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ワークショップ 1

新たな B型肝炎治療薬：創薬の現況
New Therapeutics for Hepatitis B：Current Status of Drug Discovery

第 1 日目 5 月 30 日（木）9：30～12：00
第 7 会場（京王プラザホテル 42F 富士）

司会 脇田 隆字 国立感染症研究所

森屋 恭爾 東京大学大学院医学系研究科

田中 靖人 名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学

WS1―1 選択的な B 型肝炎ウイルス細胞侵入の阻害戦略
国立感染症研究所ウイルス第二部 渡士 幸一（わたし こういち）

WS1―2 胆汁酸誘導体を用いた新規抗 HBV 剤の開発
愛知医科大学肝胆膵内科 伊藤 清顕（いとう きよあき）

WS1―3 HBV 現感染および既感染状態を制御する因子による抗 HBV 効果
金沢大学附属病院消化器内科 川口 和紀（かわぐち かずのり）

WS1―4 HBV 感染系における cccDNA 排除をめざした自然・獲得免疫シグナルの検討
福井大学学術研究院医学系部門内科学（2）分野 野阪 拓人（のさか たくと）

WS1―5 B 型肝炎ウイルス感染キメラマウスを用いた cccDNA を標的とする新規抗 HBV 療法の探索
東京大学感染制御部/
東京大学消化器内科 奥新 和也（おくしん かずや）

WS1―6 初代培養ヒト肝細胞を用いた BCAT2（branched-chain amino acid transaminase 2）抑制による
抗ウイルス効果の解析

大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 中堀 輔（なかぼり たすく）

WS1―7 分子スイッチ予測に基づく新しい HBV 治療剤の開発法
鹿児島大学難治ウイルス病態制御研究センター 池田 正徳（いけだ まさのり）

WS1―8 HBV RNaseH 阻害剤のスクリーニング
理化学研究所生命医科学研究センター 古谷 裕（ふるたに ゆたか）

WS1―9 B 型肝炎ウイルスに対するミリストイル化阻害の治療応用の可能性
東北大学病院消化器内科 井上 淳（いのうえ じゅん）

WS1―10 新規 HBV 感染マウスモデル作製と宿主免疫応答の解析
岐阜大学大学院医学系研究科病態情報解析医学 神戸 歩（かんべ あゆむ）

WS1―11 OX40 シグナル刺激による HBV 排除の試み～HBV 特異的 CD8+T 細胞の選択的活性化～
名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学/

横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学 河島 圭吾（かわしま けいご）

WS1―12 HBV キャリアかつ無治療例に対する経鼻治療ワクチン（NASVAC）の抗ウイルス効果
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）
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総括
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 由雄 祥代（よしお さちよ）
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ワークショップ 2

DAA治療不成功例：ウイルス側と宿主側要因の解析
HCV failures to prior direct-acting antiviral regimens：

Analysis of viral- and host-related factors
第 1 日目 5 月 30 日（木）8：45～11：15

第 3 会場（京王プラザホテル 5F コンコード B）
司会 中牟田 誠 九州医療センター肝臓センター

今村 道雄 広島大学病院消化器・代謝内科

芥田 憲夫 虎の門病院肝臓センター

WS2―1 C 型慢性肝炎における DAAs 難治例の臨床的特徴についての検討
信州大学医学部附属病院 杉浦 亜弓（すぎうら あゆみ）

WS2―2 C 型慢性肝炎・代償性肝硬変に対する DAAs 失敗例の再治療・再々治療の検討
岐阜大学医学部附属病院第一内科 末次 淳（すえつぐ あつし）

WS2―3 DAA 治療不成功に関与する宿主側因子の検討
大垣市民病院消化器内科 豊田 秀徳（とよだ ひでのり）

WS2―4 DAAs 併用療法不成功におけるウイルス・宿主要因のインパクト
虎ノ門病院肝臓内科 佐野 有哉（さの ともや）

WS2―5 Genotype2 C 型慢性肝炎に対する SOF+RBV 療法不成功の要因と不成功例に対する GLE+
PIB 再治療の検討

名古屋第二赤十字病院消化器内科 日下部篤宣（くさかべ あつのり）

WS2―6 DAA 治療不成功例の再治療効果に関連する因子の検討
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 馬渡 誠一（まわたり せいいち）

