プログラム
8：25 〜 8：30
開会の辞

【代 表 世 話 人】工藤 正俊（近畿大学医学部 消化器内科学）
【当 番 世 話 人】泉
並木（武蔵野赤十字病院 消化器科）

8：30 〜 9：30
共催シンポジウム 1
肝癌ステージの国際比較
【司
【共

会】泉
並木（武蔵野赤十字病院
催】エーザイ株式会社

消化器科）

肝癌ガイドラインとステージングの国際比較：日本の常識は世界の非常識か？
東京大学肝胆膵外科、人工臓器移植外科

○國土 典宏

9：30 〜 10：30
優秀演題 1
【司

会】金子 周一（金沢大学大学院医学系研究科

恒常性制御学）

榎本 信幸（山梨大学第一内科）

優 1-1	肝細胞癌治療後に DAA 治療を行った C 型慢性肝疾患症例の肝予備能変化に関する検討
旭川赤十字病院

消化器内科

○長谷部 千登美、阿部 真美、細木 弥生、林 秀美、藤井 常志

優 1-2	肝癌治療後の C 型肝炎の抗ウイルス療法
—インターフェロン（IFN）併用と DAAs 単独の比較—
1

松山赤十字病院

肝臓・胆のう・膵臓内科、2 全国赤十字病院肝疾患ネットワーク

○眞柴 寿枝 1、砂金 光太郎 1、青野 通子 1、越智 裕紀 1、武智 俊治 1、横田 智行 1、
上甲 康二 1,2

優 1-3

サルコペニアはソラフェニブ治療における予後規定因子である
1

山口大学大学院医学系研究科

消化器内科学、2 山口大学大学院医学系研究科

臨床検査腫瘍学

○佐伯 一成 、前田 雅喜 、日高 勲 、高見 太郎 、山㟢 隆弘 、坂井田 功 1
1

1

1

1

2

優 1-4	ソラフェニブ治療における予後評価：
アルブミン、ビリルビンを用いた ALBI-grade の肝予備能評価の有用性
1

愛媛県立中央病院

消化器病センター内科、2 愛媛大学医学部大学院

消化器・代謝・内分泌内科

○平岡 淳 、廣岡 昌史 、小泉 洋平 、相引 利彦 、奥平 和成 1、須賀 義文 1、
1

2

2

1

富田 英臣 1、宮本 勇治 1、岩崎 竜一郎 1、山子 泰加 1、森 健一郎 1、宮田 英樹 1、
壺内 栄治 1、日浅 陽一 2、道堯 浩二郎 1

優 1-5	分岐鎖アミノ酸製剤は、ソラフェニブ治療中の肝細胞癌患者の肝予備能の低下を抑制
し、その予後を改善させる。
1

大阪府立成人病センター肝胆膵内科、2 大阪府立急性期・総合医療センター消化器内科、

3

大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学、4 市立池田病院、5 大阪警察病院消化器内科、6 県立西宮病院内科、

7

国立病院機構大阪医療センター消化器科、8 八尾市立病院消化器内科

○名和 誉敏 1、大川 和良 1、今中 和穂 2、巽 智秀 3、片山 和宏 1、井上 敦雄 2、今井 康陽 4、
尾下 正秀 5、飯尾 禎元 6、三田 英治 7、福井 弘幸 8
－ 11 －

優 1-6

鉄キレート剤によるソラフェニブ治療効果増強の試み
1

岡山大学病院消化器内科、2 岡山大学病院消化器外科、3 岡山市立市民病院

○足立 卓哉 1、能祖 一裕 1,3、土肥 千紘 1、大山 淳史 1、和田 望 1、竹内 康人 1、
桑木 健志 1、大西 秀樹 1、中村 進一郎 1、白羽 英則 1、高木 章乃夫 1、大原 利章 2、藤原 俊義 2、
岡田 裕之 1

