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共催セミナーのご案内

第 1日目 5月 12日（木）
ランチョンセミナー 12：10～13：00
LS1 【第 1 会場 5F メインホール 1】

司会：泉 並木（武蔵野赤十字病院）
肝細胞癌における複合免疫療法の意義とリアルワールドエビデンス
演者：小玉 尚宏（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）
腫瘍微小環境のVEGF制御と腫瘍免疫
演者：髙倉 伸幸（大阪大学微生物病研究所情報伝達分野）
共催：中外製薬株式会社

LS2 【第 2 会場 5F メインホール 2】
肝癌の診断と肝内胆管癌に対する個別化治療

司会：久保 正二（大阪公立大学大学院肝胆膵外科学）
演者：黒崎 雅之（武蔵野赤十字病院・消化器科）
共催：インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社

LS3 【第 3 会場 5F ホール A-2＋3】
Let’s start radial approach R.A.V.I.!～From some points of view of procedure,
healthcare professionals and patients

司会：石川 達（済生会新潟病院消化器内科）
当科における Radial TACE の初期使用経験について
演者：田北 雅弘（近畿大学病院消化器内科）
Radial approach による TACEの初期経験
演者：馬渡 誠一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科健康科学専攻人間環境学講座

消化器疾患・生活習慣病学）
共催：テルモ株式会社

LS4 【第 4 会場 5F ホール A-4】
どうする？切除不能肝細胞癌薬物療法の二次治療

司会：池田 公史（国立がん研究センター東病院肝胆膵内科）
切除不能肝細胞癌シークエンシャル治療におけるサイラムザの役割
演者：土谷 薫（武蔵野赤十字病院消化器科）
複合免疫療法時代におけるサイラムザの治療成績
演者：葛谷 貞二（藤田医科大学消化器内科）
共催：日本イーライリリー株式会社

LS5 【第 5 会場 4F ホール B-1＋2】
転移性肝癌に対するアブレーションの今

司会：田中 正俊（弘恵会ヨコクラ病院肝臓内科）
演者：能祖 一裕（岡山市総合医療センター岡山市立市民病院消化器内科）
演者：Martijn R. Meijerink（Department of Radiology ＆ Nuclear Medicine Amsterdam University

Medical Center）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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LS6 【第 6 会場 4F ホール B-3】
肝細胞癌に対する重粒子線治療のこれから

司会：大野 達也（国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科腫瘍放射線学講座）
演者：若月 優（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 QST 病院治療診断部）
共催：東芝エネルギーシステムズ株式会社

LS7 【第 7 会場 4F ホール B-4】
肝癌に対する外科治療システムの新たな構築～腹腔鏡下肝切除から肝移植まで～

司会：青木 武士（昭和大学外科学講座消化器一般外科学部門）
演者：池上 徹（東京慈恵会医科大学外科学講座肝胆膵外科）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

イブニングセミナー 17：00～17：50
ES1 【第 1 会場 5F メインホール 1】

薬物療法と IVR治療の融合
司会：加藤 直也（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）
肝癌診療における薬物療法の進歩
―intermediate stage におけるレンバチニブのポジショニングも含めて
演者：多田 俊史（姫路赤十字病院肝臓内科）
肝癌診療のUnmet Medical Needs を考える―肝動注のポジショニングを含めて―
演者：山下 竜也（金沢大学先進予防医学研究センター）
共催：エーザイ株式会社/MSD 株式会社

ES2 【第 3 会場 5F ホール A-2＋3】
超音波を使いこなす！肝腫瘤性病変の診断と治療

司会：廣岡 昌史（愛媛大学大学院医学系研究科医学専攻消化器・内分泌・代謝内科学）
改めて知ろう！造影超音波検査の有用性
演者：田中 弘教（宝塚市立病院消化器内科）
理想の焼灼治療をサポートするUS-US overlay fusion
演者：南 康範（近畿大学医学部消化器内科）
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

