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パネルディスカッション 1

SVR後 C型肝疾患の長期予後：肝発癌，QOL，肝外疾患への影響
Long-term prognosis after achieving SVR in patients with HCV：impact on

hepatocarcinogenesis, QOL and extrahepatic manifestation
第 2 日目 5 月 31 日（金）9：45～12：15

第 1 会場（京王プラザホテル 5F エミネンス）
司会 八橋 弘 国立病院機構長崎医療センター

朝比奈靖浩 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科肝臓病態制御学（消化器内科）

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

PD1―1 多施設共同研究による DAA 治療後の肝細胞癌新規発症，再発例の特徴についての解析
愛媛大学大学院

医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学 渡辺 崇夫（わたなべ たかお）

PD1―2 C 型慢性肝疾患に対する IFN-free 経口治療による SVR が予後に与える影響
虎の門病院肝臓センター 瀬崎ひとみ（せざき ひとみ）

PD1―3 ウイルス制御下における肝発癌および長期予後―前向きコホートを用いた IFN ベース治療と
IFN フリー治療の比較検討―

東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科/
東京医科歯科大学統合教育機構 中川 美奈（なかがわ みな）

PD1―4 DAA 治療による SVR 後 C 型慢性肝炎の肝発癌および予後に関する検討―多施設共同研究―
九州大学関連肝疾患治療研究会 小川 栄一（おがわ えいいち）

PD1―5 DAA 治療後発癌と WFA+-Mac2BPGi 値の長期経過に関する検討
国立病院機構長崎医療センター 橋元 悟（はしもと さとる）

PD1―6 DAA 治療による肝機能の変化および肝発癌関連因子の検討
武蔵野赤十字病院 髙浦 健太（たかうら けんた）

PD1―7 重点的サーベイランスが必要な DAA 治療 SVR 後肝発癌高危険症例の簡易スコアによる抽
出：多施設共同研究

岡山市立市民病院消化器内科・肝疾患センター 狩山 和也（かりやま かずや）

PD1―8 肝細胞癌既往例における DAA 治療の検討
山梨大学第一内科 佐藤 光明（さとう みつあき）

PD1―9 慢性 C 型肝炎 SVR 例の生命予後と癌罹患率
国立病院機構京都医療センター消化器内科 勝島 慎二（かつしま しんじ）

PD1―10 C 型肝疾患での DAAs 治療 SVR 例（とくに高齢者，肝硬変）での肝機能改善に関する検討
久留米大学医学部消化器内科 井出 達也（いで たつや）

PD1―11 C 型肝硬変症例における DAA 療法の意義：SVR 後の経過の検討
埼玉医科大学病院消化器内科・肝臓内科 植村 隼人（うえむら はやと）

PD1―12 高齢者 C 型慢性肝疾患に対する DAA 治療による SVR の意義―多施設共同研究―
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 田畑 優貴（たはた ゆうき）
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PD1―13 80 歳以上の高齢者における抗ウイルス療法の意義
大垣市民病院 三宅 望（みやけ のぞみ）

総括
厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室 徳本 良雄（とくもと よしお）



肝 臓 60 巻 suppl.（1）（2019）48

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パネルディスカッション 2

B型肝炎の再活性化：現状と撲滅に向けた対策
HBV Reactivation：The remaining issues and future perspectives

第 2 日目 5 月 31 日（金）9：00～11：30
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

司会 井戸 章雄 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学

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

梅村 武司 信州大学医学部消化器内科

PD2―1 厚生労働省研究班の全国調査からみた HBV 再活性化による急性肝不全の動向
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 中尾 将光（なかお まさみつ）

PD2―2 当科における HBV 再活性化および核酸アナログ予防内服の検討
信州大学医学部消化器内科 山崎 智生（やまざき ともお）

PD2―3 免疫抑制・化学療法による HBV 再活性化の最近の傾向と発生リスク因子の分析
岡山赤十字病院 小橋 春彦（こばし はるひこ）

PD2―4 HBV 診療情報コード化自動チェックシステムによる 6 年間の HBV 再活性化検討
福井県済生会病院内科 野ツ俣和夫（のつまた かずお）

PD2―5 医療費助成申請から見た HBV 再活性化の現況
鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学 熊谷公太郎（くまがい こうたろう）

