
共催セミナーのご案内

第1日目 5月 30 日（木）
ランチョンセミナー 1 アッヴィ合同会社
「慢性肝疾患のトータルマネジメント」
5 月 30 日（木） 12：15～13：05
第 1 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）

「最終ステージを迎えたC型肝炎治療の実際」
野﨑 昭人（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）

「肝臓非専門医はC型肝炎をどう診療しているのか～福岡県のアンケート調査を中心に～」
井出 達也（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）

司会：熊田 博光（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）

ランチョンセミナー 2 大塚製薬株式会社
「肝硬変マネージメントのコツ」
5 月 30 日（木） 12：15～13：05
第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコードA）

厚川 正則（日本医科大学消化器内科学）
白木 亮（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学）

司会：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 3 ギリアド・サイエンシズ株式会社
5月 30 日（木） 12：15～13：05
第 3 会場（京王プラザホテル 5F コンコードB）

「B型肝炎治療最前線～patient centric に考えた治療ゴールとは～」
熊田 卓（岐阜協立大学看護学部看護学科）

司会：持田 智（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）

ランチョンセミナー 4 エーザイ株式会社/MSD株式会社
「レンバチニブによる肝細胞癌治療の新たなステージ」
5 月 30 日（木） 12：15～13：05
第 4 会場（京王プラザホテル 5F コンコードC）

「MoAに基づいたレンバチニブの治療戦略」
小玉 尚宏（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）

「臨床経験から再考するレンバチニブの治療戦略」
上嶋 一臣（近畿大学医学部消化器内科）

司会：日野 啓輔（川崎医科大学肝胆膵内科学）



ランチョンセミナー 5 MSD株式会社
「肝臓病治療のマネジメント～C型肝炎から肝癌まで～」
5 月 30 日（木） 12：15～13：05
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

「C型肝炎治療が教えてくれること」
池上 正（東京医科大学茨城医療センター消化器内科）

「Multi TKIs 時代の進行肝癌治療のマネジメント」
山下 竜也（金沢大学先進予防医学研究センター）

司会：茶山 一彰（広島大学大学院消化器・代謝内科学）

ランチョンセミナー 6 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
5月 30 日（木） 12：15～13：05
第 6 会場（京王プラザホテル 4F 扇）

「基礎的視点からみた免疫チェックポイント阻害療法の現状」
玉田 耕治（山口大学大学院医学系研究科免疫学）

司会：金子 周一（金沢大学医薬保健学域医学類システム生物学）

ランチョンセミナー 7 グラクソ・スミスクライン株式会社
5月 30 日（木） 12：15～13：05
第 7 会場（京王プラザホテル 42F 富士）

「B型肝炎創薬研究の現状と新規標的創出へ向けて」
渡士 幸一（国立感染症研究所ウイルス第二部/東京理科大学大学院理工学研究科）

「肝炎研究へのバイオインフォマティクスによるアプローチ例」
中村 周吾（東洋大学情報連携学部情報連携学科）

司会：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 8 第一三共株式会社/アストラゼネカ株式会社
「―診断・治療のNext Stage―」
5 月 30 日（木） 12：15～13：05
第 8 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）

「消化器内視鏡領域のAI 最前線～上部消化管を含む消化器疾患の発見と治療～」
多田 智裕（医療法人ただともひろ胃腸科肛門科/AI Medical Service inc）

「ちょっと教えて，肝硬変とPPI の関係．良いの？悪いの？」
日髙 央（北里大学医学部消化器内科学）

司会：坂井田 功（山口大学医学部消化器内科学）



ランチョンセミナー 9 シスメックス株式会社
「M2BPGi の臨床的有用性～その意義を振り返る～」
5 月 30 日（木） 12：15～13：05
第 10 会場（京王プラザホテル 43F スターライト）

「肝疾患における栄養リスク指標としての可能性～M2BPGi：Only Liver Fibrosis Marker?～」
西川 浩樹（兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科）

「ポストC型肝炎ウイルス時代の展望と新たなる挑戦」
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講座）

司会：榎本 信幸（山梨大学医学部内科学講座第一教室）

ランチョンセミナー 10 塩野義製薬株式会社
5月 30 日（木） 12：15～13：05
第 11 会場（京王プラザホテル 43F コメット）

「知らないと損をする肝硬変診療 up-to-date」
𠮷治 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）

