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実施した基調講演・特別講演・教育講演の講演タイトルと演者名 
年度 講演タイトル 演者名 
2020 ⻑期⽣存を⾒据えた肝細胞癌の治療戦略〜カボザン

チニブの役割を考える〜 
加藤直也 

2020 IBD 患者さんのライフスタイルと諸問題 加藤順 
2020 潰瘍性⼤腸炎の診断と寛解期マネジメント 加藤順 
2020 バレット⾷道最新の話題 沖元謙⼀郎 
2020 慢性便秘症の診療〜千葉⼤学 便秘外来の取組を交

えて〜 
⿑藤景⼦ 

2020 潰瘍性⼤腸炎治療薬の使い⽅のコツ-エンタイビオの位
置づけを含めて-  

加藤順 

2020 ウイルス肝炎のアンメットニーズとその対策 加藤直也 
2020 MTA と TACE の最適化を考える 加藤直也 
2020 C 型肝炎のアンメットニーズに挑む 加藤直也 
2020 複合免疫療法の登場で変わる進⾏肝癌治療〜予後を

最⼤限延⻑するための戦略〜 
加藤直也 

2020 最新の進⾏肝癌治療戦略〜Multi MTA 時代から複
合免疫療法時代へ〜 

加藤直也 

2020 GERD 診療 Up to Date 沖元謙⼀郎 
2020 複合免疫療法の登場で変わる進⾏肝細胞癌治療戦

略 
⼩笠原定久 

2020 進⾏肝癌治療におけるゲームチェンジャー〜テセントリク
＋アバスチン併⽤療法〜 

加藤直也 

2020 進⾏肝細胞癌のシークエンシャル治療の TIPS ⼩笠原定久 
2020 消化管出⾎マネジメント 〜予防と治療とその後〜  松村倫明 
2020 複合免疫療法時代をむかえた進⾏肝細胞癌治療 ⼩笠原定久 
2020 今知っておきたい GERD 診療と病院での治療⽅針 松村倫明 
2020 ウイルス性肝炎と肝癌の最新治療 〜予後を最⼤限延

⻑するために〜 
加藤直也 



2020 複合免疫療法の登場で変わる進⾏肝癌治療〜予後を
最⼤限延⻑するために〜 

加藤直也 

2020 肝癌治療の最新の話題〜複合免疫療法の有効性を
中⼼に〜 

加藤直也 

2020 肝癌治療の最新の話題〜複合免疫療法時代の幕開
け〜 

加藤直也 

2020 潰瘍性⼤腸炎の診断および、初期治療の 
注意点 

加藤順 

2020 消化器疾患〜GERD と循環器疾患 松村倫明 
2020 千葉⼤学病院における便秘外来 ⿑藤景⼦ 
2020 Optimizing the Management For Ulcerative 

Colitis-モニタリングが拓く 5-ASA 治療の新時代- 
加藤順  

2020 ⾎清バイオマーカーによる肝細胞癌の治療効果予測と
今後の展望 

千葉哲博 

2020 IBD の診断と治療 加藤順 
2020 肝細胞癌に対する薬剤開発-Past、Present and 

Future- 
⼩笠原定久 

2020 C 型肝炎の残された課題〜急性肝不全を含めて〜 加藤直也 
2020 GERD 診療 Up to Date ~GERD 類似疾患とその鑑

別法~ 
松村倫明 

2020 コロナ禍における消化器疾患診療 加藤順 
2020 困難症例における治療戦略 杉⼭晴俊 
2020 Multipdisplinary management of 

intermediate stage HCC 
⼩笠原定久 

2020 Timely use of systemic treatment and 
optimization for sequential treatment in HCC 
(Japan) 

⼩笠原定久 

2020 Therapeutic Efficacy of Transarterial-Based 
Treatment vs Targeted Therapy in Advanced 
HCC 

⼩笠原定久 

2020 With コロナ時代に⽬指すべき C 型肝硬変治療 加藤直也 



2020 C 型肝炎のアンメット・メディカルニーズに挑む－ 第 5 回 
AbbVie Award 授賞式 

加藤直也 

2020 肝癌・膵癌における cancer board 最前線 ⼩笠原定久 
2020 ⽣存期間延⻑を⽬指した肝細胞癌治療戦略〜施設

での取り組みを中⼼に〜 
⼩笠原定久 

2020 ⽣存期間延⻑を⽬指した進⾏肝癌治療戦略 加藤直也 
2020 パラダイムシフトを迎える肝癌薬物治療 -スチバーガの

治療意義 
加藤直也 

2020 How to put molecular-targeting agents into 
your practice of hepatocellular carcinoma 
(HCC) systemic therapy?: Current state and 
future perspective 
切除不能な肝細胞癌における薬物治療の現状と今後
の展望  