PD2―6 造血幹細胞移植ならびにリツキサン化学療法における HBV 再活性化：12 年間の観察研究
国家公務員共済組合連合会浜の町病院肝臓内科 裵 成寛（はい なるひろ）

PD2―7 造血器腫瘍患者における化学療法前後の HBc 抗体価の変化の検討：高感度系の有用性
名古屋市立大学大学院医学研究科血液・腫瘍内科学 浅尾 優（あさお ゆう）

PD2―8 関節リウマチ患者の Janus kinase（JAK）阻害薬治療時の B 型肝炎再活性化に JAK 選択性は関
与するのか

つがる総合病院 浦田 幸朋（うらた ゆきとも）

PD2―9 固形腫瘍における原疾患別の de novo B 型肝炎再活性化の頻度とタイミング
国立病院機構九州がんセンター 杉本 理恵（すぎもと りえ）

PD2―10 HBc 抗体陽性ドナー肝移植例における HBV 再活性化：当科の現状と対策
東京大学医学部附属病院臓器移植医療部 裵 成寛（はい なるひろ）

PD2―11 B 型肝炎ウイルス再活性化の病態形成に関与するウイルス遺伝子配列の同定
National Institute of Diabetes and

Digestive and Kidney Diseases/
National Institutes of Health/

京都大学大学院医学研究科消化器内科学 犬塚 義（いぬづか ただし）

PD2―12 In vitro 感染モデルを用いた de novo B 型肝炎発症に関連するウイルス側因子の検討
愛知医科大学肝胆膵内科 伊藤 清顕（いとう きよあき）
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PD2―13 HBcAb 陽性ドナーからの生体肝移植後 B 型肝炎ワクチンの効果と HLA Class II の一塩基多
型及び allele 配列に関する検討

九州大学大学院 原田 昇（はらだ のぼる）

PD2―14 HCV は Rig-I like helicase（RLH）pathway を介して共感染時の HBV 増殖を抑制する
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 村井 一裕（むらい かずひろ）

PD2―15 B 型肝炎再活性化対策を含めた高感度 HBs 抗原定量法の実臨床応用に関する検討
福井大学医学部内科学（2）分野 松田 秀岳（まつだ ひでたか）

PD2―16 HBV 再活性化対策のため介入投与された核酸アナログは中止可能か
大阪市立大学大学院医学研究科 田守 昭博（たもり あきひろ）

総括
国立九州がんセンター消化器肝胆膵内科 杉本 理恵（すぎもと りえ）
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パネルディスカッション 3

Acute-on-Chronic Liver Failure：我が国の診断基準の有用性と問題点
Evaluation of new criteria for Acute-on-Chronic Liver Failure in Japan

第 1 日目 5 月 30 日（木）9：30～12：00
第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコード A）

司会 齋藤 英胤 慶應義塾大学大学院薬学研究科

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

中山 伸朗 埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科

PD3―1 我が国の Acute-on-Chronic Liver Failure の予後予測における EASL-Clif ACLF スコアの有用
性

埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 植村 隼人（うえむら はやと）

PD3―2 我が国の新診断基準を用いて解析した新潟大学での ACLF 症例の Real World Data
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 土屋 淳紀（つちや あつのり）

PD3―3 アルコール性肝障害に発生する acute-on chronic liver failure
三重大学消化器内科 長谷川浩司（はせがわ ひろし）

PD3―4 ACLF―薬物
帝京大学医学部内科学講座 櫻井美代子（さくらい みよこ）

PD3―5 自己免疫性肝炎による Acute-on-chronic liver failure（ACLF）の臨床像
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 阿部 雅則（あべ まさのり）

