
The 8th

Japan-Korea Liver Symposium
（第8回日韓肝疾患シンポジウム）

テーマ：

“Current situation of virus related liver diseases in Japan and Korea”

日時：平成23年7月17日（日）　9：00～12：00
会場：神緑会館　（神戸大学医学部・附属病院　楠キャンパス内）　神戸市中央区楠町7-5-2

日本側演者

1. Characteristics of patients with chronic hepatitis B who can successfully stop administration 
of nucleot(s)ide analogues　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信州大学　内科学第二講座　田中　榮司

2. Genome-wide searches personalize hepatitis C treatment
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名古屋市立大学　病態医科学・肝疾患センター　田中　 靖人

3. Viral and host genetic factors associated with the response to interferon therapy to HCV in 
Japan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山梨大学　第一内科　榎本　信幸

4. Clinical features of virus unrelated (Non-B, Non-C) hepatocellular carcinoma　　　　　　　
大阪赤十字病院　消化器科 金　秀基

5. Retreatment with peginterferon alfa-2a plus ribavirin in patients who failed prior 
peginterferon alfa-2b plus ribavirin combination therapy (RETRY study) 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿大学医学部　石川　恵美

日本側演者

1. Prediction of relapse after discontinuation of nucleos(t)ide analogues in patients with chronic 
hepatitis B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信州大　内科学第二講座　田中　榮司

2. Genome-wide searches personalize hepatitis C treatment
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 名古屋市立大　病態医科学　田中　 靖人

3. Viral and host genetic factors associated with the response to interferon therapy to HCV in 
Japan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山梨大　第一内科　榎本　信幸

4. Clinical features of virus unrelated (non-B, non-C) hepatocellular carcinoma　　　　　　　
　 京都大　消化器内科 金　秀基

5. Retreatment with peginterferon alfa-2a plus ribavirin in patients who failed prior 
peginterferon alfa-2b plus ribavirin combination therapy (RETRY study) 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿大　消化器内科　石川　恵美

Organizing Committee: Kwang Hyub Han （延世大）、Young Hwa Chung（蔚山大）、Hyo-Suk Lee 
（ソウル大）、樋野 興夫（ 順天堂大）、工藤 正俊 （近畿大）、 金 守良 （神戸朝日病院）

　一般参加（1,000円）歓迎いたします。
　　　　　　　　　問合せ：JKLS 事務局　神戸朝日病院（宋 君哲、金 啓二）
　　　　　　　　　　　　　　 TEL: 078-612-5151 E-mail: kcsong@kobe-asahi-hp.com 

韓国側演者

1. When to stop oral nucleot(s)ide analogues in patients with chronic hepatitis B? 
　 　　　　　　　　　　　仁済大　内科 Soo Hyung Ryu（柳　水馨）

2. HBV serology to predict antiviral response in chronic hepatitis B
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　延世大　内科　Sang Hoon Ahn （安　相勳）

3. Predictors of spontaneous HBsAg clearance in HBeAg (-) patients with chronic HBV 
infection　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　ソウル大　内科　 Min-Sun Kwak （郭　珉先）

4. Etiology of HBsAg- and anti HCV- negative HCC in an HBV endemic area of Korea 　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 ソウル大　内科　Eun Ju Cho （趙　殷珠）

5. Single Nucleotide Polymorphisms of HLA-DRB1 and TNF-alpha genes and response to oral 
nucleot(s)ide analogues in patients with chronic hepatitis B　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 蔚山大　内科 Young-Joo Jin （秦　鈴周）

後援：　日本肝臓学会

協賛：　文部科学省 ・理化学研究所感染症研究国際ネットワーク推進プログラム（J-GRID） 神戸大学研究拠点
（拠点代表責任者　林 祥剛）
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