⼩笠原定久 

2019 GERD 関連疾患に関する最近の話題 松村倫明 
2019 IBD の臨床におけるアンメットニーズ 加藤順 
2019 分⼦標的治療薬の進⾏肝細胞癌治療に対するインパ

クト 
⼩笠原定久 

2019 肝癌治療の変⾰と未来像〜レンバチニブの使⽤経験を
中⼼に〜 

加藤直也 

2019 潰瘍性⼤腸炎治療薬の使い⽅のコツ-エンタイビオの位
置づけを含めて-  

加藤順 

2019 膵癌と糖尿病/膵癌早期診断を⽬指して 三⽅林太郎  
2019 外科の先⽣と考えたい GERD 診療 2020 松村倫明 
2019 肝癌治療の最適化を考える〜T ACE 不適病態をどう

治療すべきか〜 
加藤直也 

2019 〜膵臓に迫る〜胆・膵領域における画像診断の⼒ 三⽅林太郎 
2019 慢性肝炎・肝硬変・肝癌の最新の話題 加藤直也 
2019 上部消化管疾患の治療戦略 沖元謙⼀郎 
2019 IBD の診療連携とその課題 加藤順 
2019 最新のＣ型肝炎治療と地域連携の重要性 中村昌⼈ 
2019 今知っておきたい GERD 診療と病院での治療⽅針 松村 倫明 



2019 予後延⻑を最⼤化する肝細胞癌治療戦略 ⼩笠原定久 
2019 肝臓病治療の変遷と今後の展望 加藤直也 
2019 〜エキスパートから学ぶ〜膵嚢胞ドレナージ           三⽅林太郎 
2019 UC 治療におけるエンタイビオについて 加藤順 
2019 慢性肝炎・慢性肝硬変・肝癌のトータルマネージメント–

新しいステージ– 
加藤直也 

2019 GERD 症例における新規制酸剤ボノプラザンの有⽤性 松村倫明 
2019 肝硬変・肝がん 治療後の残されたリスク〜その管理の

ために〜 
加藤直也 

2019 今知っておきたい GERD 診療と病院での治療⽅針 〜
ボノプラザンの有効性〜 

松村倫明 

2019 肝癌の TKI 治療における FGF19/FGFR4 シグナル制
御の意義 

千葉哲博 

2019 実臨床におけるレンバチニブの安全性と有効性 ⼩笠原定久 
2019 最新データから考える Systemic Therapy の位置付

け 
⼩笠原定久 

2019 今知っておきたい GERD 診療と病院での治療⽅針 松村倫明 
2019 根治的肝癌治療後 C 型肝炎に対するインターフェロン

フリー治療 
加藤直也 

2019 バレット⾷道・バレット⾷道癌における LCI/BLI 観察の
有⽤性 

松村倫明 

2019 肝癌治療の進歩と今後の展望〜レンビマの使⽤経験を
中⼼に〜 

加藤直也 

2019 肝癌のアンメット・メディカルニーズに挑む 加藤直也 
2019 慢性肝疾患合併⾼ TG ⾎症患者に対するペマフィブラ

ートの使⽤経験 
中村昌⼈  

2019 肝細胞癌の治療戦略 〜最新治療と今後の展望を考
える〜 

⼩笠原定久 

2019 最新の C 型肝炎治療について 加藤直也 
2019 逆流性⾷道炎における適切な酸分泌抑制 〜ボノプラ

ザンの有効性〜 
松村倫明 

2019 カニュレーション戦略とテクニック 杉⼭晴俊 



2019 精査内視鏡はどう⾏うべきか︖〜内視鏡観察の実際〜 松村倫明 
2019 A Safe and Surefire ESD using DualKnife J 松村倫明 
2019 Treatment of Hepatitis C:So Fae and from 

Now on 
加藤直也 

2019 Reconsideration of Treatment Strategy in 
the Era of Multi-TKIs 

⼩笠原定久 

2019 The Asian experience:Strategies to optimise 
systemic treatments to prolong OS in HCC 

⼩笠原定久 

2019 C 型肝硬変治療に対する抗ウイルス療法〜新たなステ
ージへ〜 

加藤直也 

2019 肝細胞癌の治療戦略〜最新治療と今後の展望を考え
る〜 

⼩笠原定久 

2019 The latest treatment strategy of TKIs in 
patients with advanced hepatocellular 
carcinoma:what have we learned from the 
real world data︖ 