PD3―6 当院における急性肝不全，慢性肝不全，Acute-On-Chronic-Liver Failure 症例の予後因子に関す
る検討

信州大学医学部附属病院 髙橋 芳之（たかはし よしゆき）

PD3―7 「90 日以内の再急性非代償化」が非代償性肝硬変患者の予後不良を予測する：日本 ACLF 診断
基準（案）の検証および治療戦略の構築に向けて

慶應義塾大学医学部内科学（消化器） 褚 柏松（ちょ はくしょう）

PD3―8 肝硬変の病態・治療における内因性エンドトキシンの役割
奈良県立医科大学内科学第三講座 鍛治 孝祐（かじ こうすけ）

PD3―9 消化管出血と Acute-on-Chronic Liver Failure
山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 石川 剛（いしかわ つよし）

PD3―10 ACLF に対する治療としての肝移植の位置付けに関する検討
神戸大学肝胆膵外科 蔵満 薫（くらみつ かおり）

総括
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 菅原 通子（すがわら かよこ）
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パネルディスカッション 4

門脈圧亢進症：内視鏡治療，IVR治療，手術療法の到達点と課題
Portal hypertension：Goal and issues in the endoscopic treatments, IVR

therapies and surgical treatments
第 1 日目 5 月 30 日（木）9：30～12：00
第 8 会場（京王プラザホテル 42F 高尾）

司会 坂井田 功 山口大学医学部消化器内科学

吉田 寛 日本医科大学消化器外科

日髙 央 北里大学医学部消化器内科学

PD4―1 ALBI score は門脈圧亢進症合併肝硬変症例の予後規定因子
誠高会おおたかの森病院消化器肝臓内科 神田 仁（かんだ ひとし）

PD4―2 自作アタッチメントを用いた US-fusion 法による脾臓硬度測定法の開発と静脈瘤患者の囲い
込み

愛媛大学大学院 廣岡 昌史（ひろおか まさし）

PD4―3 食道静脈瘤に対する内視鏡治療後の再発抑制を目指した治療戦略
山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 石川 剛（いしかわ つよし）

PD4―4 超音波エラストグラフィによる B-RTO 後の食道静脈瘤悪化予測の有用性
広島市立広島市民病院内科 詫間 義隆（たくま よしたか）

PD4―5 長期予後から見た孤立性胃静脈瘤破裂に対する最適な治療
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 今井 幸紀（いまい ゆきのり）

PD4―6 胃静脈瘤に対する B-RTO の肝予備能改善効果と PSE 同時併用の意義
新潟市民病院消化器内科 和栗 暢生（わぐり のぶお）

PD4―7 部分的脾動脈塞栓術（PSE）による肝機能改善効果及び血管径からみた解析
横浜市立みなと赤十字病院消化器内科 先田 信哉（さきた しんや）

PD4―8 門脈圧亢進症に対する外科手術の役割
日本医科大学武蔵小杉病院消化器外科 谷合 信彦（たにあい のぶひこ）

PD4―9 内視鏡，IVR，手術を駆使した難治性静脈瘤・脳症・腹水の治療
日本医科大学多摩永山病院 高田 英志（たかた ひでゆき）

PD4―10 腹腔鏡下脾臓摘出術後の中長期合併症に対する検討
九州大学大学院消化器総合外科 長尾 吉泰（ながお よしひろ）

PD4―11 肝性脳症に対する B-RTO の到達点と課題
北里大学消化器内科学 田中 賢明（たなか よしあき）

PD4―12 肝性脳症既往患者に対するルビプロストンの治療効果について
労働者健康安全機構大阪労災病院 法水 淳（ほうすい あつし）

PD4―13 食道胃静脈瘤症例における門脈血栓合併と影響
金沢大学附属病院消化器内科 鷹取 元（たかとり はじめ）
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総括
日本医科大学付属病院消化器・肝臓内科 岩下 愛（いわした あい）
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パネルディスカッション 5