10：45 〜 11：45
コーヒーブレイクセミナー
【司
【共

会】相方
浩（広島大学病院
催】アッヴィ合同会社

消化器・代謝内科）

DAA 登場による C 型肝疾患のパラダイム・シフトとこれからの課題
虎の門病院肝臓内科

○小林 正宏

11：55 〜 12：55
ランチョンセミナー
【司
【共

会】熊田
卓（大垣市民病院 消化器内科）
催】ギリアド・サイエンシズ株式会社

C 型肝炎に対する DAA 治療と SVR 後の諸問題
大阪赤十字病院

消化器内科

○大﨑 往夫

13：05 〜 14：05
特別講演
【司

会】泉

並木（武蔵野赤十字病院

消化器科）

非環式レチノイドによる肝発癌抑制
岐阜大学大学院消化器病態学分野

○清水 雅仁

14：05 〜 15：15
優秀演題 2
【司

会】小池 和彦（東京大学医学部
工藤 正俊（近畿大学医学部

消化器内科）
消化器内科学）

優 2-1	ソラフェニブ後のセカンドライン移行症例の予測
ー postprogression survival の解析ー
国立病院機構九州医療センター肝胆膵外科・臨床研究センター

○和田 幸之、高見 裕子、松島 肇、龍 知記、御鍵 和弘、才津 秀樹

優 2-2

進行肝細胞癌におけるソラフェニブ後の二次治療適格例の臨床的特徴
千葉大学大学院医学研究院

消化器・腎臓内科学

○小笠原 定久、大岡 美彦、鈴木 英一郎、横山 昌幸、井上 将法、若松 徹、齊藤 朋子、
千葉 哲博

優 2-3

ソラフェニブ投与例における血清 HGF は肝予備能悪化の予測因子である
武蔵野赤十字病院

消化器科

○安井 豊、黒崎 雅之、土谷 薫、高田 ひとみ、王 婉、岡田 真央、久保田 洋平、後藤 知之、
小宮山 泰之、樋口 麻友、高浦 健太、玉城 信治、中西 裕之、板倉 潤、泉 並木

－ 12 －

優 2-4

肝細胞癌術後再発予後不良因子としての CEA の意義
徳島大学外科

○吉川 雅登、森根 裕二、居村 暁、池本 哲也、岩橋 衆一、齋藤 裕、石川 大地、高田 厚史、
良元 俊昭、島田 光生

優 2-5

当科におけるソラフェニブ中止後の 2 次治療の現状
金沢大学附属病院消化器内科

○高田 昇、山下 竜也、堀井 里和、北原 征明、砂子阪 肇、荒井 邦明、金子 周一

優 2-6	Locked Nucleic Acids を用いた血清中マイクロ RNA 定量と
ソラフェニブ治療に対する反応予測
近畿大学医学部消化器内科

○西田 直生志、岩西 美奈、南 知宏、千品 寛和、河野 匡志、有住 忠晃、田北 雅弘、矢田 典久、
依田 広、萩原 智、南 康範、上嶋 一臣、工藤 正俊

優 2-7	Efficacy and safety of regorafenib versus placebo in patients with
hepatocellular carcinoma (HCC) progressing on sorafenib:
Results of the international, randomized phase 3 RESORCE trial
（発表者：近畿大学消化器内科学

工藤 正俊）

1

BCLC Group, Liver Unit, Hospital Clinic, University of Barcelona, Barcelona, Spain、

2

Groupement Hospitalier Lyon Nord, Hepatology Unit, Lyon, France、

3

Department of Medical and Surgical Sciences, University of Bologna, S. Orsola-Malpighi Hospital,

Bologna, Italy、
4

Division of Gastroenterology and Hepatology, Taipei Veterans General Hospital; Institute of Clinical

Medicine, National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan、
5

St Laszlo Teaching Hospital, Budapest, Hungary、

6

Department of Gastroenterology and Nephrology, Chiba University, Chiba, Japan、

7

Department of Hepatology, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

and Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, Paris, France、
8

Russian Cancer Research Center n.a.N.Blokhin, Moscow, Russian Federation、

9

CHU Timone, Université de la Méditerranée, Marseille, France、

10

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Pisa, Italy、

11

King's College Hospital NHS Foundation Trust, London, UK、

12

Chinese People's Liberation Army Cancer Center of Nanjing Bayi Hospital, Nanjing, China、

13

Tianjin Medical University Cancer Hospital, Tianjin, China、

14

INSERM 954 , CHU de Nancy, Université de Lorraine, Nancy, France、

15

Service d’Hépatogastroentérologie, CHU, Caen, France、

16

Kindai University Faculty of Medicine, Osaka, Japan、

17

Bayer HealthCare SAS, Loos, France、

18

Bayer Pharmaceuticals, Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Germany、

19

Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Whippany, NJ, USA、

20

The First Affiliated Hospital (Xijing Hospital) of the Fourth Military Medical University, Xi'an, China

