
ワークショップ 1

肝臓領域の基礎研究における新しい潮流と臨床応用

第 1 日目 6 月 14 日（木）9：20～12：00
第 4 会場（大阪国際会議場 10F 会議室 1004�7）
司会 矢野 博久 久留米大学医学部病理学講座

中本 安成 福井大学医学部内科学（2）分野

WS1―1
（基調講演）

肝臓病のアンメット・メディカルニーズに挑む
千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 加藤 直也（かとう なおや）

WS1―2 B 型肝炎ウイルス感染複製システムの解明を目指した live cell imaging の構築
金沢大学消化器内科 杉本 宰甫（すぎもと さいほ）

WS1―3 B 型肝炎ウイルスと小胞輸送システムのクロストーク
東北大学病院消化器内科 井上 淳（いのうえ じゅん）

WS1―4 B 型肝炎ウイルス発現培養細胞のプロテオメタボロミクス解析
北海道大学病院消化器内科 森川 賢一（もりかわ けんいち）

WS1―5 細胞リプログラミングによる活性化星細胞の静止期転換を介した肝線維化治療法の開発
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/
東海大学医学部基盤診療学系再生医療科学 中野 泰博（なかの やすひろ）

WS1―6 ヒト iPS 細胞を用いた先天性肝線維症病態モデルの樹立と分子標的の探索
東京医科歯科大学消化器病態学 角田 知之（つのだ ともゆき）

WS1―7 肝星細胞のオートファジー抑制は，肝癌発育進展を抑制する
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 明神 悠太（みょうじん ゆうた）

WS1―8 低酸素条件下で培養したヒト骨髄由来間葉系幹細胞による肝硬変治療の検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 小島 雄一（こじま ゆういち）

WS1―9 Stem cell 由来 Extracellular Vesicles を用いた急性肝障害に対する治療法の開発
山形大学医学部内科学第二講座 芳賀 弘明（はが ひろあき）

WS1―10 肝病態が胆汁中細胞外小胞に与える影響の解析
長崎大学病院消化器内科 中鋪 卓（なかしき すぐる）

WS1―11 肝細胞癌の門脈侵襲能と細胞増殖能に着目した腫瘍悪性度の新たな病理学的評価方法
久留米大学医学部病理学講座 近藤礼一郎（こんどう れいいちろう）

WS1―12 レーザーキャプチャーマイクロダイセクションを用いた HCC ゲノムの検討
山梨大学第一内科 村岡 優（むらおか まさる）

WS1―13 肝がんの微小環境における HLA�classII 分子の発現変化と制御機構の解析
福井大学医学部附属病院内科学（2）分野 平松 活志（ひらまつ かつし）



WS1―14 TCGA データを用いた肝細胞癌サブ分類と遺伝子変異の関連に関する検討
東京大学大学院消化器内科学 浅岡 良成（あさおか よしなり）

WS1―15 日本人原発性胆汁性胆管炎（PBC）感受性遺伝子領域 NFKB1/MANBA における機能的遺伝子
多型（causal variant）の同定

東京大学大学院医学系研究科人類遺伝学分野 人見 祐基（ひとみ ゆうき）



ワークショップ 2

うっ血性肝硬変の診療における諸問題～肝臓内科医が避けられない移行期
医療を含めて～

第 1 日目 6 月 14 日（木）9：20～12：00
第 6 会場（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）

司会 乾 あやの 恩賜財団済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科

小松 陽樹 東邦大学医療センター佐倉病院小児科

WS2―1
（基調講演）

本邦における門脈血行異常症（特発性門脈圧亢進症とバッドキアリ症候群）の治療の現状
九州大学大学院先端医療医学講座 赤星朋比古（あかほし ともひこ）

WS2―2 心エコーによるうっ血肝の肝線維化への影響とその機序の検討
公立昭和病院消化器内科 細川 貴範（ほそかわ たかのり）

WS2―3 当院における循環器疾患が肝臓へ与える影響の指標の解析
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科分野 上村 博輝（かみむら ひろてる）