肝癌診療ガイドライン 2017 を再検証する
Re-evaluation of the JSH HCC Guidelines 2017

第 2 日目 5 月 31 日（金）9：45～12：15
第 6 会場（京王プラザホテル 4F 扇）

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

島田 光生 徳島大学大学院消化器・移植外科

長谷川 潔 東京大学大学院医学系研究科肝胆膵外科

PD5―1 市中病院における肝細胞癌（HCC）サーベイランスにおける目標と超音波検査の位置づけ
大森赤十字病院 後藤 亨（ごとう とおる）

PD5―2 Intermediate stage HCC に対する RFA の治療成績
岡山市立市民病院消化器内科・肝疾患センター/

RELPEC STUDY GROUP 狩山 和也（かりやま かずや）

PD5―3 肝癌に対する腹腔鏡肝切除の現状と今後の適応拡大
徳島大学外科 居村 暁（いむら さとる）

PD5―4 術後遠隔期再発からみた HCV-HCC における肝切除術式の検討
大阪大学大学院消化器外科学/

大阪国際がんセンター消化器外科 小林 省吾（こばやし しょうご）

PD5―5 肝細胞癌に対する TACE 不応の定義の検討
大阪国際がんセンター肝胆膵内科 片山 和宏（かたやま かずひろ）

PD5―6 肝癌に対する放射線治療の検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 上村 顕也（かみむら けんや）

PD5―7 脈管侵襲陽性肝細胞癌に対する有効な治療（肝動注化学療法と分子標的治療の比較）
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 中野 聖士（なかの まさひと）

PD5―8 門脈腫瘍栓合併切除不能肝細胞癌に対する集学的治療
香川大学医学部消化器・神経内科 野村 貴子（のむら たかこ）

PD5―9 粒子線および経皮的肝灌流化学療法を用いた高度脈管侵襲陽性肝細胞癌に対する治療戦略
神戸大学医学部肝胆膵外科 小松 昇平（こまつ しょうへい）

PD5―10 外科的見地からみた進行肝細胞癌に対する肝癌診療ガイドライン 2017 の検証
東京大学肝胆膵外科・人工臓器移植外科 國土 貴嗣（こくど たかし）

PD5―11 当科での肝癌初回治療と肝癌診療ガイドライン 2017 治療アルゴリズム推奨治療との比較
金沢大学附属病院 髙田 昇（たかた のぼる）

総括
熊本大学消化器外科 山下 洋市（やました よういち）
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パネルディスカッション 6

肝移植医療の現状と課題
Current status and issues of liver transplantation in Japan

第 2 日目 5 月 31 日（金）9：45～12：15
第 7 会場（京王プラザホテル 42F 富士）

司会 田中 榮司 信州大学医学部内科学第二（消化器内科）

調 憲 群馬大学医学系研究科総合外科学講座

大段 秀樹 広島大学大学院医歯薬保健学研究科消化器・移植外科学

PD6―1 肝移植医療の安全性向上に向けた取り組みと今後の課題
京都大学肝胆膵移植外科 海道 利実（かいどう としみ）

PD6―2 当院における生体肝移植後胆管狭窄に対する内視鏡的治療の検討
琉球大学医学部附属病院 新垣 伸吾（あらかき しんご）

PD6―3 当院での肝臓移植医療における肝臓内科医としての取り組みについて
長崎大学病院消化器内科 宮明 寿光（みやあき ひさみつ）

PD6―4 肝硬変患者の長期予後を考慮した肝移植適応―肝予備能の点から
名古屋大学医学部附属病院 石上 雅敏（いしがみ まさとし）

PD6―5 データマイニング法により開発した劇症肝炎の高精度予後予測モデルの再検証
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 中山 伸朗（なかやま のぶあき）

PD6―6 肝移植可能施設における急性肝不全症例の臨床的特徴の変化
岡山大学病院消化器内科 安中 哲也（やすなか てつや）

PD6―7 劇症肝炎肝移植適応ガイドライン（スコアリングシステム）での予後予測
岐阜市民病院/

岐阜大学大学院医学研究科消化器病態学 内木 隆文（ないき たかふみ）

PD6―8 当院における改正臓器移植法施行後の脳死肝移植希望登録患者の現状
金沢大学医学部附属病院 北原 征明（きたはら まさあき）

PD6―9 High volume Center における脳死肝移植の現状と課題
九州大学消化器・総合外科 副島 雄二（そえじま ゆうじ）

PD6―10 肝臓移植周術期管理における免疫担当細胞の一塩基多型の役割
広島大学病院 大平 真裕（おおひら まさひろ）

PD6―11 行政での勤務経験から見た移植医療の評価と展望
神戸大学肝胆膵外科 蔵満 薫（くらみつ かおり）

総括
京都大学肝胆膵・移植外科 加茂 直子（かも なおこ）
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NASH/NAFLDの病態解明に向けた基礎的検討
Basic research to reveal pathological conditions of NASH/NAFLD