Jordi Bruix 1、Philippe Merle 2、Alessandro Granito 3、Yi-Hsiang Huang 4、
Gyorgy Bodoky 5、Osamu Yokosuka 6、Olivier Rosmorduc 7、Valeriy Breder 8、
Rene Gerolami 9、Gianluca Masi
Tianqiang Song

、Paul J Ross

10

、Jean-Pierre Bronowicki

Masatoshi Kudo

、Marie-Aude LeBerre

Gerold Meinhardt

、Guohong Han

19

、

12

、Isabelle Ollivier-Hourmand

13

16

、Shukui Qin

11

14

、Annette Baumhauer

17

、

15

、

18

、on behalf of the RESORCE Investigators

20

－ 13 －

15：25 〜 15：46
ポスターセッション 1-1
【司

P1-1-1

会】島田 光生（徳島大学大学院

ヘルスバイオサイエンス研究部

消化器・移植外科学）

ソラフェニブ投与早期腫瘍マーカーの変動における予後予測
日本大学医学部消化器外科

○森口 正倫、梶原 崇弘、高山 忠利

P1-1-2

切除不能肝細胞癌に対するソラフェニブ治療効果予測バイオマーカーの探索
大阪市立大学大学院医学研究科

肝胆膵病態内科学

○飯田 綾子、打田 佐和子、榎本 大、寺西 優雅、小塚 立蔵、元山 宏行、川村 悦史、萩原 淳司、
森川 浩安、村上 善基、田守 昭博、河田 則文

P1-1-3

進行肝細胞癌に対するソラフェニブの Long SD（長期安定）が予測できる
1

東京女子医科大学

消化器外科、2 湘南藤沢徳洲会病院

病理診断科

○有泉 俊一 、片桐 聡 、小寺 由人 、高橋 豊 、大森 亜紀子 1、山下 信吾 1、江川 裕人 1、
1

1

1

1

中野 雅行 2、山本 雅一 1

15：47 〜 16：08
ポスターセッション 1-2
【司

P1-2-1

会】日野 啓輔（川崎医科大学

肝胆膵内科学）

分子標的治療薬ソラフェニブの血中濃度と抗腫瘍効果
1

東邦大学医療センター大森病院消化器内科、2 東邦大学薬学部

臨床薬学、3 東邦大学薬学部

病態生化学

○向津 隆規 、永井 英成 、松井 太吾 、小林 康次郎 、荻野 悠 、松清 靖 、
1

1

1

1

1

1

松井 哲平 1、和久井 紀貴 1、籾山 浩一 1、五十嵐 良典 1、住野 泰清 1、松尾 和夫 2、
桧貝 孝慈 3

P1-2-2

cMet を介したシグナル伝達の 5-FU の細胞内動態に対する影響
1

東邦大学薬学部病態生化学研究室、2 東邦大学医療センター大森病院消化器内科

○小林 康次郎 1,2、吉武 江奈 1、林 祐樹 1、桧貝 考慈 1、和久井 紀貴 2、永井 英成 2

P1-2-3

肝内胆管癌における Heat shock factor 1（HSF1）発現の意義
徳島大学

外科学

○齋藤 裕、森根 裕二、川下 陽一郎、吉川 雅登、岩橋 衆一、池本 哲也、居村 暁、島田 光生

16：09 〜 16：30
ポスターセッション 1-3
【司

会】飯島 尋子（兵庫医科大学

内科学肝胆膵科・超音波センター）

P1-3-1	肝硬度の高い症例では、遠隔転移の有無よりも肝予備能が予後に影響する
可能性がある
1

兵庫医科大学

○青木 智子

超音波センター、2 兵庫医科大学

内科

肝胆膵科、3 公立八鹿病院

内科

、西村 貴士 、中野 智景 、高嶋 智之 、會澤 信弘 、池田 直人 2、

1,2,3

1

1

2

2

岩田 恵典 2、榎本 平之 2、西口 修平 2、飯島 尋子 1,2

P1-3-2

造影超音波検査による早期治療効果判定の検討
1

兵庫医科大学

○西村 貴士

超音波センター、2 兵庫医科大学

、青木 智子

1,2

、中野 智景

1,2,3

内科・肝胆膵科、3 公立八鹿病院

内科

、高田 亮 、楊 和典 、石井 昭生 2、高嶋 智之 2、

1,2

2

2

坂井 良行 2、會澤 信弘 2、池田 直人 2、西川 浩樹 2、岩田 恵典 2、榎本 平之 2、西口 修平 2、
飯島 尋子 1,2

－ 14 －

P1-3-3

Congestion Index からみたソラフェニブの早期効果予測の検討
1

北里大学

医学部消化器内科学、2 新百合ヶ丘総合病院

○日高 央 1、國分 茂博 2、山根 敬子 1、井上 智仁 1、窪田 幸介 1、魚嶋 晴紀 2、田中 賢明 1、
中澤 貴秀 1、渋谷 明隆 1、小泉 和三郎 1