WS2―7 C 型慢性肝疾患 IFN フリー DAA 治療不成功例における薬剤耐性変異からみた再治療の検討
名古屋市立大学大学院医学研究科消化器代謝内科学 飯尾 悦子（いいお えつこ）

WS2―8 Genotype 1 型 C 型慢性肝疾患に対する Elbasvir/Grazoprevir 療法の治療成績ならびに非著効
例を対象とした薬剤耐性変異の解析

大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 土居 哲（どい あきら）

WS2―9 DAA 初回治療不成功例における deep sequence 解析を用いた検討
山梨大学第一内科 佐藤 光明（さとう みつあき）

WS2―10 C 型慢性肝炎 DAA 不成功例に対する glecaprevir/pibrentasvir 再治療効果および deep se-
quence による NS5A-P32del の検討

広島大学病院 大沢 光毅（おおさわ みつたか）

WS2―11 DAAs 時代における SVR 非達成の要因
埼玉医科大学病院消化器内科・肝臓内科 内田 義人（うちだ よしひと）
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WS2―12 C 型肝炎ウイルス（HCV）の NS5A 領域における薬剤耐性関連変異（Resistance associated sub-
stitutions；RAS）が抗ウイルス薬効果に与える影響

東京医科歯科大学 新田沙由梨（にった さゆり）

総括
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 内田 義人（うちだ よしひと）
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ワークショップ 3

成因不明の肝疾患，その実態を探る
Investigate the actual condition of liver disease of unknown origin

第 2 日目 5 月 31 日（金）16：30～19：00
第 10 会場（京王プラザホテル 43F スターライト）

司会 森山 光彦 日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野

中尾 一彦 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科消化器内科学

中村 郁夫 東京医科大学八王子医療センター消化器内科

WS3―1 成因不明肝疾患に対する次世代シークエンサーを用いた病原体検索
昭和大学江東豊洲病院消化器センター 江口 潤一（えぐち じゅんいち）

WS3―2 HBsAg 陽性，かつ anti-HBs 陰性，anti-HBc 陰性を示した 4 症例の検討
日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野 神田 達郎（かんだ たつお）

WS3―3 成因不明の急性肝障害に占める E 型肝炎の割合と臨床的特徴に関する検討
同愛記念病院消化器内科 手島 一陽（てじま かずあき）

WS3―4 成因不明の急性肝障害の特徴と転帰
国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター 山﨑 一美（やまさき かずみ）

WS3―5 急性肝不全，LOHF における成因不明例：self-organizing map（SOM）法による分類
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 塩川 慶典（しおかわ けいすけ）

WS3―6 成因不明の肝疾患としてのポルフィリン症の位置付け
信州大学医学部消化器内科 藤森 尚之（ふじもり なおゆき）

WS3―7 抗核抗体陰性または低力価である自己免疫性肝炎の臨床的特徴
福島県立医科大学消化器内科学講座 阿部 和道（あべ かずみち）

WS3―8 ステロイドパルス療法後の肝障害：その頻度と病態について
倉敷中央病院消化器内科 上野 真行（うえの まさゆき）

WS3―9 関節リウマチに対するメトトレキサート療法中に門脈圧亢進症を呈した 7 症例
札幌医科大学付属病院 阿久津典之（あくつ のりゆき）

WS3―10 薬物性肝障害の診断には除外診断が重要である
帝京大学医学部内科 相磯 光彦（あいそ みつひこ）

WS3―11 成因不明の肝疾患に対する Transient elastography の使用経験
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）