司会：工藤 正俊（近畿大学医学部消化器内科）

ランチョンセミナー 11 コヴィディエンジャパン株式会社
5月 30 日（木） 12：15～13：05
第 12 会場（京王プラザホテル 47F あけぼの）

「新規マイクロ波はラジオ波にとって代わる～200 例を超える治療経験から～」
玉井 秀幸（和歌山労災病院肝臓内科）

司会：関 寿人（関西医科大学総合医療センター肝臓病センター）

イブニングセミナー 1 エーザイ株式会社/MSD株式会社
「レンバチニブの臨床応用を考える」
5 月 30 日（木） 18：10～19：00
第 1 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）

「レンバチニブのReal World Evidence」
葛谷 貞二（名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学）

「TACEからレンバチニブへの移行タイミング」
森口 理久（京都府立医科大学消化器内科）

司会：池田 健次（虎の門病院肝臓内科）



イブニングセミナー 2 ギリアド・サイエンシズ株式会社 メディカル・アフェアーズ統括部
「Evolving the Treatment Landscape of Chronic Hepatitis B and Related Diseases」
5 月 30 日（木） 18：10～19：40
第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコードA）

「Challenges of antiviral therapies on clinical outcomes of chronic hepatitis B」
Henry Lik Yuen Chan（Department of Medicine and Therapeutics, The Chinese Uni-

versity of Hong Kong）
「B型肝炎と肝がん治療のアンメット・ニーズに挑む
Challenges to the unmet needs in the treatment of hepatitis B and hepatocellular carcinoma」

加藤 直也（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）
司会：市田 隆文（公益財団法人ウイルス肝炎研究財団）

イブニングセミナー 3 アッヴィ合同会社
5月 30 日（木） 18：10～19：00
第 3 会場（京王プラザホテル 5F コンコードB）

「Hepatitis C Treatment Simplification Towards Disease Elimination」
Stefan Zeuzem（Department of Medicine Goethe University Hospital）

司会：向坂彰太郎（福岡大学医学部）

イブニングセミナー 4 アレクシオンファーマ合同会社/サノフィ株式会社
「肝機能異常に紛れている治療可能な希少疾患」
5 月 30 日（木） 18：10～19：00
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

「見逃してはいけない肝腫大を呈する希少疾患：ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症（LAL-D）」
村上 潤（鳥取大学医学部附属病院小児科）

「肝臓内科医が見逃してはいけない希少疾患～ポンペ病～」
乾 あやの（済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科/東邦大学大学院医学研究科成育

肝臓消化器学）
司会：白石 光一（東海大学医学部付属東京病院消化器内科）

イブニングセミナー 5 大日本住友製薬株式会社/東レ株式会社
5月 30 日（木） 17：30～18：20
第 8 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）

「見えてきた肝炎医療コーディネーターのプロフェッショナリズム
～佐賀県の試みから厚生労働科学研究の調査結果まで～」

江口有一郎（佐賀大学医学部肝疾患センター）
司会：青栁 豊（新潟医療センター消化器病センター）



第 2日目 5月 31 日（金）
モーニングセミナー 1 アッヴィ合同会社
「HCV診療と脂肪肝」
5 月 31 日（金） 8：00～8：50
第 1 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）

「HCVからNASH，移り行く肝疾患診療
～糖尿病合併脂肪肝における虎の門病院の試み～」

芥田 憲夫（国家公務員共済組合連合会虎の門病院肝臓内科）
「C型肝炎治療後のフォローアップと残された課題」

髭 修平（JA北海道厚生連札幌厚生病院）
司会：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）

モーニングセミナー 2 大塚製薬株式会社 メディカル・アフェアーズ部
「アルコール依存症の診断・心理社会的治療に関する講習会」
5 月 31 日（金） 8：00～8：50
第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコードA）

池嶋 健一（順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学）
樋口 進（独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター）

司会：竹井 謙之（三重大学大学院医学系研究科消化器内科学）

モーニングセミナー 3 日本製薬株式会社
5月 31 日（金） 8：00～8：50
第 3 会場（京王プラザホテル 5F コンコードB）

「門脈血栓症の治療戦略」
鷹取 元（金沢大学消化器内科）

司会：國分 茂博（新百合ヶ丘総合病院肝疾患低侵襲治療/内視鏡センター）

モーニングセミナー 4 富士レビオ株式会社
5月 31 日（金） 8：00～8：50
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

「High Level of Hepatitis B Core-related Antigen Associated With Increased Risk of Hepatocellu-
lar Carcinoma in Patients With Chronic HBV Infection of Intermediate Viral Load」

