
9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

6月18日（土）　学会第1日目
第１会場

4F　イベントホール

第２会場
10F　国際会議場

第３会場
9F　海峡ホール

第４会場
8F　801大会議室

E-Poster会場２E-Poster会場１
1F　展示見本市会場

10:40-12:10

合同企画セッション 1
CAR-T療法を含めた細胞
治療の今と未来を考える

座長：中島貴子、山本一仁　
演者：豊嶋崇徳、福田裕子、
　　　吉田和広、新井康之、

籠谷勇紀　　　

12:20-13:20

ランチョンセミナー 1
レンバチニブの副作用に対
する多職種連携マネジメント

座長：全田貞幹　　　　　
演者：栗本珠衣、田内淳子

（共催：エーザイ株式会社、MSD株式会社）

12:20-13:20

ランチョンセミナー 2
造血器腫瘍ならではの、

サポーティブケア
座長：相羽惠介
演者：木口　亨

（共催：富士製薬工業株式会社）

12:20-13:20

ランチョンセミナー 3
「HER2陽性転移再発乳癌治療に

おけるエンハーツの位置付け」
「乳癌周術期パクリタキセル療法
に起因する末梢神経障害に対す

るタリージェは有効か？」

12:20-13:20
ランチョンセミナー 4
漢方薬による抗がん剤の

副作用マネージメント　半夏瀉
心湯や六君子湯を中心に

座長：里見絵理子
演者：吉田直久　

（共催：株式会社ツムラ）

13:30-14:20

総会

15:00-16:00
スイーツセミナー 1

がん支持療法における最
適な皮膚障害治療・ケア

の実現に向けて
座長：細川豊史　　　　　
演者：山﨑直也、桑山隆志
（共催：マルホ株式会社）

15:00-16:00
スイーツセミナー 2
がん患者の便秘の

診断・治療
座長：朴　成和　　　　　
演者：今井久雄、柏木夕香

（共催：塩野義製薬株式会社）

15:00-16:00
スイーツセミナー 3

口内炎対策に新たな選択肢を
ジェルクレア口腔用液の使用経験

座長：上野尚雄
演者：濵田倫史

（共催：テルモ株式会社）

15:00-16:05

ポスターセッション 4
痛み（がん性疼痛など）

Ｆ：鶴田理恵、岩崎創史

15:00-16:00

ポスターセッション 11
皮膚障害

Ｆ：平川聡史、柳　朝子

16:15-17:35

ポスターセッション 12
その他 1

Ｆ：荒尾晴惠、佐々木治一郎

16:15-16:50
ポスターセッション 5

Onco-Cardiology
（腫瘍循環器）

Ｆ：志賀太郎

17:00-17:30
ポスターセッション 6

患者・医療職
Ｆ：大西秀樹

16:40-17:40
部会企画セッション 2
骨転移診療ガイドライン

（改訂版）について
座長：柴田浩行　　　　　　
演者：柴田浩行、小林英介、
　　　稲葉吉隆、安部能成、

髙山京子　　　

15:00-16:30
部会企画セッション 1

どこでも誰でも開催できる！
ハイブリッド型骨転移キャン

サーボードを体感しよう！
～改訂骨転移ガイドラインに
基づく骨転移キャンサーボー
ドを全国に実装するために～
座長：柴田浩行、東　光久　
コメンテーター：

　安部能成、佐藤信吾、
　　髙木辰哉、余宮きのみ、

　永倉久泰　　　　　　
16:10-17:40

共催企画セッション 1
いま、ここから変わる

「がん悪液質」

座長：田村和夫　　　　　
演者：内藤立暁、麻生咲子

髙山浩一　　
（共催：小野薬品工業株式会社）

16:10-17:40

学術企画セッション 1
デジタル医療と

サポーティブケア

座長：吉田陽一郎　　　　　
演者：野村章洋、宮路天平、
　　　明智龍男、原　正彦、

村上　望　　　

14:20-14:50　会長講演
科学する支持医療を目指して

～病気を診ずして病人を診よ～
座長：相羽惠介
演者：宇和川匡

16:30-18:30

学術セミナー 1
症例を通して学ぶ：これか
らの処方の現場－症例を
通じて相互に高め合う医

療者のコミュニケーション

座長：岡元るみ子、　　　　
　　　小茂田昌代　　
Ｆ：関根郁夫、西森久和、
　　佐藤　温、小茂田昌代、
　　尾関理恵、宮嶋篤志、
　　佐藤淳也、田中　怜、
　　清水　忠、三浦里織、
　　入江佳子、橋本春希
演者：西森久和　　　　　　

9:00-10:30

ワークショップ 1
新型コロナウイルス

感染症の蔓延下における
外来がん薬物療法

座長：長崎礼子、矢野真吾　
演者：藤田浩之、藤本麗子、

中島寿久　　　

9:00-10:30

JASCC & MASCC 
Joint Symposium
Next-Generation 
Supportive and 
Palliative Care

Chairs：Mitsue Saito、　　
　　Matti S. Aapro

Speakers：Seiji Hattori、
　　Tomohiro Shibata、

Ian Olver　　　

9:00-10:10

ポスターセッション 1
Cachexia・栄養

Ｆ：山本和義、毛利貴子

9:00-10:05

ポスターセッション 7
骨転移と骨の健康

Ｆ：東　光久、髙山京子

10:20-11:25

ポスターセッション 2
がんリハビリテーション1

Ｆ：中田英二、藤井美希

10:20-11:05

ポスターセッション 8
高齢者のがん治療

Ｆ：上野順也、中澤潤一

11:15-11:40
ポスターセッション 9

サイコオンコロジー
Ｆ：奥山　徹

11:50-12:05　ポスターセッション 10
CINV（がん薬物療法誘発性悪心・嘔吐）

11:35-12:00
ポスターセッション 3

サバイバーシップ／患者会
Ｆ：牧野あずみ

10:40-12:10

教育シンポジウム 1
がん診療と口腔の諸問題

座長：石木寛人、藥師神公和
演者：上野尚雄、曽我賢彦、

　　富塚　健、池長奈美

10:40-12:10

3 学会（日本緩和医療学会・
日本インターベンショナ
ルラジオロジー学会・日
本がんサポーティブケア
学会）合同シンポジウム

呼吸器症状を考える
～支持療法と緩和医療～
座長：里見絵理子、藤阪保仁
演者：井上　彰、山口　崇、

　　角甲　純、佐藤洋造

10:40-11:40
共催企画セッション 2

がんゲノム医療における、最適な治
療選択のための多職種連携の極意

（胆道癌を例として）
座長・演者：奥山浩之　　
演者：重田宏恵、柘植　薫

（共催：インサイト・バイオサイ
エンシズ・ジャパン合同会社）

9:00-10:30
会長特別企画 1

Onco-Cardiologyにおける
がんサポーティブケア

-がん治療関連心筋障害
（CTRCD）を中心にpatient 

oriented medicineを
考慮したがん診療-

座長：関根郁夫、向井幹夫　
演者：志賀太郎、田辺祐子、
　　　藤阪保仁、平出　誠、

佐瀬一洋　　　
コメンテーター：北原康行　

8:50-9:00 開会式

Ｆ：齊藤光江

座長：徳永えり子
演者：池田雅彦　

（共催：第一三共株式会社）

Ｆ：ファシリテーター

Ｆ：佐藤　直、景山里香、
　　武田　彩、茂呂貴知、
　　長谷川友美、田村清香

第7回日本がんサポーティブケア学会学術集会
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