15：25 〜 16：00
ポスターセッション 2-1
【司

P2-1-1

会】能祖 一裕（岡山大学分子肝臓病学消化器内科）

肝がん治療後のインターフェロン・フリー治療が肝予備能に与えるインパクト
順天堂大学医学部附属静岡病院

消化器内科

○佐藤 俊輔、天野 希、玄田 拓哉、佐藤 祥、村田 礼人、廿楽 裕徳、金光 芳生、成田 諭隆、
嶋田 裕慈、飯島 克順、永原 章仁

P2-1-2	C 型肝炎関連肝細胞癌に対する根治切除後の持続的ウイルス学的著効達成と再発の関連
東京大学

肝胆膵外科・人工臓器移植外科

○新川 寛二、長谷川 潔、原田 庸寛、河口 義邦、吉岡 龍二、冨樫 順一、有田 淳一、赤松 延久、
金子 順一、阪本 良弘、國土 典宏

P2-1-3

肝細胞癌根治後における抗 HCV 治療後の肝癌再発、肝予備能の検討
北海道大学大学院医学研究科

消化器内科

○中井 正人、大原 正嗣、川岸 直樹、梅村 真知子、出水 孝章、伊藤 淳、荘 拓也、須田 剛生、
森川 賢一、小川 浩司、坂本 直哉

P2-1-4	肝癌治療後の C 型慢性肝疾患に対する経口抗ウイルス薬治療後の再発に関する検討
金沢大学附属病院

消化器内科

○舩木 雅也、島上 哲朗、堀井 里和、砂子阪 肇、荒井 邦明、山下 太郎、酒井 佳夫、山下 竜也、
水腰 英四郎、本多 政夫、金子 周一

P2-1-5

肝発癌後 DAA/ 核酸アナログ投与による肝予備能改善
東京大学医学部附属病院

消化器内科

○西畠 瑞希、南 達也、建石 良介、和気 泰次郎、中込 良、藤原 直人、佐藤 雅哉、内野 康志、
榎奥 健一郎、中川 勇人、浅岡 良成、近藤 祐嗣、小池 和彦

16：01 〜 16：29
ポスターセッション 2-2
【司

P2-2-1

会】田中 克明（横浜市立大学附属市民総合医療センター

消化器内科）

ソラフェニブによる HFS の濃厚鰹だしによる治療効果の基礎実験的検証
1

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野、2 立川綜合病院、3 新潟厚生連魚沼病院、

4

山口大学大学院医学系研究科消化器内科学

○品川 陽子 1、上村 顕也 1、後藤 諒 1、小川 光平 1、井上 良介 1、阿部 寛幸 1、小林 雄司 1、
横尾 健 1、坂牧 僚 1、阿部 聡司 1、川合 弘一 1、山際 訓 1、杉谷 想一 2、柳 雅彦 3、
藤澤 浩一 4、坂井田 功 4、寺井 崇二 1

P2-2-2

デノスマブを併用した肝細胞癌骨転移症例の予後に関する検討
東京大学医学部附属病院消化器内科

○浅岡 良成、建石 良介、和気 泰次郎、西畠 瑞希、中込 良、南 達也、佐藤 雅哉、内野 康志、
中川 勇人、近藤 祐嗣、小池 和彦

－ 15 －

P2-2-3

ソラフェニブ治療における腸腰筋筋肉量の変化と BCAA 製剤の効果
1

旭川医科大学

内科学講座

消化器・血液腫瘍制御内科学分野、2 旭川厚生病院

消化器科

○澤田 康司 1、斎藤 義徳 2、長谷部 拓夢 1、中嶋 駿介 1、藤谷 幹浩 1、奥村 利勝 1

P2-2-4

進行肝癌におけるプレサルコペニア
武蔵野赤十字病院

消化器科

○高田 ひとみ、黒崎 雅之、土谷 薫、安井 豊、王 婉、岡田 真央、久保田 洋平、後藤 知之、
小宮山 泰之、樋口 麻友、高浦 健太、玉城 信治、中西 裕之、板倉 潤、泉 並木