Jia-Horng Kao（Hepatitis Research Center, National Taiwan University Hospital）
司会：田中 靖人（名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学）



ランチョンセミナー 12 ギリアド・サイエンシズ株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 1 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）

「C型肝硬変治療は新たなステージへ～プロテアーゼフリーレジメンの果たす役割～」
黒崎 雅之（日本赤十字社武蔵野赤十字病院消化器科）

司会：小池 和彦（東京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 13 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
「肝臓専門医として，知っておきたい亜鉛の話」
5 月 31 日（金） 12：30～13：20
第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコードA）

「血清亜鉛濃度からみたC型肝硬変の発がんリスクと予防」
岩佐 元雄（三重大学医学部消化器・肝臓内科）

「亜鉛補充による肝機能改善を考える」
伊藤 敏文（地域医療機能推進機構大阪病院）

司会：加藤 直也（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）

ランチョンセミナー 14 あすか製薬株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 3 会場（京王プラザホテル 5F コンコードB）

「肝硬変における吸収，代謝変化と病態栄養～甲状腺疾患との関連も含めて～」
日浅 陽一（愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学（第三内科））

司会：竹原 徹郎（大阪大学大学院医学系研究科内科系臨床医学専攻消化器内科学）

ランチョンセミナー 15 MSD株式会社
「実臨床から捉える！ C型肝炎と肝癌治療」
5 月 31 日（金） 12：30～13：20
第 4 会場（京王プラザホテル 5F コンコードC）

「C型肝炎治療，実臨床における課題」
魚嶋 晴紀（北里大学病院消化器内科）

「肝細胞癌治療のイノベーション―レンバチニブの登場で肝細胞癌治療はどう変革したか―」
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）

司会：𠮷治 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））

ランチョンセミナー 16 アボットジャパン株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

「B型・C型肝炎，脂肪肝からの肝発癌の予知と早期発見」
泉 並木（武蔵野赤十字病院）

司会：田中 榮司（信州大学医学部地域医療推進学教室）



ランチョンセミナー 17 バイエル薬品株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 6 会場（京王プラザホテル 4F 扇）

「進行肝細胞癌患者の予後を最大限延ばす治療戦略は？」
小笠原定久（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学/

千葉大学医学部附属病院臨床研究開発推進センター）
司会：國土 典宏（NCGM国立研究開発法人国立国際医療研究センター）

ランチョンセミナー 18 武田薬品工業株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 7 会場（京王プラザホテル 42F 富士）

「食道・胃静脈瘤の内視鏡治療」
入澤 篤志（獨協医科大学医学部内科学（消化器）講座）

「胃食道逆流症―日常診療におけるピットフォール―」
山本 貴嗣（帝京大学医学部内科学講座）

司会：吉田 寛（日本医科大学消化器外科）

ランチョンセミナー 19 EAファーマ株式会社
「NAFLD/NASH」
5 月 31 日（金） 12：30～13：20
第 8 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）

「肝臓専門医の新たな value creation2030～NASH/NAFLD診療は内科学の王道！？～」
角田 圭雄（愛知医科大学肝胆膵内科）

「NAFLD/NASHと BCAA」
清水 雅仁（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学）

司会：井廻 道夫（新百合ヶ丘総合病院消化器・肝臓病研究所）

ランチョンセミナー 20 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 9 会場（京王プラザホテル 43F ムーンライト）

「症例から学ぶB型肝炎の診断・治療の最前線」
柘植 雅貴（広島大学病院消化器・代謝内科）

司会：鈴木 文孝（虎の門病院肝臓センター）

ランチョンセミナー 21 東ソー株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 10 会場（京王プラザホテル 43F スターライト）

「オートタキシンの肝線維化マーカーとしての評価と肝疾患における意義」
池田 均（元浅草いけだクリニック/東京大学医学部附属病院）

司会：松浦 知和（東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座）



ランチョンセミナー 22 ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 11 会場（京王プラザホテル 43F コメット）

「新時代を迎えた肝疾患診療～肝がん診療を中心に～」
相方 浩（広島大学病院消化器・代謝内科）

司会：玄田 拓哉（順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科）

ランチョンセミナー 23 株式会社インテグラル
5月 31 日（金） 12：30～13：20
第 12 会場（京王プラザホテル 47F あけぼの）

「非B非C型肝がんをどうサーベイランスするか？」
建石 良介（東京大学医学部消化器内科）

司会：飯島 尋子（兵庫医科大学内科学肝胆膵科）