WS3―12 肝硬変における成因不明例：成因別肝硬変の実態調査から
兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科 榎本 平之（えのもと ひらゆき）

WS3―13 本邦の非 B 非 C 型肝癌の背景
東京大学医学部附属病院消化器内科 建石 良介（たていし りょうすけ）

総括
長崎大学病院消化器内科 宮明 寿光（みやあき ひさみつ）
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ワークショップ 4

分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬による肝障害（症例報告も可）
Liver injury associated with immune checkpoint blockade and molecularly

targeted therapies
第 1 日目 5 月 30 日（木）15：15～17：45

第 3 会場（京王プラザホテル 5F コンコード B）
司会 中本 安成 福井大学医学部内科学（2）分野

正木 勉 香川大学医学部消化器・神経内科学

阿部 雅則 愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学

WS4―1 分子標的薬，生物学的製剤または免疫チェックポイント阻害薬による薬物性肝障害の現況
広島赤十字・原爆病院 辻 恵二（つじ けいじ）

WS4―2 免疫チェックポイント阻害薬投与後に発現した肝障害の検討
金沢大学附属病院消化器内科 寺島 健志（てらしま たけし）

WS4―3 免疫チェックポイント阻害剤による肝障害の臨床的特徴の検討
福井大学医学部内科学（2）分野 大藤 和也（おおふじ かずや）

WS4―4 当院における免疫チェックポイント阻害剤での肝障害の臨床的特徴
九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 井本 効志（いもと こうじ）

WS4―5 当院における免疫チェックポイント阻害薬による薬物性肝障害の検討
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 砂金光太郎（すなご こうたろう）

WS4―6 当院における免疫チェックポイント阻害薬による肝障害の検討
群馬大学医学部附属病院 小林 剛（こばやし たけし）

WS4―7 免疫チェックポイント阻害薬による肝胆道障害の検討
徳島大学病院 田中 宏典（たなか ひろのり）

WS4―8 各種免疫チェックポイント阻害剤による肝障害の特徴
仙台厚生病院 近藤 泰輝（こんどう やすてる）

WS4―9 免疫チェックポイント分子ガレクチン-9 は，肝線維化と肝細胞癌を抑制する
香川大学医学部消化器神経内科 藤田 浩二（ふじた こうじ）

WS4―10 ALBI score からみた切除不能肝癌に対するレンバチニブ治療の治療早期の肝機能への影響
香川県立中央病院肝臓内科 高口 浩一（たかぐち こういち）

WS4―11 わが国の急性肝不全，LOHF における分子標的薬による薬物性症例の実態
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 鈴木 隆信（すずき たかのぶ）

総括
金沢大学先進予防医学研究センター 山下 竜也（やました たつや）
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ワークショップ 5

急性肝不全：救命率の向上を目指した取り組み
Acute liver failure：strategies for better patient survival

第 1 日目 5 月 30 日（木）15：06～17：36
第 6 会場（京王プラザホテル 4F 扇）

司会 滝川 康裕 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野

海道 利実 京都大学肝胆膵移植外科・臓器移植医療部

玄田 拓哉 順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科

WS5―1 わが国の急性肝不全症例における治療法の選択と予後の関連
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）

WS5―2 急性肝炎重症化予測因子としてのプロトロンビン時間の有用性の検討
鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学 森内 昭博（もりうち あきひろ）

WS5―3 本県における急性肝不全診療ネットワーク構築の取り組み
新潟大学医歯学総合病院消化器内科 薛 徹（せつ とおる）

WS5―4 劇症肝炎の救命率向上のための前提である人工肝補助の変遷
千葉大学大学院消化器内科学 藤原 慶一（ふじわら けいいち）

WS5―5 昏睡型急性肝不全に対する On-line CHDF の昏睡覚醒効果に関する前向き国内多施設共同研
究結果報告

岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野 鈴木 悠地（すずき ゆうじ）

WS5―6 ウイルス性急性肝不全の早期段階における高用量ステロイド治療の有効性について
千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 安井 伸（やすい しん）