WS2―4 うっ血肝における超音波診断の問題点
日本大学医学部消化器肝臓内科 松本 直樹（まつもと なおき）

WS2―5 うっ血病態における肝線維化進展指標の確立
新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院

消化器内科（Niigata_LS_Club） 須田 剛士（すだ たけし）

WS2―6 先天性心疾患患者における肝合併症の現状
岡山大学病院消化器内科 竹内 康人（たけうち やすと）

WS2―7 先天性心疾患術後の肝機能と肝腫瘍の検討
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 阪森亮太郎（さかもり りょうたろう）

WS2―8 フォンタン術後肝合併症の検討
北海道大学病院消化器内科 荘 拓也（しょう たくや）

WS2―9 当院の Fontan 術後うっ血肝の長期経過に関する検討
大阪市立総合医療センター 寺西 優雅（てらにし ゆうが）

WS2―10 肝静脈波形を用いた Fontan 術後の肝線維化評価法の検討
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）

WS2―11 フォンタン術後の肝線維化評価における超音波エラストグラフィの有用性の検討
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）

WS2―12 Fontan 術後患者における肝線維化と肝関連 event に対する超音波 elastography の有用性と
限界

広島市民病院内科 詫間 義隆（たくま よしたか）

WS2―13 先天性心疾患の遠隔期肝合併症に対する非侵襲的肝硬度測定の有用性
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 小泉 洋平（こいずみ ようへい）

WS2―14 うっ血性肝線維化モデルマウスの樹立―FALD の病態解明を目指して
国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター 河合 裕成（かわい ひろなり）



ワークショップ 3

自己免疫性肝疾患の診断と治療の進歩

第 2 日目 6 月 15 日（金）8：00～10：40
第 4 会場（大阪国際会議場 10F 会議室 1004�7）

司会 下田 慎治 九州大学病院病態修復内科学

阪森亮太郎 大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

WS3―1
（基調講演）

自己免疫性肝疾患の動向と課題
福島県立医科大学医学部消化器内科 大平 弘正（おおひら ひろまさ）

WS3―2 原発性胆汁性胆管炎患者健康関連 QOL の国際比較～緯度が QOL に影響を及ぼす？～
帝京大学医学部内科学講座 八木みなみ（やぎ みなみ）

WS3―3 原発性胆汁性胆管炎の UDCA 投与後における組織的進展因子の検討
奈良県立医科大学内科学第三講座 藤永 幸久（ふじなが ゆきひさ）

WS3―4 PBC で となる IFN�g 産生と UDCA 有効性の疾患模倣培養系を用いたメカニズム解析
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）

WS3―5 原発性胆汁性胆管炎の病態における胆管細胞老化の意義と治療標的としての可能性
金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学 佐々木素子（ささき もとこ）

WS3―6 原発性胆汁性胆管炎の Ras 阻害剤による IFN�γ 抑制療法の開発
東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科 中川 良（なかがわ りょう）

WS3―7 ウルソデオキシコール酸が原発性胆汁性胆管炎の炎症性サイトカインおよびフラクタルカイ
ン発現に及ぼす影響について

浜松医科大学附属病院肝臓内科 下山 真（しもやま しん）

WS3―8 自己免疫性胆管病変の性差メカニズム解析と実験的治療アプローチ
順天堂大学医学部消化器内科 内山 明（うちやま あきら）

WS3―9 わが国の急性肝不全症例における自己免疫性肝炎の診断
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）

WS3―10 自己免疫性肝炎におけるステロイドパルス治療の実態
福島県立医科大学消化器内科 高橋 敦史（たかはし あつし）

WS3―11 自己免疫性肝炎と肝細胞障害型薬物性肝障害の臨床病理像の比較
愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科 吉田 理（よしだ おさむ）

WS3―12 当院における経皮的肝生検の実態―自己免疫性肝障害における肝生検の有用性―
国立病院機構金沢医療センター 清家 拓哉（せいけ たくや）

WS3―13 自己免疫性肝炎における HLA�DPB1 の遺伝子多型と HLA�DP 発現量の検討
信州大学医学部消化器内科/

信州大学次世代医療研究センター 梅村 武司（うめむら たけじ）

WS3―14 小児期に発症した原発性硬化性胆管炎の予後予測因子
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）



