
第58回日本癌治療学会学術集会 　共催セミナー開催方法一覧
2020/10/16現在

セミナー名 日時 会場 会社名 現地開催
LIVE配信

(10/16現在の予定）
オンデマンド

配信

学術セミナー1 10月22日(木)12:30～13:20 第1会場(国立京都国際会館 1F メインホール) ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 ●

学術セミナー2 10月22日(木)12:30～13:20 第2会場(国立京都国際会館 1F アネックスホール1) 日本イーライリリー株式会社 ● ●

学術セミナー3 10月22日(木)12:30～13:20 第3会場(国立京都国際会館 1F アネックスホール2) アストラゼネカ_セミナー運営事務局 ● ●

学術セミナー4 10月22日(木)12:30～13:20 第4会場(国立京都国際会館 2F Room A) 中外製薬株式会社 ●

学術セミナー5 10月22日(木)12:30～13:20 第5会場(国立京都国際会館 2F Room B-1) 日本イーライリリー株式会社 ● ●

学術セミナー6 10月22日(木)12:30～13:20 第6会場(国立京都国際会館 2F Room B-2) 中外製薬株式会社 ● ●

学術セミナー7 10月22日(木)12:30～13:20 第7会場(国立京都国際会館 2F Room I) 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 ●

学術セミナー8 10月22日(木)12:30～13:20 第8会場(国立京都国際会館 2F Room J) 中外製薬株式会社 ● ●

学術セミナー9 10月22日(木)12:30～13:20 第9会場(国立京都国際会館 2F Room K) ノバルティス ファーマ株式会社 ● ●

学術セミナー10 10月22日(木)12:30～13:20 第10会場(国立京都国際会館 1F さくら) メルクバイオファーマ株式会社 ●

学術セミナー11 10月22日(木)12:30～13:20 第11会場(国立京都国際会館 1F Room D) MSD株式会社 ● ●

学術セミナー12 10月22日(木)12:30～13:20 第12会場(国立京都国際会館 1F Room E) バイエル薬品株式会社 ● ●

学術セミナー13 10月22日(木)12:30～13:20 第13会場(国立京都国際会館 1F Room C-1) 大鵬薬品工業株式会社 ● ●

学術セミナー14 10月22日(木)12:30～13:20 第14会場(国立京都国際会館 1F Room C-2) アステラス製薬株式会社 ●

学術セミナー15 10月22日(木)12:30～13:20 第15会場(グランドプリンスホテル京都 1F ロイヤルルーム) 協和キリン株式会社 ●

学術セミナー16 10月22日(木)12:30～13:20 第16会場(グランドプリンスホテル京都 B1F ローズルーム) 株式会社ヤクルト本社 ●

学術セミナー17 10月22日(木)12:30～13:20 第17会場(グランドプリンスホテル京都 B2F ゴールドルーム) 第一三共株式会社 ● ●

学術セミナー18 10月22日(木)12:30～13:20 第18会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール1) ファイザー株式会社 ● ●

学術セミナー19 10月22日(木)12:30～13:20 第19会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール2) 日本臓器製薬株式会社 ● ●

学術セミナー20 10月23日(金)12:10～13:00 第1会場(国立京都国際会館 1F メインホール) 日本イーライリリー株式会社 ● ●

学術セミナー21 10月23日(金)12:10～13:00 第2会場(国立京都国際会館 1F アネックスホール1) MSD株式会社 ● ●

学術セミナー22 10月23日(金)12:10～13:00 第3会場(国立京都国際会館 1F アネックスホール2) ヤンセンファーマ株式会社 ● ●

学術セミナー23 10月23日(金)12:10～13:00 第4会場(国立京都国際会館 2F Room A) ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 ● ●

学術セミナー24 10月23日(金)12:10～13:00 第5会場(国立京都国際会館 2F Room B-1) 中外製薬株式会社 ● ●

学術セミナー25 10月23日(金)12:10～13:00 第6会場(国立京都国際会館 2F Room B-2) 中外製薬株式会社 ● ●

学術セミナー26 10月23日(金)12:10～13:00 第7会場(国立京都国際会館 2F Room I) MSD株式会社 ● ●

学術セミナー27 10月23日(金)12:10～13:00 第8会場(国立京都国際会館 2F Room J) ファイザー株式会社/ノバルティス ファーマ株式会社/バイエル薬品株式会社 ● ●

学術セミナー28 10月23日(金)12:10～13:00 第9会場(国立京都国際会館 2F Room K) シスメックス株式会社 ● ● ●

学術セミナー29 10月23日(金)12:10～13:00 第10会場(国立京都国際会館 1F さくら) 株式会社JTB ●

学術セミナー30 10月23日(金)12:10～13:00 第11会場(国立京都国際会館 1F Room D) エーザイ株式会社 ● ●

学術セミナー31 10月23日(金)12:10～13:00 第12会場(国立京都国際会館 1F Room E) 株式会社コンベンションアカデミア ● ●

学術セミナー32 10月23日(金)12:10～13:00 第13会場(国立京都国際会館 1F Room C-1) 株式会社ツムラ ● ●

学術セミナー33 10月23日(金)12:10～13:00 第14会場(国立京都国際会館 1F Room C-2) 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 ●

学術セミナー34 10月23日(金)12:10～13:00 第15会場(グランドプリンスホテル京都 1F ロイヤルルーム) 協和キリン株式会社/久光製薬株式会社 ●