WS5―7 急性肝不全における CMV，真菌感染監視の実態と臨床的意義
手稲渓仁会病院消化器病センター 姜 貞憲（かん じょんほん）

WS5―8 急性肝不全・LOHF に対する肝移植例における移植前ステロイド投与の安全性に関する検討
山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 久永 拓郎（ひさなが たくろう）

WS5―9 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）の再検討
岐阜市民病院/

岐阜大学医学部消化器病態学 内木 隆文（ないき たかふみ）

WS5―10 急性肝不全の救命率向上を目指した当院の取り組み～高容量血液浄化法の役割と今後の課
題～

京都大学肝胆膵・移植外科 秦 浩一郎（はた こういちろう）

WS5―11 急性肝不全に対する肝移植の成績に関する検討
九州大学消化器・総合外科 吉住 朋晴（よしずみ ともはる）

WS5―12 B 型急性肝炎重症例に対するアバタセプトの有効性および安全性の検討（Pilot Study）
広島大学病院消化器代謝内科 寺岡 雄吏（てらおか ゆうじ）

総括
岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野 柿坂 啓介（かきさか けいすけ）
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ワークショップ 6

小児肝疾患の移行期医療：現状と問題点
Transition medicine in pediatric hepatology -current perspective in Japan-

第 1 日目 5 月 30 日（木）9：21～11：51
第 5 会場（京王プラザホテル 4F 錦）

司会 水田 敏彦 藤川病院内科

乾 あやの 済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科

田中 篤 帝京大学医学部内科学講座

WS6―1 小児期の肝・胆道疾患患児（者）をどのように肝臓専門医にバトンタッチするのか
済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 藤澤 知雄（ふじさわ ともお）

WS6―2 大阪市立大学医学部附属病院における小児慢性肝疾患の移行期医療の現状と課題
大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学 徳原 大介（とくはら だいすけ）

WS6―3 小児期感染 B 型肝炎の進展例：予後と移行期医療の実態に関する検討
大阪急性期・総合医療センター小児科 田尻 仁（たじり ひとし）

WS6―4 小児ウイルス性肝炎患者 115 例におけるフォローアップとトランジションに関する検討
大阪母子医療センター消化器・内分泌科 惠谷 ゆり（えたに ゆり）

WS6―5 当院の過去 20 年間での Fontan 術施行例における肝合併症とトランジションの問題点につい
て

千葉県こども病院遺伝診療センター代謝科 市本 景子（いちもと けいこ）

WS6―6 小児期発症の原発性硬化性胆管炎患者における移行期医療の問題点
済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 梅津守一郎（うめつ しゅいちろう）

WS6―7 移行期医療における遺伝性肝疾患に対する網羅的遺伝子解析の役割
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野 戸川 貴夫（とがわ たかお）

WS6―8 小児から成人までのライソゾーム酸性リパーゼ欠損症に対する酵素補充療法の実際
鳥取大学医学部附属病院小児科 村上 潤（むらかみ じゅん）

WS6―9 Alagille 症候群の成人期診療に関する全国調査
筑波大学小児科 今川 和生（いまがわ かずお）

WS6―10 小児門脈圧亢進症に合併した食道静脈瘤治療の取り組み
順天堂大学医学部消化器内科 内山 明（うちやま あきら）

WS6―11 小児先天性胆道拡張症における成人移行への現況と問題点―全国登録症例の追跡調査と重症
度分類による検討―

徳島大学病院小児外科・小児内視鏡外科/
日本膵・胆管合流異常研究会 石橋 広樹（いしばし ひろき）

WS6―12 胆道閉鎖症全国登録事業からみた本邦における胆道閉鎖症の移行期医療の現状と問題点
東北大学医学系研究科小児外科学分野，

日本胆道閉鎖症研究会 佐々木英之（ささき ひでゆき）
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WS6―13 小児期肝移植患児の移行期における現状と問題点
金沢医科大学小児外科 岡島 英明（おかじま ひであき）