15：25 〜 15：46
ポスターセッション 3-1
【司

P3-1-1

会】國分 茂博（新百合ケ丘総合病院肝疾患低侵襲治療センター）

Sorafenib の肝内および肝外病変に対する有効性
山梨大学第一内科

○石田 泰章、鈴木 雄一朗、倉富 夏彦、中岫 奈津子、松田 秀哉、村岡 優、佐藤 光明、
中山 康弘、井上 泰輔、前川 伸哉、坂本 穣、榎本 信幸

P3-1-2

進行肝細胞癌の集学的治療におけるソラフェニブの位置づけ
明和病院

外科

○生田 真一、相原 司、小野 朋二郎、中島 隆善、山中 若樹

P3-1-3

肝細胞癌切除後再発におけるソラフェニブ治療の有用性
北海道大学大学院

消化器外科学 I

○横尾 英樹、神山 俊哉、折茂 達也、若山 顕治、永生 高広、島田 慎吾、蒲池 浩文、武冨 紹信

15：47 〜 16：08
ポスターセッション 3-2
【司

P3-2-1

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）

進行肝細胞癌に対するソラフェニブ治療における PD 症例の検討
広島大学病院

消化器・代謝内科

○河岡 友和、相方 浩、寺岡 雄史、盛生 慶、小林 知樹、平松 憲、今村 道雄、川上 由育、
茶山 一彰

P3-2-2	Child-Pugh B を背景とした肝細胞癌におけるソラフェニブの有用性についての検討
1

大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学、2 大阪府立急性期・総合医療センター

3

大阪府立成人病センター

5

大阪警察病院

肝胆膵内科、 国立病院機構
4

消化器内科、6 市立貝塚病院

大阪医療センター

消化器内科、7 市立池田病院

消化器内科、

消化器内科、
消化器内科

○氣賀澤 斉史 1、巽 智秀 1、阪森 亮太郎 1、瀧川 貴生 1、古田 訓丸 1、疋田 隼人 1、藥師神 崇行 1、
今中 和穂 2、大川 和良 3、三田 栄治 4、尾下 正秀 5、山田 幸則 6、井上 敦雄 2、今井 康陽 7、
竹原 徹郎 1

P3-2-3

当院における DEB-TACE の治療成績と問題点
1

久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門、2 ヨコクラ病院肝臓内科

○下瀬 茂男 1、新関 敬 1、城野 智毅 1、岩本 英希 1、野田 悠 1、岡村 修祐 1、中野 聖士 1、佐谷 学 1、
黒松 亮子 1、田中 正俊 2、古賀 浩徳 1、鳥村 拓司 1
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15：25 〜 15：46
ポスターセッション 4-1
【司

P4-1-1

会】竹原 徹郎（大阪大学大学院医学系研究科

消化器内科）

ソラフェニブ単独治療にて CR が得られた進行肝細胞癌 2 例
名古屋大学

消化器内科

○安田 諭、葛谷 貞二、田中 卓、山本 健太、安藤 祐資、伊藤 隆徳、野村 彩、加藤 幸一郎、
石津 洋二、本多 隆、林 和彦、石上 雅敏、後藤 秀実

P4-1-2	ソラフェニブ不応にて中止後、奏効が得られ Long SD が継続している進行肝細胞癌
の一例
名古屋大学医学部付属病院

消化器内科

○田中 卓、葛谷 貞二、山本 健太、安藤 祐資、伊藤 隆徳、安田 諭、野村 彩、加藤 幸一郎、
石津 洋二、本多 隆、林 和彦、石上 雅敏、廣岡 芳樹、後藤 秀実