学術セミナー35 10月23日(金)12:10～13:00 第16会場(グランドプリンスホテル京都 B1F ローズルーム) 中外製薬株式会社 ● ●

学術セミナー36 10月23日(金)12:10～13:00 第17会場(グランドプリンスホテル京都 B2F ゴールドルーム) 日本セルヴィエ株式会社/株式会社ヤクルト本社 ●

学術セミナー37 10月23日(金)12:10～13:00 第18会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール1) シオノギマーケティングソリューションズ株式会社 ●

学術セミナー38 10月23日(金)12:10～13:00 第19会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール2) サノフィ株式会社 ● ●

学術セミナー39 10月24日(土)12:10～13:00 第1会場(国立京都国際会館 1F メインホール) 小野薬品工業株式会社 ● ●

学術セミナー40 10月24日(土)12:10～13:00 第2会場(国立京都国際会館 1F アネックスホール1) 日本イーライリリー株式会社 ● ●

学術セミナー41 10月24日(土)12:10～13:00 第3会場(国立京都国際会館 1F アネックスホール2) 中外製薬株式会社 ●

学術セミナー42 10月24日(土)12:10～13:00 第4会場(国立京都国際会館 2F Room A) MSD株式会社 ● ●

学術セミナー43 10月24日(土)12:10～13:00 第5会場(国立京都国際会館 2F Room B-1) 中外製薬株式会社 ● ●

学術セミナー44 10月24日(土)12:10～13:00 第6会場(国立京都国際会館 2F Room B-2) 株式会社JTB ● ●

学術セミナー45 10月24日(土)12:10～13:00 第7会場(国立京都国際会館 2F Room I) ㈱毛髪クリニックリーブ21 ● ● ●

学術セミナー46 10月24日(土)12:10～13:00 第8会場(国立京都国際会館 2F Room J) ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 ● ●
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学術セミナー47 10月24日(土)12:10～13:00 第9会場(国立京都国際会館 2F Room K) 中外製薬株式会社 ●

学術セミナー48 10月24日(土)12:10～13:00 第10会場(国立京都国際会館 1F さくら) 第一三共株式会社 ● ●

学術セミナー49 10月24日(土)12:10～13:00 第11会場(国立京都国際会館 1F Room D) 日本イーライリリー株式会社 ● ●

学術セミナー50 10月24日(土)12:10～13:00 第12会場(国立京都国際会館 1F Room E) 大鵬薬品工業株式会社 ● ●

学術セミナー51 10月24日(土)12:10～13:00 第13会場(国立京都国際会館 1F Room C-1) MSD株式会社 ● ●

学術セミナー52 10月24日(土)12:10～13:00 第14会場(国立京都国際会館 1F Room C-2) ニプロ株式会社 ● ●

学術セミナー53 10月24日(土)12:10～13:00 第15会場(グランドプリンスホテル京都 1F ロイヤルルーム) 日本化薬株式会社 ●

学術セミナー54 10月24日(土)12:10～13:00 第16会場(グランドプリンスホテル京都 B1F ローズルーム) 旭化成メディカル株式会社 ● ●

学術セミナー55 10月24日(土)12:10～13:00 第17会場(グランドプリンスホテル京都 B2F ゴールドルーム) 楽天メディカルジャパン株式会社 ● ● ●

学術セミナー56 10月24日(土)12:10～13:00 第18会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール1) 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/ ● ●

学術セミナー57 10月24日(土)12:10～13:00 第19会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール2) メルクバイオファーマ株式会社 ●

イブニングセミナー1 10月22日(木)17:40～19:10 第5会場(国立京都国際会館 2F Room B-1) MSD株式会社 ● ●

イブニングセミナー2 10月22日(木)17:40～19:10 第6会場(国立京都国際会館 2F Room B-2) ガーダントヘルスジャパン株式会社 ● ●

イブニングセミナー3 10月23日(金)17:40～19:10 第4会場(国立京都国際会館 2F Room A) サノフィ株式会社 ● ●

イブニングセミナー4 10月23日(金)17:40～19:10 第5会場(国立京都国際会館 2F Room B-1) メルクバイオファーマ株式会社/ファイザー株式会社 ● ●

スポンサードシンポジウム1 10月22日(木)8:50～10:20 第18会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール1) 武田薬品工業株式会社 ● ●

スポンサードシンポジウム2 10月22日(木)10:40～12:10 第19会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール2) ジェンマブ株式会社 ●

スポンサードシンポジウム3 10月22日(木)16:00～17:00 第10会場(国立京都国際会館 1F さくら) 小野薬品工業株式会社 ● ●

スポンサードシンポジウム4 10月23日(金)8:30～10:00 第10会場(国立京都国際会館 1F さくら) 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5 10月23日(金)8:30～10:00 第18会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール1) 一般社団法人　がん医療の今を共有する会（Alliance for Cancer Treatment） ●

スポンサードシンポジウム6 10月23日(金)10:20～11:50 第18会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール1) 武田薬品工業株式会社 ● ●

スポンサードシンポジウム7 10月23日(金)16:00～17:30 第10会場(国立京都国際会館 1F さくら) 小野薬品工業株式会社 ● ●

スポンサードシンポジウム8 10月23日(金)16:00～18:10 第18会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール1) アストラゼネカ株式会社 ●

スポンサードシンポジウム9 10月24日(土)10:20～11:50 第19会場(グランドプリンスホテル京都 B2F プリンスホール2) 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 ● ●
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