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共催セミナーのご案内

第1日 12 月 12 日（木）
ランチョンセミナー 1 ギリアド・サイエンシズ株式会社
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 1 会場（海峡メッセ下関 4F イベントホール）

HCVウイルス性肝疾患による肝線維化進展例に対するPI フリー療法の治療戦略
河田 則文（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学）

座長：八橋 弘（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）

ランチョンセミナー 2 大塚製薬株式会社
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 2 会場（海峡メッセ下関 10F 国際会議場）

非代償性肝硬変治療のマネージメント up-to-date 2019！
平野 仁崇（淀川キリスト教病院消化器内科）
平峯 靖也（鹿児島厚生連病院）

座長：井戸 章雄（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学）

ランチョンセミナー 3 エーザイ株式会社／MSD株式会社
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 3 会場（海峡メッセ下関 9F 海峡ホール）

根治・長期予後を目指した肝細胞癌治療におけるレンバチニブの位置付け
相方 浩（広島大学病院消化器・代謝内科）

座長：鳥村 拓司（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）

ランチョンセミナー 4 EAファーマ株式会社
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 4 会場（海峡メッセ下関 8F 801 会議室）
NASH肝癌

演題 1：NASH肝癌を含めた非B非C肝癌の現状と今後の展望
―ハイリスク症例の囲い込みをどうするべきか―
川村 祐介（国家公務員共済組合連合会虎の門病院肝臓内科）

演題 2：NASH肝がんリスク軽減のために
兵庫 秀幸（JA広島総合病院肝臓内科）

座長：宇都 浩文（宮崎医療センター病院消化器・肝臓病センター）

ランチョンセミナー 5 株式会社ツムラ
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 5 会場（海峡メッセ下関 8F 804 会議室）

肝疾患の最新治療と漢方製剤の役割～効果を規定する要因への科学的アプローチ～
持田 智（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）

座長：竹原 徹郎（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）
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ランチョンセミナー 6 アクテリオンファーマシューティカルズジャパン株式会社
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 6 会場（海峡メッセ下関 1F 展示見本市会場 西）

門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症の診断と治療
波多野 将（東京大学大学院医学系研究科重症心不全治療開発講座）

座長：飯島 尋子（兵庫医科大学肝胆膵内科・超音波センター）

ランチョンセミナー 7 日本化薬株式会社
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 7 会場（下関市生涯学習プラザ 2F 風のホール）

進行肝細胞癌に対する経カテーテル治療
喜多 竜一（大阪赤十字病院消化器内科）

座長：金子 周一（金沢大学大学院消化器内科）

ランチョンセミナー 8 ノーベルファーマ株式会社／株式会社メディパルホールディングス
12 月 12 日（木） 12：00～12：50 第 8 会場（下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール）
肝臓専門医が知って得する亜鉛の話

講演 1：慢性肝疾患と亜鉛，そしてサルコペニア
西川 浩樹（兵庫医科大学病院臨床研究支援センター/内科学肝・胆・膵科）

講演 2：知っておくべき肝硬変診療のポイント
吉治 仁志（奈良県立医科大学内科学第三講座（消化器・内分泌代謝内科））

座長：西口 修平（兵庫医科大学病院肝・胆・膵内科）

イブニングセミナー 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
12 月 12 日（木） 18：30～19：20 第 2 会場（海峡メッセ下関 10F 国際会議場）

免疫チェックポイント阻害剤の作用機序と免疫関連有害事象について
北野 滋久（がん研究会有明病院先端医療開発センターがん免疫治療開発部）

座長：工藤 正俊（近畿大学医学部消化器内科学）
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第 2日 12 月 13 日（金）
モーニングセミナー 1 大日本住友製薬株式会社
12 月 13 日（金） 7：30～8：20 第 2 会場（海峡メッセ下関 10F 国際会議場）
病態に応じた肝疾患の最新治療と患者QOLマネジメント

講演 1：肝がん領域のトピックス～肝がん合併症管理（痒みを含めた）～
山下　 竜也（金沢大学先進予防医学研究センター）

講演 2：慢性肝疾患におけるかゆみの治療と対策～PBCを中心に～
　　　浪崎 　　正（奈良県立医科大学内科学第三講座（消化器・内分泌代謝内科））
座長：野ツ俣和夫（福井県済生会病院肝疾患センター）

モーニングセミナー 2 日本イーライリリー株式会社
12 月 13 日（金） 7：30～8：20 第 3 会場（海峡メッセ下関 9F 海峡ホール）

肝細胞癌薬物治療の新展開～2次治療としてのラムシルマブへの期待～
工藤 正俊（近畿大学医学部消化器内科学）

座長：坂本 直哉（北海道大学大学院医学研究院消化器内科学教室）

ランチョンセミナー 9 ギリアド・サイエンシズ株式会社
12 月 13 日（金） 12：10～13：00 第 1 会場（海峡メッセ下関 4F イベントホール）

NAFLD/NASH研究の最前線～病態理解とそれに基づく治療展望～
中川 勇人（東京大学医学部附属病院消化器内科）

座長：竹井 謙之（三重大学大学院医学系研究科消化器内科学）

ランチョンセミナー 10 アッヴィ合同会社
12 月 13 日（金） 12：10～13：00 第 2 会場（海峡メッセ下関 10F 国際会議場）

C型慢性肝炎に対するDAA治療後の包括的マネジメント―SVR後発癌，門脈圧亢進症を含めて
今井 康陽（市立池田病院消化器内科）

座長：藤山 重俊（医療法人創起会くまもと森都総合病院）

ランチョンセミナー 11 バイエル薬品株式会社
12 月 13 日（金） 12：10～13：00 第 3 会場（海峡メッセ下関 9F 海峡ホール）
肝がん薬物治療におけるネクサバール-スチバーガの有用性
―臨床試験とリアルワールドデータの観点から―

演題 1：複数の薬物療法が選択可能な状況下における進行肝細胞癌に対する治療戦略
寺島 健志（金沢大学先進予防医学研究センター）

演題 2：Intermediate - Advanced HCCのシークエンシャル治療を考察する
森本 学（神奈川県立がんセンター消化器内科）

座長：能祖 一裕（岡山市立市民病院消化器内科）
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ランチョンセミナー 12 MSD株式会社
12 月 13 日（金） 12：10～13：00 第 4 会場（海峡メッセ下関 8F 801 会議室）
C型肝炎から肝細胞癌治療まで～実臨床成績をふまえた知見

演題 1：切除不能肝細胞癌におけるレンバチニブ治療の実際と今後の展望
土谷 薫（日本赤十字社武蔵野赤十字病院消化器科）

演題 2：DAAの治療効果とHCV排除のベネフィットを検証する～肝発癌抑制から生命予後延長まで
豊田 秀徳（大垣市民病院消化器内科）

座長：中尾 一彦（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科消化器内科学分野）

ランチョンセミナー 13 あすか製薬株式会社
12 月 13 日（金） 12：10～13：00 第 5 会場（海峡メッセ下関 8F 804 会議室）

肝硬変合併症のマネージメント～肝性脳症を中心に～
白木 亮（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学）

座長：茶山 一彰（広島大学大学院医系科学研究科消化器・代謝内科学）