第 2 日目 5 月 31 日（金）16：30～19：00
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

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

池嶋 健一 順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学

疋田 隼人 大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

PD7―1 非アルコール性脂肪肝炎の病態に対する便中胆汁酸の役割
横浜市立大学 結束 貴臣（けっそく たかおみ）

PD7―2 NASH/NAFLD の病態における自律神経を介した消化管ホルモンの関与
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 上村 顕也（かみむら けんや）

PD7―3 B 細胞活性化因子の脂肪性肝疾患の病態への関与
愛媛大学大学院医学系研究科
消化器・内分泌・代謝内科学 阿部 雅則（あべ まさのり）

PD7―4 NAFLD における可溶性 Siglec-7 はマクロファージ関連バイオマーカーである
国立国際医療研究センター

肝炎免疫研究センター肝疾患研究部 坂本 譲（さかもと ゆずる）

PD7―5 マウス脂肪肝炎モデルにおける加齢の影響
大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学/

大阪市立大学大学院医学研究科肝硬変治療学寄付講座 藤井 英樹（ふじい ひでき）

PD7―6 加齢に伴う脂質代謝変化による食事誘発性脂肪性肝炎の増悪機序
順天堂大学医学部消化器内科 石塚 敬（いしづか けい）

PD7―7 ミトコンドリア品質管理からみた NAFLD 進展・発癌の抑制分子機構
川崎医科大学付属病院 原 裕一（はら ゆういち）

PD7―8 Lipophagy 制御因子 p62 は，中性脂肪-脂肪酸代謝を介してマウス脂肪性肝炎を防御する
筑波大学附属病院つくば予防医学研究センター 岡田 浩介（おかだ こうすけ）

PD7―9 NASH・肥満関連肝癌に特異的な脂質代謝リプログラミングに基づく病態解明とバイオマー
カー探索

東京大学医学部附属病院 中川 勇人（なかがわ はやと）

PD7―10 53BP1 蛍光免疫染色による NAFLD 肝細胞遺伝子損傷応答の可視化
長崎大学医歯薬総合研究科病理学 赤澤 祐子（あかざわ ゆうこ）

PD7―11 肝臓における Hippo/PI3K 経路の制御異常は NASH 進展と肝癌発症を促進する
大阪大学大学院医学系研究科 小玉 尚宏（こだま たかひろ）

PD7―12 Apg-2 による肝脂肪化及び mTOR シグナルを介した肝発がん機序の解析
京都府立医科大学 山口 寛二（やまぐち かんじ）
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PD7―13 NAFLD 肝癌発症における，肝星細胞由来 Aortic carboxypeptidase-like protein の果たす役割
の解明

防衛医科大学校病院消化器内科 杉原 奈央（すぎはら なお）

総括
東京女子医科大学消化器内科 小木曽智美（こぎそ ともみ）
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臨床応用を目指した肝発癌機構の基礎的検討
Basic research for hepatocarcinogenesis toward clinical application

第 1 日目 5 月 30 日（木）15：15～17：45
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

司会 坂元 亨宇 慶應義塾大学医学部病理学

加藤 直也 千葉大学大学院医学研究院消化器内科学

本多 政夫 金沢大学大学院医薬保健総合研究科病態検査学講座

PD8―1 RNA シーケンスによる遺伝子発現プロファイリング解析を用いた SVR 後肝発癌機構の検討
名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学/

岐阜大学大学院消化器病態学 大西 雅也（おおにし まさや）

PD8―2 高コレステロール食は HCV による肝発癌機構にどのような影響を及ぼすのか？
信州大学医学部代謝制御学 田中 直樹（たなか なおき）

PD8―3 Cytoglobin suppresses liver fibrosis and cancer in mice by regulating oxidative stress
Department of Hepatology, Graduate School of Medicine,