ES3 【第 6 会場 4F ホール B-3】
肝細胞癌，肝内胆管癌に対する粒子線治療（陽子線・重粒子線）
～保険収載後の適応と吸収性スペーサーの役割～

司会：福本 巧（神戸大学大学院医学研究科肝胆膵外科学）
原発性肝癌に対する粒子線治療の保険収載後の適応と今後の展望
演者：寺嶋 千貴（兵庫県立粒子線医療センター放射線科）
肝癌粒子線治療における吸収性スペーサーの役割
演者：小松 昇平（神戸大学大学院医学研究科肝胆膵外科学）
共催：アルフレッサ ファーマ株式会社

ES4 【第 5 会場 4F ホール B-1＋2】
ウイルス肝炎治療の進歩に基づく肝癌診療の update

司会：池嶋 健一（順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学）
演者：朝比奈靖浩（東京医科歯科大学消化器内科肝臓病態制御学）
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社
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第 2日目 5月 13日（金）
モーニングセミナー 8：00～8：50
MS 【第 2 会場 5F メインホール 2】

多施設共同研究からみる肝疾患の Real world
司会：丸山 紀史（順天堂大学大学院医学研究科消化器画像診断・治療学）
演者：厚川 正則（日本医科大学消化器内科学）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 12：10～13：00
LS8 【第 1 会場 5F メインホール 1】

臨床と病理から紐解く肝細胞癌治療
司会：金子 周一（金沢大学附属病院消化器内科）
Real World Data から導き出されたレンバチニブのポテンシャル
演者：須田 剛生（北海道大学大学院医学研究院消化器内科学教室）
肝細胞癌の腫瘍血管免疫微小環境
演者：坂元 亨宇（慶應義塾大学医学部病理学）
共催：エーザイ株式会社/MSD 株式会社

LS9 【第 2 会場 5F メインホール 2】
Intermediate～Advanced Stage 肝細胞がんの治療戦略―肝予備能を意識して―

司会：古瀬 純司（神奈川県立がんセンター）
演者：平岡 淳（愛媛県立中央病院消化器内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

LS10 【第 3 会場 5F ホール A-2＋3】
さらなるOS延長を目指した肝細胞癌治療戦略 2022

司会：河田 則文（大阪公立大学大学院医学研究科 肝胆膵病態内科学）
演者：加藤 直也（千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学）
共催：武田薬品工業株式会社

LS11 【第 4 会場 5F ホール A-4】
肝細胞癌 20年生存を目指した治療戦略～EOB-MRI の役割～

司会：建石 良介（東京大学大学院医学系研究科消化器内科学）
演者：土谷 薫（武蔵野赤十字病院消化器科）
共催：バイエル薬品株式会社

LS12 【第 5 会場 4F ホール B-1＋2】
アブレーションの新たな展開―arfa を用いたアブレーションを中心に―

司会：椎名秀一朗（順天堂大学大学院医学研究科消化器画像診断・治療学）
ラジオ波治療「arfa」の初期使用経験
演者：大木 隆正（塩田記念病院サイバーナイフセンター/肝臓内科）
arfa を用いたラジオ波焼灼術と腫瘍免疫
演者：南 康範（近畿大学医学部消化器内科）
共催：日本ライフライン株式会社
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LS13 【第 6 会場 4F ホール B-3】
肝癌における放射線治療の現状

司会：武田 篤也（大船中央病院放射線治療センター）
肝癌に対するラジオ波焼灼療法と体幹部定位放射線治療のすみわけについて
演者：沼田 和司（横浜市立大学附属市民総合医療センター消化器病センター）
肝細胞癌治療における定位放射線治療の現状
演者：木村 智樹（高知大学医学部放射線腫瘍学講座）
共催：株式会社バリアン メディカル システムズ

LS14 【第 7 会場 4F ホール B-4】
RFAの検討と今後の取組み

司会：田中 正俊（ヨコクラ病院臨床研究センター・肝臓内科）
演者：廣岡 昌史（愛媛大学医学部附属病院総合診療サポートセンター）
演者：黒田 英克（岩手医科大学附属病院肝臓内科）
共催：センチュリーメディカル株式会社


