
共催セミナーのご案内

第1日目 8月 28 日（金）
ランチョンセミナー 1 エーザイ株式会社/MSD株式会社
8月 28 日（金） 12：30～13：20
Room A（大阪国際会議場 3F イベントホールDE）
「レンバチニブのすべて」

工藤 正俊（近畿大学医学部消化器内科）
司会：熊田 博光（虎の門病院）

ランチョンセミナー 2 大塚製薬株式会社
8月 28 日（金） 12：30～13：20
Room D（大阪国際会議場 10F 会議室 1002）
「肝硬変患者のQOL改善を目指したマネージメント」

宮明 寿光（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科消化器内科学）
「肝硬変の諸問題：体液管理」

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）
司会：上野 義之（山形大学医学部内科学第二講座）

ランチョンセミナー 3 MSD株式会社
「消化器疾患における感染症」
8 月 28 日（金） 12：30～13：20
Room H（大阪国際会議場 10F 会議室 1008）
「慢性肝疾患に伴う感染症のマネージメント」

四柳 宏（東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野/附属病院感染免
疫内科）

「腹腔内感染症に対する治療～新たな選択肢～」
久保 正二（大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵外科学）

司会：竹井 謙之（国立大学法人三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座消化器内科学）

ランチョンセミナー 4 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
8月 28 日（金） 12：30～13：20
Room C（大阪国際会議場 10F 会議室 1001）
「B型肝炎治療～いま世界では何が議論されているか～」

黒崎 雅之（武蔵野赤十字病院消化器科）
司会：持田 智（埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科）
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ランチョンセミナー 5 シスメックス株式会社
8月 28 日（金） 12：30～13：20
Room B（大阪国際会議場 10F 会議室 1003）
「肝線維化マーカーから見た肝硬変診療の今後の展開」

西川 浩樹（兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科）
司会：寺井 崇二（新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野）

ランチョンセミナー 6 EAファーマ株式会社
「NAFLDと糖尿病，肝がん」
8 月 28 日（金） 12：30～13：20
Room F（大阪国際会議場 10F 会議室 1005）
「メタボ疾患と肝発癌リスク～当院における肝細胞癌症例からの検討～」

今井 健二（岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学）
「NAFLD-HCCのリスクと予後因子」

川口 巧（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）
司会：𠮷𠮷 𠮷𠮷（奈良県立医科大学消化器・代謝内科）

ランチョンセミナー 8 コヴィディエンジャパン株式会社
「Emprint Ablation System を使いこなす」
8 月 28 日（金） 12：30～13：20
Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）
「一度使うとやめられない．マイクロ波凝固療法の利点と課題」

中村進一郎（姫路赤十字病院）
「Emprint Ablation System の特性と活用法」

南 康範（近畿大学医学部消化器内科）
司会：上甲 康二（松山赤十字病院）

ランチョンセミナー 9 東ソー株式会社
8月 28 日（金） 12：30～13：20
Room J（大阪国際会議場 10F 主催者控室 10-1・2）
「肝疾患診療におけるオートタキシン測定の臨床的有用性について」

梅村 武司（信州大学医学部内科学第二教室）
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 10 武田薬品工業株式会社
8月 28 日（金） 12：30～13：20
Room E（大阪国際会議場 10F 会議室 1004）
「逆流性食道炎初期治療の考え方～軽症例の症状コントロールを中心に～」

三輪 洋人（兵庫医科大学内科学消化管科）
司会：佐々木 裕（長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科）
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ランチョンセミナー 12 バイエル薬品株式会社
「スチバーガの治療意義 今後 10年を見据えて」
8 月 28 日（金） 12：30～13：20
Room K（大阪国際会議場 12F 特別会議場）
「免疫療法時代における消化器癌薬物療法の基礎と実践」

室 圭（愛知県がんセンター薬物療法部）
「肝細胞癌における薬物治療戦略」

能祖 一裕（岡山市立市民病院消化器内科）
司会：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 13 アボットジャパン合同会社
8月 28 日（金） 12：30～13：20
Room I（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）
「肝疾患におけるビックデーターとAI を用いた解析」

八橋 弘（国立病院機構長崎医療センター）
司会：泉 並木（武蔵野赤十字病院）

イブニングセミナー 1 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」
8 月 28 日（金） 17：00～17：50
Room D（大阪国際会議場 10F 会議室 1002）
「ICD-10 を用いた診断と飲酒量低減における心理社会的治療」