Osaka City University, Osaka, Japan LE THI
PD8―4 肝癌進展における Notch シグナルの意義と治療戦略

東海大学医学部再生医療科学/
東海大学大学院医学研究科

マトリックス医学生物学センター 中野 泰博（なかの やすひろ）

PD8―5 肝幹/前駆細胞を起源とした肝発癌メカニズムの解明
京都大学医学部附属病院消化器内科 髙井 淳（たかい あつし）

PD8―6 マウスを用いたうっ血肝による肝細胞がんプロモーション作用の検討
国立国際医療研究センター

肝炎免疫研究センター肝疾患研究部 大澤 陽介（おおさわ ようすけ）

PD8―7 ヒストンメチル化酵素 G9a は肝細胞の p53 依存性 DNA 損傷応答と発癌に関与する
東京大学医学部附属病院消化器内科 中塚 拓馬（なかつか たくま）

PD8―8 癌抑制遺伝子 p53 の活性化による肝発癌促進
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 牧野 祐紀（まきの ゆうき）

PD8―9 胆管癌の発癌起源ニッチとしての胆管周囲付属腺
東京大学消化器内科 早田 有希（はやた ゆうき）

PD8―10 digital PCR を用いた HCC における hTERT promoter 変異の定量性の検討
山梨大学医学部附属病院 村岡 優（むらおか まさる）

PD8―11 肝細胞癌悪性形質に関わる BMP9 分子シグナルが制御する癌幹細胞維持機構の検討
金沢大学附属病院 丹尾 幸樹（にお こうき）
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PD8―12 NGS データを用いた網羅的ゲノム解析による肝癌関連遺伝子の探索
千葉大学大学院医学研究院消化器内科学/

千葉大学大学院医学研究院分子ウイルス学 室山 良介（むろやま りょうすけ）

PD8―13 肝細胞癌に対する分子標的療法が GWAS 感受性遺伝子 MICA に与える影響の検討
昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門/

千葉大学大学院消化器内科学 荒井 潤（あらい じゅん）

PD8―14 肝癌細胞の糖代謝抑制によるがん微小環境での腫瘍免疫賦活化作用とその臨床応用
川崎医科大学 佐々木 恭（ささき きょう）

総括
東京大学医学部附属病院消化器内科 大塚 基之（おおつか もとゆき）
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肝細胞癌以外の肝悪性新生物：その実態と治療の展望
Malignant liver neoplasms other than hepatocellular carcinoma: conditions

and treatment
第 2 日目 5 月 31 日（金）16：30～19：00
第 6 会場（京王プラザホテル 4F 扇）

司会 高山 忠利 日本大学医学部消化器外科

椎名秀一朗 順天堂大学医学部消化器内科消化器画像診断・治療研究室

永野 浩昭 山口大学大学院消化器・腫瘍外科学

PD9―1 上皮性肝悪性腫瘍の臨床病理学的特徴と治療成績
日本大学医学部消化器外科 中山 壽之（なかやま ひさし）

PD9―2 術前診断が困難であった肝原発神経内分泌腫瘍の切除経験と文献的考察
市立豊中病院消化器外科/

大阪大学消化器外科 富丸 慶人（とみまる よしと）

PD9―3 肝外病変を伴う肝類上皮性血管内皮腫に対する外科的治療
大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学 野田 剛広（のだ たけひろ）

PD9―4 肝類上皮性血管内皮腫の画像診断：当院で経験した症例の造影超音波と MRI ADC 所見
昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門 荒井 潤（あらい じゅん）

