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第 2日目　5月 13日（金）　日程表

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
5F　メインホール1 5F　メインホール2 5F　ホールA-2＋3 5F　ホールA-4

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

シンポジウム3
「薬物療法と 

Combination/Conversion 治療 
（肝切除，アブレーション，TACE等）」

SY3-1～SY3-12
司会：泉 並木　
　　　長谷川 潔

一般演題 17
「化学療法 8」
O17-1～O17-5
司会：日浅 陽一

事務局報告

シンポジウム4
「転移性肝癌に挑む」

SY4-1～SY4-8，SY4-基調講演
　　司会：島田 光生　
　　　　　山門 亨一郎
基調講演：Martijn Meijerink

一般演題 18
「アブレーション2」
O18-1～O18-4
司会：清水 雅仁

閉会の辞

シンポジウム5
「ビッグデータやAI，IoT 活用による 
新たな肝癌診療モデルの構築の可能性」

SY5-1～SY5-8
司会：國土 典宏
　　　建石 良介

一般演題 19
「化学療法 9」
O19-1～O19-5
司会：高見 太郎

ワークショップ 5
「肥満患者における 

アブレーションの課題と対策」
WS5-1～WS5-11
司会：相原 司　
　　　吉田 英雄

一般演題 20
「アブレーション3」
O20-1～O20-5
司会：森本 直樹

日韓台ジョイントシンポジウム
司会：小俣 政男
　　　Joong-Won Park
　　　Shi-Ming Lin
演者：椎名 秀一朗
　　　Min Woo Lee
　　　Chih-Horng Wu
　　　工藤 正俊
　　　Moon Seok Choi
　　　Chiun Hsu

一般演題 21
「化学療法 10」
O21-1～O21-5
司会：奥坂 拓志

パネルディスカッション7
「肝内胆管癌の診断と治療」

PD7-1～PD7-8
司会：久保 正二
　　　古瀬 純司

一般演題 22
「肝内胆管癌・その他」
O22-1～O22-5
司会：竹村 茂一

ビデオワークショップ 2
「How I do it（血管内治療）」

VWS2-1～VWS2-9
司会：松岡 俊一
　　　稲葉 吉隆

一般演題 23
「血管内治療 2」
O23-1～O23-4
司会：古賀 浩徳

ワークショップ 6
「放射線治療の新たな展開」

WS6-1～WS6-9
司会：大木 隆正
　　　若月 優　

一般演題 24
「放射線治療 2」
O24-1～O24-4
司会：奥村 敏之

ランチョンセミナー 8
司会：金子 周一
演者：須田 剛生
　　　坂元 亨宇

共催：エーザイ（株）/MSD（株）

ランチョンセミナー 9
司会：古瀬 純司
演者：平岡 淳　

共催：アストラゼネカ（株）

ランチョンセミナー 10
司会：河田 則文
演者：加藤 直也

共催：武田薬品工業（株）

ランチョンセミナー 11
司会：建石 良介
演者：土谷 薫　

共催：バイエル薬品（株）

モーニングセミナー
司会：丸山 紀史
演者：厚川 正則

共催：中外製薬（株）

9：00～11：00 抄録P.99

11：00～11：40 抄録P.250

12：10～13：00

13：10～13：20

14：30～16：30 抄録P.105

16：30～17：02 抄録P.252

8：00～8：50

9：00～11：00 抄録P.110

11：00～11：40 抄録P.253

12：10～13：00

14：30～16：30 抄録P.187

16：30～17：10 抄録P.255

9：00～11：00 抄録P.74

11：00～11：40 抄録P.257

12：10～13：00

14：30～16：30 抄録P.149

16：30～17：10 抄録P.259

9：00～11：00 抄録P.208

11：00～11：32 抄録P.261

12：10～13：00

14：30～16：30 抄録P.193

16：30～17：02 抄録P.262
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第 2日目　5月 13日（金）　日程表

第5会場 第6会場 第7会場 ポスター会場
4F　ホールB-1＋2 4F　ホールB-3 4F　ホールB-4 WEB＋5F　ホールA-1

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

症例検討会 1
CR1-1～CR1-3

司会：森本 学　　
　　　市川 智章　
　　　佐々木 素子

症例検討会 2
CR2-1～CR2-3
司会：板野 理　
　　　鶴崎 正勝
　　　矢野 博久

症例検討会 3
CR3-1～CR3-3
司会：永野 浩昭
　　　吉満 研吾
　　　原田 憲一

ハンズオンセミナー
「スクリーニング，見落としを避けるコツ」

講師：麻生 和信　
　　　和久井 紀貴

「一歩踏み込んだ技術の使い方： 
エラストグラフィー，ATI など」

講師：杉本 勝俊
　　　松本 直樹

ワークショップ 7
「肝炎ウイルス制御後の肝癌診療」

WS7-1～WS7-12
司会：𠮷治 仁志
　　　坂本 直哉

一般演題 25
「肝癌とウイルス」
O25-1～O25-5

司会：朝比奈 靖浩

パネルディスカッション8
「肝癌におけるprecision oncology 

（ゲノム，パネル検査， 
リキッドバイオプシー， 

gene signature 等の活用）」
PD8-1～PD8-11
司会：坂元 亨宇
　　　加藤 直也

一般演題 26
「肝癌の基礎と病理」
O26-1～O26-5
司会：尾島 英知

ビデオワークショップ 3
「How I do it（アブレーション）」

VWS3-1～VWS3-10
司会：寺谷 卓馬
　　　石川 達　

一般演題 27
「アブレーション4」
O27-1～O27-4
司会：淺岡 良成

パネルディスカッション9
「肝切除の新たな展開 

（ナビゲーション，シミュレーション， 
腹腔鏡手術，ロボット手術，他）」

PD9-1～PD9-8
司会：福本 巧　
　　　青木 武士

一般演題 28
「手術 3」　O28-1～O28-3

司会：谷合 信彦

ポスター発表

ポスター供覧

ポスター撤去

ポスター 4「化学療法 2」
P4-1～P4-5 司会：辻 邦彦
ポスター 5「アブレーション」
P5-1～P5-6 司会：田尻 和人
ポスター 6「血管内治療・手術」
P6-1～P6-6 司会：中馬 誠
ポスター 7「肝腫瘤」

P7-1～P7-5 司会：青木 琢

ランチョンセミナー 12
司会：椎名 秀一朗
演者：大木 隆正　
　　　南 康範　　

共催：日本ライフライン（株）

ランチョンセミナー 13
司会：武田 篤也
演者：沼田 和司
　　　木村 智樹

共催：（株）バリアン メディカル システムズ

ランチョンセミナー 14
司会：田中 正俊
演者：廣岡 昌史
　　　黒田 英克

共催：センチュリーメディカル（株）

9：00～10：00 抄録P.218

10：00～11：00 抄録P.220

11：00～12：00 抄録P.222

12：10～13：00

14：00～16：20

9：00～11：00 抄録P.198

11：00～11：40 抄録P.263

12：10～13：00

14：30～16：30 抄録P.153

16：30～17：10 抄録P.265

9：00～11：00 抄録P.213

11：00～11：32 抄録P.267

12：10～13：00

14：30～16：30 抄録P.159

16：30～16：54 抄録P.268

13：30～14：18 抄録P.274

15：30～17：10

9：00～13：30