総括
大阪母子医療センター消化器・内分泌科 惠谷 ゆり（えたに ゆり）
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ワークショップ 7

肝画像診断の進歩：現状の把握と今後の展望
Advances in Diagnostic Imaging of the Liver Recent Updates and

Future Outlook
第 1 日目 5 月 30 日（木）9：30～12：00
第 6 会場（京王プラザホテル 4F 扇）

司会 飯島 尋子 兵庫医科大学内科学肝胆膵科

孝田 雅彦 日野病院組合日野病院内科

市川 智章 埼玉医科大学国際医療センター画像診断科

WS7―1 複数加振周波数 MR エラストグラフィによる簡便的肝粘弾性特性推定法の基礎的検討
信州大学医学部画像医学教室 山田 哲（やまだ あきら）

WS7―2 複数加振周波数 MR エラストグラフィによる肝粘弾性測定の臨床的意義について
大垣女子短期大学看護学科 熊田 卓（くまだ たかし）

WS7―3 US/MRI エラストグラフィによる門脈圧亢進症のリスクマネージメント
日本鋼管病院消化器肝臓病センター 中村 篤志（なかむら あつし）

WS7―4 門脈血行動態に基づいた非侵襲的な食道静脈瘤診断：超音波汎用モードにおける現状と課題
順天堂大学消化器画像診断・治療学 丸山 紀史（まるやま ひとし）

WS7―5 超音波減衰量イメージングを用いた非アルコール性脂肪性肝疾患の脂肪変性推定と balloon-
ing hepatocyte 出現予測の試み

岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野 黒田 英克（くろだ ひでかつ）

WS7―6 肝細胞癌診断におけるソナゾイド造影超音波検査の役割を再考する~多血診断能の比較～
兵庫医科大学肝胆膵内科/

兵庫医科大学超音波センター 西村 貴士（にしむら たかし）

WS7―7 C 型慢性肝疾患における MR エラストグラフィによる肝線維化評価とウイルス排除後の発が
ん予測

武蔵野赤十字病院 樋口 麻友（ひぐち まゆ）

WS7―8 造影超音波と 18F-FDG PET-CT による肝細胞癌の術後再発リスク因子の評価
広島大学病院消化器代謝内科 盛生 慶（もりお けい）

WS7―9 深層学習の肝画像診断への応用
東京大学医科学研究所附属病院放射線科 八坂耕一郎（やさか こういちろう）

WS7―10 肝癌診断の新しい一歩：質量分析＋AI による非画像診断
日本赤十字社医療センター 高本 健史（たかもと たけし）

WS7―11 ディープラーニングを用いて設計した再構成法（Advanced Intelligent Clear-IQ Engine，
AiCE）を使用した肝 dynamic CT の被曝低減，造影剤減量

埼玉医科大学国際医療センター画像診断科 山口 晴臣（やまぐち はるおみ）

総括
大阪赤十字病院消化器内科 坂本 梓（さかもと あずさ）
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ワークショップ 8

アルコール性肝疾患：病態と治療の現状と今後の展望
Alcoholic liver disease：pathophysiology and management-current