P4-1-3	ソラフェニブ長期投与による遅発性奏効後の肺切除で完全奏効が得られた肝細胞癌の
1例
川崎医科大学

肝胆膵内科学

○富山 恭行、小山 展子、佐々木 恭、吉岡 奈穂子、仁科 惣治、原 裕一、日野 啓輔

15：47 〜 16：08
ポスターセッション 4-2
【司

P4-2-1

会】岡 博子（医療法人成和会ほうせんか病院）

ソラフェニブを併用した集学的治療により、長期病状安定をえた HCC の一例
日本大学

消化器外科

○梶原 崇弘、森口 正倫、檜垣 時夫、緑川 泰、中山 壽之、山崎 慎太郎、大久保 貴生、
青木 優、高山 忠利

P4-2-2	ソラフェニブ投与中の再発肝細胞癌に対し局所治療が著効して DAAs 導入が
可能であった肝硬変（HCV）の 1 例
松山赤十字病院

肝臓・胆のう・膵臓内科

○越智 裕紀、砂金 光太郎、青野 通子、武智 俊治、眞柴 寿枝、横田 智行、上甲 康二

P4-2-3

肉腫様肝細胞癌の手術後再発に対しソラフェニブ治療を行った 1 例
1

愛媛県立中央病院

消化器病センター

3

愛媛県立中央病院

病理診断部

内科、2 愛媛県立中央病院

消化器病センター

外科、

○金藤 美帆 1、平岡 淳 1、岩崎 竜一朗 1、富田 英臣 1、宮本 勇治 1、山子 泰加 1、須賀 義文 1、
森 健一郎 1、壷内 栄治 1、宮田 英樹 1、岸田 正人 1、二宮 朋之 1、河崎 秀樹 2、木藤 克己 3、
道堯 浩二郎 1

16：09 〜 16：30
ポスターセッション 4-3
【司

会】池田 公史（国立がん研究センター東病院

肝胆膵腫瘍科）

P4-3-1	肝細胞癌術後の残肝再発と肝外転移に対して RFA 後に Sorafenib を開始した 1 例
1

製鉄記念室蘭病院

放射線科、2 製鉄記念室蘭病院

消化器内科・血液腫瘍内科、3 製鉄記念室蘭病院

○湯浅 憲章 、柴田 敬典 、安部 智之 、藤井 重之 2、前田 征洋 2、仙丸 直人 3
1

2

2
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外科

P4-3-2	ソラフェニブ投与中にケラトアカントーマ / 有棘細胞癌を合併した肝細胞癌の 2 例
市立池田病院

消化器内科

○岩本 剛幸、井倉 技、上村 駿太、高 智恵、相坂 龍哉、岡部 純弥、山縣 洋介、山口 典高、
小来田 幸世、松本 康史、澤井 良之、中原 征則、福田 和人、篠村 恭久、今井 康陽

P4-3-3

ソラフェニブの長期投与により心筋伝導障害による急性心不全を生じた１症例
医療法人弘恵会ヨコクラ病院臨床研究センター・肝臓内科

○田中 正俊

16：35 〜 17：50
共催シンポジウム 2
ソラフェニブ治療の現状と課題
【司

会】古瀬 純司（杏林大学医学部 腫瘍内科学）
山下 竜也（金沢大学附属病院 消化器内科）
催】バイエル薬品株式会社

【共

進行肝細胞癌に対するソラフェニブの初回 PD 判定後の治療の現状と成績
―開始 6 週間後の PD 判定の有無に着目して―
名古屋大学 消化器内科

○葛谷 貞二、石上 雅敏、田中 卓、山本 健太、安藤 祐資、伊藤 隆徳、野村 彩、安田 諭、
加藤 幸一郎、石津 洋二、本多 隆、林 和彦、廣岡 芳樹、後藤 秀実

PD 後継続、PD 後生存からみたソラフェニブ治療
国立病院機構九州医療センター

肝胆膵外科

○和田 幸之、高見 裕子、松島 肇、龍 知記、御鍵 和弘、才津 秀樹

肝細胞がんに対するソラフェニブを中心とした集学的治療
 横浜市大附属病院消化器内科、2 横浜市大市民総合医療センター消化器病センター内科
1

○近藤 正晃 1,2、沼田 和司 2、田中 克明 2

進行肝細胞癌 403 例に対するソラフェニブの効果についての検証と
血管新生阻害剤中断後におこる病態についての基礎的な検証
1

久留米大学内科学講座消化器内科部門、2 久留米大学先端癌治療研究センター肝癌部門

3

Department of Microbiology, Tumor and Cell biology, Karolinska Institutet、4 岩本内科医院

○岩本 英希 1,2,3,4、中野 聖士 1、新関 敬 1、古賀 浩徳 1,2、Yihai Cao 3、鳥村拓司 1,2
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