杠 岳文（国立病院機構肥前精神医療センター）
「アルコールと健康リスク」

日野 啓輔（川崎医科大学肝胆膵内科学）
司会：橋本 悦子（西武鉄道株式会社健康支援センター）

イブニングセミナー 2 ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社
8月 28 日（金） 17：00～17：50
Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）
「B型肝炎治療の意義と評価の拠りどころ up to date 2020」

髭 修平（JA北海道厚生連札幌厚生病院）
司会：熊田 博光（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
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イブニングセミナー 3 アッヴィ合同会社
「肝疾患の up to date～C型肝炎から肝癌まで～」
8 月 28 日（金） 17：00～17：50
Room C（大阪国際会議場 10F 会議室 1001）
「肝細胞癌診療の現状と課題～ICI 治療と副作用マネージメントを含めて～」

萩原 智（近畿大学医学部消化器内科）
「C型肝炎の現状と今後の展望～岡山県の取り組み～」

池田 房雄（社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院内科）
司会：山本 和秀（社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山済生会総合病院名誉院長）

イブニングセミナー 4（ランチョンセミナー 11）
ヤンセンファーマ株式会社メディカルアフェアーズ本部

「門脈圧亢進症診療の最新情報と見逃せない合併症：門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症」
8 月 28 日（金） 17：00～17：50
Room I（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）
「門脈圧亢進症のトータルマネジメント～PoPH症例を経験した消化器内科医からのメッセー
ジ～」

石川 剛（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学（第一内科））
「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）
司会：坂井田 功（山口大学大学院医学系研究科消化器内科学（第一内科））

イブニングセミナー 5（ランチョンセミナー 7） ギリアド・サイエンシズ株式会社
8月 28 日（金） 17：00～17：50
Room B（大阪国際会議場 10F 会議室 1003）
「いま目指すべきC型肝硬変治療」

加藤 直也（千葉大学大学院医学研究院消化器内科学）
司会：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）
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第 2日目 8月 29 日（土）
モーニングセミナー 1 大日本住友製薬株式会社/東レ株式会社
「これから求められる“患者QOL向上型”肝疾患診療」
8 月 29 日（土） 8：30～9：20
Room C（大阪国際会議場 10F 会議室 1001）
「B型肝炎の診療と研究の展開」

井上 淳（東北大学病院消化器内科）
「肝癌，肝疾患の長期予後を見据えたトータルマネージメント」

中馬 誠（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）
司会：池上 正（東京医科大学茨城医療センター消化器内科）

モーニングセミナー 2 アストラゼネカ株式会社/第一三共株式会社
8月 29 日（土） 8：30～9：20
Room D（大阪国際会議場 10F 会議室 1002）
「「高齢者GERDガイドライン」を踏まえたGERD診療」

山下 博司（医療法人鳳樹会杉本憲治クリニック）
司会：疋田 隼人（大阪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 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
8月 29 日（土） 8：30～9：20
Room B（大阪国際会議場 10F 会議室 1003）
「核酸アナログ製剤の追加薬理効果～肝発癌抑制への期待～」

村田 一素（自治医科大学医学部感染・免疫学講座ウイルス学部門）
司会：田中 榮司（信州大学医学部地域医療推進学教室）

モーニングセミナー 4 アッヴィ合同会社
「C型肝炎治療のトータルマネジメント」
8 月 29 日（土） 8：30～9：20
Room I（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）
「新時代のC型肝炎治療～新たなReal World Evidence の構築へ向けて～」

瀬崎ひとみ（国家公務員共済組合連合会虎の門病院肝臓内科）
「Post SVR 時代のC型肝炎診療」

中川 美奈（東京医科歯科大学統合教育機構/消化器内科）
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）
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モーニングセミナー 5 塩野義製薬株式会社
8月 29 日（土） 8：30～9：20
Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）
「肝硬変診療のコツ～ガイドライン 2020 をふまえて～」

𠮷𠮷 𠮷𠮷（奈良県立医科大学消化器・代謝内科）
司会：榎本 信幸（山梨大学医学部第一内科）

ランチョンセミナー 14 アッヴィ合同会社
8月 29 日（土） 13：00～13：50
Room A（大阪国際会議場 3F イベントホールDE）
「DAA治療から肝癌制御まで～グレカプレビル/ピブレンタスビルとソホスブビル/ベルパタスビ
ルをどう使いこなすか～」

熊田 博光（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
司会：髭 修平（JA北海道厚生連札幌厚生病院）

ランチョンセミナー 15 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
「今が旬の慢性肝疾患と亜鉛の深イイ話」
8 月 29 日（土） 13：00～13：50
Room I（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）
「慢性肝疾患と低亜鉛血症」

