10日（土）12:00～
11月8日（土）17:00

一定期間配信

10月10日（土）12:00～
11月8日（日）17:00

10月23日(金)

10月20日(火)

10月21日(水)


