◆日 程 表

1 日目：9 月 21 日（土）

第 1 会場

8：00

3 階 彩雲の間

8：30～9：00

第 2 会場

3 階 瑞雲の間

2 日目：9 月 22 日（日）
第 3 会場

ポスター会場

2 階 孔雀の間

2 階 白鳥の間・北辰の間

第 1 会場

8：00

9：30～9：45
9：50～10：00

10：00 10：00～11：30

9：00～11：00

8：00～8：50

モーニングセミナー 1
「がん薬物療法の転換期-免疫チェックポイント
阻害薬はがん治療現場をどう変えたか？」

9：00 9：00～10：20

理事会

シンポジウム 1
「Oncology meets Cardiology―腫瘍専門医から循環
11：00
器専門医への最新情報」
座長：小川久雄、黒川峰夫

10：00～11：10

ポスター受付・掲示

10：00～11：10

一般-1：
抗がん剤関連心毒性・
有害事象①

（O-01～O-07）
座長：山下啓子、北原康行

（O-11～O-17）
座長：坂東泰子、齋藤

健

11：00～17：00

ランチョンセミナー 1
「がんと血栓症～病態から治療
まで～」
「がんと不整脈～新しい
13：00 抗がん剤がもたらしたもの～」

充

12：00

学

12：10～13：10

13：00

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社/
日本イーライリリー株式会社

13：20～13：40 理事長講演

9：40～10：30

泉

一般-10：
抗がん剤関連心毒性・心臓腫瘍
（O-50～O-54）
座長：代田浩之、保田知生

一般-6：
抗がん剤関連心毒性・不整脈

11：10～11：50

（O-29～O-32）
座長：石坂信和、大津

洋

12：10～13：10

（O-55～O-59）
座長：渡辺昌文、笠井督雄
11：20～12：00

一般-12：
有害事象

（O-60～O-63）
座長：足立 健、関根郁夫
12：10～13：10

ランチョンセミナー 3
ランチョンセミナー 4
ランチョンセミナー 5
「CML での長期治療における 「がん治療における循環器合併症の「血液がんにおける腫瘍循環器連携
Cardio-Oncology の現状と展望」
リスクベネフィットを考える」
を考える」
ノバルティス ファーマ株式会社

13：20～15：20

エーザイ株式会社

大塚製薬株式会社

13：20～14：50

演者：小室一成

13：40～14：10 会長講演

司会：小室一成
演者：長谷部直幸

ポスター閲覧

14：00

14：10～15：00

海外特別講演

座長：長谷部直幸
演者：Daniela Cardinale

15：00 15：00～17：00

スポンサードセミナー 1
「がん関連血栓症（CAT）に
16：00
関する治療と連携」
座長：小室一成、石岡千加史
バイエル薬品株式会社

15：00

15：00～16：30

Featured Research
Session 1:
各領域におけるがん関連
血栓症

Featured Research Session 2:
スポンサードセミナー 2
多様な抗がん剤関連心毒性研究
「多科・多職種の視点から Cancer
（F2-1～F2-6）
Associated Thrombosisを再考する」
座長：南野哲男、前田嘉信
座長：畠 清彦、斎藤能彦
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/
ファイザー株式会社
14：50～16：00

15：30～17：00

16：00

（F1-1～F1-6）
座長：岡
亨、石井正紀

17：00

17：00～18：10

シンポジウム 3
「Cardiology meets Oncology
―循環器専門医から腫瘍専門医へ
の最新情報」

17：00 17：00～17：10

ポスター発表

（P-01～P-80）
18：00

18：00
18：10～18：30

ポスター撤去

特別懇親会
旭山動物園 特設会場

14：50～16：00

一般-7：
一般-13：
抗がん剤関連心毒性・免疫チェック
抗がん剤関連心毒性・有害事象③
ポイント阻害薬

座長：木村晋也、中川義久

18：30～21：00

座長：磯部光章、照井康仁

（O-46～O-49）
座長：植田真一郎、長友

一般-11：
がん関連血栓症③

一般-5：
抗がん剤関連心毒性・有害事象②
（O-24～O-28）
座長：中村廣繁、南

日本新薬株式会社

10：30～11：20

11：10～12：00

「循環器医師から見た糖尿病
管理と腫瘍循環器外来～DPP-4
阻害薬/SGLT2 阻害薬の展望～」

第一三共株式会社

博信、竹石恭知

パネルディスカッション
「Oncocardiology を開花させる」

座長：畠 清彦
演者：中釜 斉

11：00

12：15～13：15ランチョンセミナー 2

12：15～13：15

座長：南

モーニングセミナー 2
「担癌患者における
肺高血圧症について」

9：00～9：40

国内特別講演

11：10～12：10

12：00

シンポジウム 2
「腫瘍循環器診療における
他職種連携」

8：00～8：50

一般-9：
基礎的見地からみた Onco-Cardiology

9：00～10：20

10：20～11：10

一般-2：
がん関連血栓症①（O-08～O-10）
一般-4：
座長：森下英理子、藤田雅史 魅力的な他職種・病診連携
11：10～11：40

10：00

一般-3：
がん関連血栓症・
トルソー症候群

（O-18～O-23）
座長：廣井透雄、大石

司会：小川久雄

2 階 孔雀の間

MSD 株式会社

総会

開会式

第 3 会場

3 階 瑞雲の間

評議員会

9：00 9：00～9：30

14：00

第 2 会場

3 階 彩雲の間

閉会式

（O-33～O-39）
座長：南野 徹、清水千佳子

16：00～17：00

一般-8：
がん関連血栓症②

（O-40～O-45）
座長：後藤信哉、柴山浩彦

（O-64～O-70）
座長：中村真潮、田村雄一

16：00～17：00

一般-14：
抗がん剤関連心毒性・有害事象④
（O-71～O-76）
座長：田村和夫、坂田泰史