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

第 2 会場（京王プラザホテル 5F コンコード A）
司会 正木 尚彦 国立国際医療研究センター病院中央検査部門臨床検査科

米田 政志 愛知医科大学肝胆膵内科

原田 大 産業医科大学医学部第 3 内科学

WS8―1 ADH1B ホモ低活性型（*1/*1）と ALDH2 ヘテロ欠損型（*1/*2）はアルコール依存症男性では
脂肪肝と正の関連，肝硬変と負の関連を示す

国立病院機構久里浜医療センター臨床研究部 横山 顕（よこやま あきら）

WS8―2 当院における 1990 年代以降のアルコール性肝硬変の動向～C 型肝硬変との対比が示唆するア
ルコール性肝疾患診療のありかた～

国立国際医療研究センター病院 野崎 雄一（のざき ゆういち）

WS8―3 アルコール性肝不全の回復予測因子
岡山市立市民病院消化器内科・肝疾患センター 井上 佳苗（いのうえ かなえ）

WS8―4 アルコール性肝障害における肝線維化および肝発癌における WFA+M2BP の有用性の検討
川崎医科大学総合医療センター総合内科学 2 川中 美和（かわなか みわ）

WS8―5 アルコール性肝障害と非アルコール性肝障害との鑑別診断における客観的指標の探索
仙台厚生病院 福田 遼（ふくだ りょう）

WS8―6 ASH/NASH の病態比較とアルコール依存症に対する薬物療法の経験
愛知医科大学内科学講座肝胆膵内科学 角田 圭雄（すみだ よしお）

WS8―7 肝癌患者の背景，予後に及ぼすアルコールの影響に関する検討
産業医科大学第 3 内科 柴田 道彦（しばた みちひこ）

WS8―8 当院における飲酒歴調査および遺伝子多型と発癌との関連性の解析
大分大学消化器内科 所 征範（ところ まさのり）

WS8―9 アルコール性肝障害における肝発癌危険因子に関する検討
東京女子医科大学病院 谷合麻紀子（たにあい まきこ）

WS8―10 アルコール性肝硬変に対する肝移植の適応評価の現状
京都大学医学部附属病院臓器移植医療部 山敷 宣代（やましき のりよ）

WS8―11 アルコール使用障害・依存症に立ち向かう多職種チーム医療：アルコール短期入院プログラ
ムの発足

国立病院機構東京医療センター消化器内科/
東海大学医学部付属東京病院消化器肝臓センター 菊池 真大（きくち まさひろ）
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WS8―12 新規マウスアルコール性肝障害モデルの検討
群馬大学消化器・肝臓内科/

NIAAA/NIH
（米国立アルコール研究所/米国立衛生研究所）/

群馬大学医学部附属病院肝疾患センター 堀口 昇男（ほりぐち のりお）

WS8―13 リファキシミンによる小腸細菌叢の変化を介したアルコール性肝障害抑制効果：肥満 KK-Ay

マウスを用いた検討
順天堂大学医学部消化器内科 北川 隆太（きたがわ りゅうた）

総括
奈良県立医科大学内科学第 3 講座 赤羽たけみ（あかはね たけみ）
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ワークショップ 9

肝疾患とサルコペニア・栄養異常～現状と展望～
Sarcopenia and nutritional issue in liver disease～current status and future

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

第 3 会場（京王プラザホテル 5F コンコード B）
司会 西口 修平 兵庫医科大学内科学肝胆膵科

清家 正隆 大分大学医学部肝疾患相談センター

清水 雅仁 岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学

WS9―1 肝硬変患者における筋肉量低下が予後に与える影響～筋肉量の評価方法の違いによる比較～
名古屋大学医学部 石津 洋二（いしづ ようじ）

WS9―2 肝疾患サルコペニア判定における歩行速度の有用性について
岐阜大学医学部附属病院 華井 竜徳（はない たつのり）

WS9―3 肝細胞癌患者における Cre/CysC 比と筋肉量の相関に関する検討
千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 大浦 弘嵩（おおうら ひろたか）

WS9―4 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）における骨格筋の異常と肝病態との関連性
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）

