
第 1 日目　7 月 22 日（木）日程表

会場

部屋名

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第1会場 第2会場 第3会場
2F　クリスタルガーデンA 2F　クリスタルガーデンB 4F　パール

開会の辞

シンポジウム2
「早期肝癌の精密診断・治療」

　　司会：椎名　秀一朗
　　　　　吉満　研吾   
基調講演：尾島　英知   

ワークショップ1
「肝癌薬物治療の効果予測の新しい試み」

司会：村上　卓道
　　　寺井　崇二

一般演題 1　化学療法（1）
司会：榎本　信幸

一般演題 2　化学療法（2）
司会：相方　浩

一般演題 3　化学療法（3）
司会：古瀬　純司

ランチョンセミナー1
「肝細胞癌薬物療法新時代における新たな選択肢

～カボザンチニブの役割～」
共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー2
「肝細胞癌治療

－進化する内科的・外科的アプローチ－」
共催：エーザイ株式会社 /MSD 株式会社

ランチョンセミナー3
「高齢化 / 多様化する HCC における最適な治療

マネージメントを考える」
共催：バイエル薬品株式会社

一般演題 6　肝切除（1）
司会：窪田　敬一 

一般演題 7　肝切除（2）
司会：田邉　稔

一般演題 8　肝切除（3）
司会：落合　登志哉

一般演題 11　化学療法（6）
司会：持田　智

一般演題 12　化学療法（7）
司会：黒田　英克 

一般演題 13　化学療法（8）
司会：川部　直人 

8:00 ～ 9:40

教育講演 2
「医療ビッグデータ解析の現状と展望」

司会：國土　典宏 
演者：宮田　裕章 

Special Lecture KLCA
「Hepatocellular Carcinomas with Keratin 19 Expression」 

司会：坂元　亨宇　　　　
演者： Young Nyun Park 

教育講演3
「肝内胆管癌の病理学的多様性と診断治療に

おける意義」
司会：泉　並木　　  
演者：小無田　美菜  

シンポジウム3
「SVR 後肝癌の治療戦略」

司会：調　憲　   
　　　日浅　陽一

一般演題４　肝癌と抗ウイルス療法（1）
司会：黒川　典枝 

一般演題５　肝癌と抗ウイルス療法（2）・肝移植 
司会：玄田　拓哉 

16:55 ～ 17:30 16:55 ～ 17:30 16:55 ～ 17:25

一般演題９　化学療法（4）
司会：福本　巧 

一般演題10　化学療法（5）
司会：高木　均 

一般演題14　化学療法（9）
司会：吉治　仁志 

一般演題15　化学療法 (10)
司会：田尻　和人   

ワークショップ2
「巨大肝癌の診断・治療」

司会：海堀　昌樹
　　　板野　理　

教育講演 4
「肝がんの全ゲノム解析と臨床への展望」

司会：坂本　直哉
演者：中川　英刀

教育講演5
「がん免疫研究の現状と展望ー肝癌治療への展開ー」

司会：竹原　徹郎　
演者：西川　博嘉   

イブニングセミナー1
「分子標的薬の作用機序および Real World Data
から進行肝細胞癌の治療シークエンスを考える 」

共催：日本イーライリリー株式会社  

イブニングセミナー2
「2cm 以内の腫瘍に対する Emprint™の有用性」

共催：コヴィディエンジャパン株式会社  

イブニングセミナー3
「病理学的観点と臨床的視点から見た

肝癌複合免疫治療の新展開」
共催：中外製薬株式会社  

8:00 ～ 9:40 8:00 ～ 8:50

8:50 ～ 9:40

教育講演 1
「組織老化の解明に向けた
Single cell RNA-seq 解析」

司会：金子　周一    
演者：蓑田　亜希子 

9:45 ～ 10:20 9:45 ～ 10:20 9:45 ～ 10:20

10:20 ～ 10:55 10:20 ～ 10:55 10:20 ～ 10:55

10:55 ～ 11:30 10:55 ～ 11:30 10:55 ～ 11:30

シンポジウム1
「複合免疫療法時代を迎えた

新たな進行肝癌治療」

　　司会：加藤　直也
　　　　　池田　公史
基調講演：池田　公史

パネルディスカッション 1
「肝癌切除標準化で残された課題と未来像」

司会：高山　忠利
　　　上野　昌樹

11:50 ～ 12:40 11:50 ～ 12:40 11:50 ～ 12:40

12:50 ～ 14:30 12:50 ～ 14:30 12:50 ～ 13:40

13:40 ～ 14:30

14:30 ～ 16:10 14:30 ～ 16:10 14:30 ～ 15:20

15:20 ～ 16:10

16:20 ～ 16:55 16:20 ～ 16:55 16:20 ～ 16:55

17:50 ～ 18:40 17:50 ～ 18:40 17:50 ～ 18:40

7:50 ～ 
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第 1 日目　7 月 22 日（木）日程表
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10:00

11:00

12:00
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15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

会場第4会場 ポスター閲覧会場 展示会場休憩コーナー
5F　ルビー 2F　アメジスト 4F　レインボー 2F クリスタルガーデン ロビー 部 名

ランチョンセミナー4
「肝癌診療が変わる ! 

ー薬物療法の現状と今後の展望ー」
共催：アストラゼネカ株式会社

一般演題 16
バイオマーカー・肝機能評価（1）

司会： 中本　安成
一般演題 17

バイオマーカー・肝機能評価（2）
司会：永野　浩昭

一般演題 18
バイオマーカー・肝機能評価（3）

司会：中馬　誠

スポンサードシンポジウム1
「消化器癌におけるがんゲノム診断と分子標的治療」

司会：工藤　正俊　
　　　久保　正二　
演者：砂川　優　　
　　　小無田　美菜

　　金井　雅史
共催：インサイト・バイオサイエンシズ・

ジャパン合同会社　　　　 

スポンサードシンポジウム2 
「基礎と臨床の観点からみた

進行肝細胞癌に対する複合免疫療法」

司会：鳥村　拓司 
演者：上嶋　一臣 
         平岡　淳　 
         西川　博嘉 

共催：中外製薬株式会社

スポンサードセミナー1
「初の国産RFシステムarfaの利点を活かした

RFA治療を探る」
共催：日本ライフライン株式会社  

ポスター貼付 

ポスター撤去

7:30～18:00

9:00～17:30

7:30～19:00

8:00～18:00

　　 企業展示

オリンパス株式会社
シーマン株式会社
日本ライフライン株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン
　　（50音順）

ドリンクコーナー

8:00 ～ 9:40

7:30～8:00

9:45 ～ 10:15

10:15 ～ 10:45

10:45 ～ 11:20

11:50 ～ 12:40

12:50 ～ 14:30

15:20 ～ 16:10

イブニングセミナー4
「がん診療における中心静脈ポート管理の要点
～症例から学ぶトラブル・シューティング～」

共催：株式会社メディコン  

17:50 ～ 18:40

18:00～19:00

ポスター閲覧　　
　　　　　　

化学療法（1）～（10）
肝切除（1）～（3）
バイオマーカー・肝機能評価（1）～（3）
肝癌と抗ウイルス療法（1）～（2）
肝移植