PD9―5 肝原発 Mucosa associated lymphoid tissue（MALT）リンパ腫の 2 切除例および肝原発悪性リ
ンパ腫の文献的考察

山口大学大学院消化器・腫瘍外科学 松隈 聰（まつくま さとし）

PD9―6 当院における肝囊胞性悪性腫瘍切除例の検討
大阪国際がんセンター 友國 晃（ともくに あきら）

PD9―7 混合型肝癌の外科切除例の検討：再発様式を中心に
京都大学医学部附属病院肝胆膵・移植外科 石井 隆道（いしい たかみち）

PD9―8 混合型肝癌 32 切除例における classical type と stem cell features の臨床学的特徴と予後因子
について

静岡県立静岡がんセンター 岡村 行泰（おかむら ゆきやす）

PD9―9 肝内胆管癌に対する RFA
NTT 東日本関東病院 金崎 峰雄（かねざき みねお）

PD9―10 当科における切除不能肝内胆管癌の治療成績と予後因子の探索的検討
久留米大学内科学講座消化器内科部門 城野 智毅（しろの ともたけ）

PD9―11 塩素系有機溶剤による職業性胆管癌症例の特徴と治療成績
大阪市立総合医療センター肝胆膵外科/

大阪市立大学大学院肝胆膵外科学 木下 正彦（きのした まさひこ）

PD9―12 胆管細胞癌発症を制御する新規肝細胞分子の同定
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 塩出 悠登（しおで ゆうと）
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PD9―13 NOTCH1 選択的阻害剤と Angiotensin-II 受容体阻害薬の胆管細胞癌への治療効果
奈良県立医科大学第三内科学教室 才川宗一郎（さいかわ そういちろう）

総括
東邦大学医療センター大橋病院消化器内科 塩澤 一恵（しおざわ かずえ）
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自己免疫性肝疾患：病態解明と治療法の進歩
Autoimmune liver diseases：recent progress in

pathogenesis and treatment
第 2 日目 5 月 31 日（金）9：45～12：15

第 4 会場（京王プラザホテル 5F コンコード C）
司会 上野 義之 山形大学医学部内科学第二講座

大平 弘正 福島県立医科大学消化器内科

原田 憲一 金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学

PD10―1 日本における自己免疫性肝疾患の疫学調査
帝京大学医学部 松本 康佑（まつもと こうすけ）

PD10―2 新たな PBC 治療標的分子の同定と治療へのアプローチ
九州大学医学研究院病態修復内科学（第一内科） 下田 慎治（しもだ しんじ）

PD10―3 日本人原発性胆汁性胆管炎（PBC）感受性遺伝子領域 3 番染色体長腕 13.33 に位置する causal
variant およびエフェクター遺伝子 POGLUT1 の同定

東京大学大学院医学系研究科 人見 祐基（ひとみ ゆうき）

PD10―4 原発性胆汁性胆管炎モデルマウスにおける B 細胞標的療法の治療有効性は抗治療薬抗体の出
現により制限される

秋田大学大学院医学系研究科総合診療・検査診断学講座 守時 由起（もりとき ゆうき）

PD10―5 原発性胆汁性胆管炎における血中アミノ酸組成と予後
順天堂大学医学部附属静岡病院 天野 希（あまの のぞみ）

PD10―6 診断時年齢からみた原発性胆汁性胆管炎の臨床像と GLOBE スコア，UK-PBC スコアの有用性
の検討

愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 吉田 理（よしだ おさむ）

PD10―7 原発性胆汁性胆管炎の肝硬変進展に関する予後予測式の有効性
信州大学医学部消化器内科 城下 智（じょうした さとる）

PD10―8 日本人の原発性胆汁性胆管炎における the UDCA response score の有効性の検討
浜松医科大学肝臓内科 川田 一仁（かわた かずひと）

PD10―9 原発性胆汁性胆管炎における ELF スコアの予後予測マーカーとしての可能性
奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科 藤永 幸久（ふじなが ゆきひさ）

PD10―10 自己免疫性肝炎における急性発症病態の相違
福島県立医科大学消化器内科 高橋 敦史（たかはし あつし）

PD10―11 急性肝炎期自己免疫性肝炎とウイルス性急性肝炎の臨床および病理組織学的な比較検討―Ki
67 の病理組織学的マーカーとしての役割―

久留米大学医学部医学科内科学講座消化器内科部門 有永 照子（ありなが てるこ）
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PD10―12 自己免疫性肝炎の肝浸潤リンパ球の免疫組織学的検討―典型例と小葉中心帯・帯状壊死症例
の比較

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 上田 薫（うえだ かおる）

PD10―13 酸化ストレス状態を含めた原発性硬化性胆管炎（PSC）予後予測因子の検討
岡山大学病院消化器内科 大山 淳史（おおやま あつし）

総括
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 有永 照子（ありなが てるこ）