中西 裕之（武蔵野赤十字病院消化器科）
「慢性肝疾患における亜鉛補充への期待」

中本 伸宏（慶應義塾大学医学部内科学教室（消化器））
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）

ランチョンセミナー 16 ノバルティスファーマ株式会社 メディカル本部
8月 29 日（土） 13：00～13：50
Room C（大阪国際会議場 10F 会議室 1001）
「NASHの病態とNIT による 2ステップ診断アルゴリズム 2020
～2000 万人のNAFLD患者の診療戦略～」

角田 圭雄（愛知医科大学内科学講座肝胆膵内科学）
司会：岡上 武（大阪府済生会吹田病院名誉院長）
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ランチョンセミナー 17 日本製薬株式会社
「Precision Medicine としての門脈血栓症～内科医・外科医の立場から～」
8 月 29 日（土） 13：00～13：50
Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）
「門脈血栓症の内科的治療の実際」

高口 浩一（香川県立中央病院肝臓内科）
「術後門脈血栓症の治療の実際」

谷合 信彦（日本医科大学武蔵小杉病院消化器外科）
司会：國分 茂博（新百合ヶ丘総合病院肝疾患低侵襲治療センター/内視鏡センター）

ランチョンセミナー 18 エーザイ株式会社/MSD株式会社
「基礎と臨床のクロストーク」
8 月 29 日（土） 13：00～13：50
Room B（大阪国際会議場 10F 会議室 1003）
「基礎から紐解くレンバチニブのポテンシャル」

須田 剛生（北海道大学消化器内科）
「臨床から紐解くレンバチニブのベストユース」

黒崎 雅之（武蔵野赤十字病院消化器科）
司会：朝比奈靖浩（東京医科歯科大学医学部肝臓病態制御学講座）

ランチョンセミナー 19 ミヤリサン製薬株式会社
8月 29 日（土） 13：00～13：50
Room H（大阪国際会議場 10F 会議室 1008）
「腸内細菌叢と最近の話題～肝疾患を中心に～」

飯田 宗穂（金沢大学附属病院消化器内科）
司会：三善 英知（大阪大学大学院医学系研究科機能診断科学）

ランチョンセミナー 20 ギリアド・サイエンシズ株式会社
8月 29 日（土） 13：00～13：50
Room K（大阪国際会議場 12F 特別会議場）
「B型肝炎治療Up to date -長期視点を重視した核酸アナログ治療-」

小川 栄一（九州大学病院総合診療科）
司会：榎本 信幸（山梨大学医学部第一内科）
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ランチョンセミナー 21 日本イーライリリー株式会社
「肝細胞癌におけるラムシルマブの初期使用経験と治療戦略～現在の一次薬物療法から考察する～」
8 月 29 日（土） 13：00～13：50
Room D（大阪国際会議場 10F 会議室 1002）

葛谷 貞二（藤田医科大学消化器内科 II）
山下 竜也（金沢大学先進予防医学研究センター）

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 22 あすか製薬株式会社
8月 29 日（土） 13：00～13：50
Room F（大阪国際会議場 10F 会議室 1005）
「肝性脳症の病態と新しい診断法（Stroop test）について」

華井 竜徳（岐阜大学医学部附属病院地域腫瘍学講座）
「肝臓内科医による肝性脳症に対する Interventional Radiology - リフキシマ錠の位置づけを含めて-」

石川 達（済生会新潟病院消化器内科）
司会：泉 並木（武蔵野赤十字病院）

ランチョンセミナー 23 サノフィ株式会社 サノフィジェンザイム メディカル本部
「肝脾腫に紛れている治療可能な希少疾患」
8 月 29 日（土） 13：00～13：50
Room J（大阪国際会議場 10F 主催者控室 10-1・2）
「子供だけではない！肝脾腫を伴う先天性代謝異常症：ライソゾーム病を中心に」

髙橋 勉（秋田大学小児科学講座）
「定期健康診断から見つかったゴーシェ病成人例」

駒田 直人（都城医療センター消化器内科）
司会：柿崎 暁（群馬大学消化器・肝臓内科）

ランチョンセミナー 24 富士レビオ株式会社
8月 29 日（土） 13：00～13：50
Room E（大阪国際会議場 10F 会議室 1004）
「NASH診断の進歩と課題」

島 俊英（大阪府済生会吹田病院）
司会：坪内 博仁（鹿児島市立病院）

共
催
セ
ミ
ナ
ー

91


	knzmp56-23_kyosai