⼩笠原定久 

2019 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 

2019 実臨床から学ぶ進⾏肝細胞癌に対するチロシンキナー
ゼ阻害薬治療 

⼩笠原定久 

2019 進⾏肝細胞癌の薬物治療におけるレゴラフェニブの位置
づけ 

⼩笠原定久 

2019 急速にかわりつつある進⾏肝細胞癌治療 ⼩笠原定久 
2019 Diagnosis and treatment techniques for 

upper gastrointestinal early cancer 
松村倫明 

2019 慢性肝疾患患者におけるナルフラフィン塩酸塩を⽤いた
掻痒症治療の現状について 

千葉哲博 

2019 HCC:View in Host Genetics 加藤直也 
2019 The latest guidelines for hepatocellular 

carcinoma - from a perspective of field 
practice in the Asian-Pacific regions 

⼩笠原定久 



2019 Sequential therapy for advanced HCC in 
real-world practice 

⼩笠原定久 

2019 進⾏肝細胞癌における分⼦標的薬治療と動注化学療
法の使い分け 

⼩笠原定久 

2019 The role of functional tests on GERD 
management 

松村倫明 

2019 HCV-associated HCC-Basics and clinics 加藤直也 
2019 Immune Check Points in Hepatocellular 

Carcinoma 
加藤直也 

2019 肝癌におけるバイオマーカー検査の可能性 加藤直也 
2019 内科医から⾒た最新治療と治療開発の現状 ⼩笠原定久 
2019 ウイルス性およびアルコール性肝障害の終末像としての

肝癌- 最新の話題と今後の展望 - 
加藤直也 

2019 消化管と肝臓の関連 加藤直也 
2018 最新の進⾏肝細胞癌治療戦略 ⼩笠原定久 
2018 ERCP のカニュレーションのコツ 杉⼭晴俊 
2018 肝臓病診療の最前線 加藤直也 
2018 The latest treatment strategy of TKIs in 

patients with advanced hepatocellular 
carcinoma; what have we learned from the 
real world date ? 

⼩笠原定久 

2018 特別講演「肝炎から肝癌へ 〜肝臓病のアンメット・メデ
ィカルニーズに挑む〜」 

加藤直也 

2018 慢性便秘症の病態・診断と治療 ⿑藤景⼦ 
2018 肝細胞癌治療〜最新の話題と今後の展望〜 加藤直也 
2018 当科におけるレンバチニブ使⽤経験から学ぶ  

〜intermediate stage にフォーカスを当てて〜 
⼩笠原定久 

2018 慢性肝炎・肝硬変・肝がんのトータルマネージネント 加藤直也 
2018 進⾏肝癌治療の最前線 加藤直也 
2018 マルチ TKI 時代の進⾏肝細胞癌治療 ⼩笠原定久 
2018 レンバチニブの特徴とマネジメントのコツ  ⼩笠原定久 



2018 バレット⾷道・バレット⾷道癌における LCI 観察の有⽤
性 

松村倫明 

2018 マルチ TKI 時代における進⾏肝細胞癌治療  ⼩笠原定久 
2018 消化器疾患 最新の話題と今後の展望 加藤直也 
2018 免疫抑制療法下における B 型肝炎ウイルス再活性化

について 
加藤直也 

2018 ウィルス性肝炎のアンメット.メディカルニーズに挑む 加藤直也 
2018 肝炎/肝硬変/肝癌の最新治療-肝臓領域のアンメット

メディカルニーズ- 
千葉哲博 

2018 難治性胃⾷道逆流症の病態と咽喉頭逆流症の存在 松村倫明 
2018 脂質異常の視点から⾒た脂肪肝/NASH の病態と薬

物治療 
千葉哲博  

2018 逆流性⾷道炎における適切な酸分泌抑制 〜ボノプラ
ザンの有効性〜 

松村倫明 

2018 マルチ TKI 時代における進⾏肝細胞癌治療 ⼩笠原定久 
2018 肝炎から肝癌へ〜最新の治療と今後の展望〜 加藤直也 
2018 肝疾患 最新の話題と今後の展望 加藤直也 
2018 肝臓病のアンメット・メディカルニーズへの挑戦 加藤直也 
2018 側視鏡挿⼊から深部挿管を学ぶ 杉⼭晴俊 
2018 病態からみた GERD（胃⾷道逆流症）の治療戦略  

〜治療満⾜度を⾼めるために〜  
松村倫明 

2018 C 型肝炎治療の考え⽅ 加藤直也 
2018 炎症性腸疾患診療のキモ 加藤順 
2018 C 型肝炎治療を考える 〜最新の話題と今後の展望

〜 
加藤直也 

2018 "Reconsideration of Transcatheter Arterial 
Chemoembololization  
- Essentials for Survival Benefit -" 

⼩笠原定久 

2018 JNET 分類における⼤腸腫瘍診断を究める  沖元謙⼀郎 
2018 慢性肝炎・肝硬変・肝癌へのさらなる挑戦 加藤直也 
2018 慢性肝炎・肝硬変・肝癌のアンメット・メディカルニーズに

挑む 
加藤直也 



2018 ERCP における胆管挿管困難例の strategy 杉⼭晴俊 
2018 細径デリバリーシステムがもたらす肝⾨部マルチステンティ

ングの応⽤ 
杉⼭晴俊 

2018 胆道内視鏡⼿術の介助を安全にするために 杉⼭晴俊 
2018 「C 型肝炎治療の残された課題〜アンメットメディカルニ

ーズを満たすために〜」 
加藤直也 

2018 B 型肝炎 加藤直也 
 