WS9―5 慢性肝疾患患者の握力，筋肉量の年次変化と肝硬変・肝癌の予後に与える影響
虎の門病院肝臓センター 藤山俊一郎（ふじやま しゅんいちろう）

WS9―6 BIA 法による C 型肝炎ウイルス排除後の経時的体成分分析
大分大学医学部消化器内科 本田 浩一（ほんだ こういち）

WS9―7 肝疾患患者における筋肉量とミオスタチン，フォリスタチンの検討
旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科 長谷部拓夢（はせべ たくむ）

WS9―8 肝細胞癌の病態・治療に対する体組成評価のインパクト
山口大学大学院医学系研究科消化器内科 佐伯 一成（さえき いっせい）

WS9―9 ソラフェニブで加療された肝細胞癌合併肝硬変症例に対するレボカルニチン製剤のサルコペ
ニア抑制効果

東邦大学医療センター大森病院消化器内科 天沼 誠（あまぬま まこと）

WS9―10 肝臓外科における原発性肝癌に対する骨格筋量と免疫栄養指数の意義―サルコペニア判定基
準を用いた解析―

九州大学大学院消化器・総合外科 伊藤 心二（いとう しんじ）

WS9―11 ミオスタチンは肝線維化関連因子であり運動療法により低下する
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 由雄 祥代（よしお さちよ）

WS9―12 がんリハビリテーションがサルコペニア合併進行肝がん患者の予後におよぼす影響
久留米大学病院リハビリテーション部/

久留米大学医学部整形外科講座 橋田 竜騎（はしだ りゅうき）
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WS9―13 慢性肝疾患におけるサルコペニアの睡眠障害への影響
兵庫医科大学 西川 浩樹（にしかわ ひろき）

総括
三重大学医学部附属病院栄養診療部 原 なぎさ（はら なぎさ）
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ワークショップ 10

肝構成細胞の病態生理：基礎的研究の臨床応用
Pathophysiology of liver component cells：

clinical application of basic research
第 1 日目 5 月 30 日（木）15：24～17：54
第 7 会場（京王プラザホテル 42F 富士）

司会 日野 啓輔 川崎医科大学肝胆膵内科学

汐田 剛史 鳥取大学大学院医学系研究科遺伝子医療学部門

富谷 智明 埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科

WS10―1 肝実質細胞と造血系細胞とのクロストークを介した肝発生と傷害肝修復の制御機構
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/
東海大学医学部再生医療科学 柳川 享世（やながわ たかよ）

WS10―2 肝硬変細胞外基質は Integrin-FAK 経路を介してラット初代肝細胞の肝機能低下を誘導する
京都大学医学部 宮内 雄也（みやうち ゆうや）

WS10―3 転写因子 LHX2 のヒト iPS 細胞由来肝星細胞様細胞における機能の解析
東京医科歯科大学附属病院消化器内科 三好 正人（みよし まさと）

WS10―4 肝線維化に伴うリモデリングを正常化する新規治療法の開発
金沢大学消化器内科 岡田 光（おかだ ひかり）

WS10―5 TGF-β とサイトグロビンの拮抗作用はヒト NASH における星細胞活性化と肝線維化に影響
する

大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 翁 良徳（おきな よしのり）

WS10―6 慢性肝障害病態におけるマクロファージの由来的，機能的多様性の意義
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 松田 道隆（まつだ みちたか）

WS10―7 肝癌発育進展における肝星細胞オートファジーの意義
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科 明神 悠太（みょうじん ゆうた）

WS10―8 細胞と組織レベルにおける肝脂質代謝解析による肝発癌への不飽和脂肪酸関与の検証
理化学研究所肝がん予防研究ユニット 秦 咸陽（しん せんよう）

WS10―9 drug repositioning による腫瘍免疫細胞賦活化を介した DPP4 阻害剤の肝がん治療応用
川崎医科大学/

久留米大学 仁科 惣治（にしな そおじ）

WS10―10 肝細胞の前駆細胞：増殖と活性化
札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所 三高 俊広（みたか としひろ）

総括
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 小玉 尚宏（こだま たかひろ）