WS3―15 原発性硬化性胆管炎の臨床像と長期予後に関する検討
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）

WS3―16 本邦における原発性硬化性胆管炎に対する治療の現状と今後
千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 熊谷純一郎（くまがい じゅんいちろう）



ワークショップ 4

肝内胆管癌の診断と治療の進歩

第 1 日目 6 月 14 日（木）9：20～12：00
第 13 会場（リーガロイヤル NCB 2F 淀）

司会 田妻 進 広島大学病院総合内科・総合診療科

久保 正二 大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵外科学

WS4―1
（基調講演）

肝内胆管癌の診断と治療（取扱い規約の観点から）
筑波大学消化器外科 大河内信弘（おおこうち のぶひろ）

WS4―2 MicroRNA�195 は細胞外小胞（EV）を介して胆管癌の抗癌剤抵抗性を抑制する
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 太田 雄（おおた ゆう）

WS4―3 肝内胆管癌におけるペリオスチンの役割―上皮間葉転換の制御による治療標的としての可能
性―

広島大学病院総合内科総合診療科 杉山 晶子（すぎやま あきこ）

WS4―4 肝内胆管癌の背景因子，治療成績についての検討
広島大学病院消化器代謝内科 児玉健一郎（こだま けんいちろう）

WS4―5 肝切除とならなかった肝内胆管癌に対する RFA（radiofrequency ablation）
NTT 東日本関東病院消化器内科 金崎 峰雄（かねざき みねお）

WS4―6 肝炎ウイルス関連肝内胆管癌における肝炎ウイルス病態と抗ウイルス療法の必要性
大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵外科学 伊藤 得路（いとう とくじ）

WS4―7 NOTCH1 選択的阻害剤と Angiotensin�II 受容体阻害薬による肝内胆管癌抑制効果
奈良県立医科大学第三内科 才川宗一郎（さいかわ そういちろう）

WS4―8
（司会指定）

肝内胆管癌集学的治療に関する多施設共同試験の現状と展望（KHBO の取り組み）
神戸大学肝胆膵外科，国際がん医療研究センター外科/

関西肝胆道オンコロジーグループ（KHBO） 味木 徹夫（あじき てつお）

WS4―9 肝内胆管癌における術前リンパ節転移の評価と切除適応の検討
兵庫医科大学肝胆膵外科 末岡 英明（すえおか ひであき）

WS4―10 リンパ節転移を有する進行肝内胆管癌に対する積極的リンパ節郭清を伴う R0 切除の意義
千葉大学医学部臓器制御外科 久保木 知（くぼき さとし）

WS4―11 肝内胆管癌に対する総合的治療戦略
徳島大学外科 森根 裕二（もりね ゆうじ）

WS4―12 肝内胆管癌に対する根治手術療法の意義と治療戦略
九州大学大学院消化器・総合外科 原田 昇（はらだ のぼる）

WS4―13 当院における肝内胆管癌手術症例の検討
大阪国際がんセンター消化器外科 友國 晃（ともくに あきら）

WS4―14 腫瘤形成型肝内胆管癌に対する腹腔鏡下肝切除術の妥当性
大阪市立総合医療センター肝胆膵外科 木下 正彦（きのした まさひこ）



ワークショップ 5

B型肝炎新規治療薬の探索の現状

第 1 日目 6 月 14 日（木）14：50～17：30
第 4 会場（大阪国際会議場 10F 会議室 1004�7）

司会 村田 一素 国際医療福祉大学病院消化器内科

森屋 恭爾 東京大学大学院医学系研究科感染制御学・生体防御感染症学

WS5―1
（基調講演）

B 型肝炎ウイルスの創薬研究
国立感染症研究所 脇田 隆字（わきた たかじ）

WS5―2 HBs 抗原陰性化の達成を目指した HBx�DDB1 結合阻害剤の探索
東京大学消化器内科 關場 一磨（せきば かずま）

WS5―3 HBx 及び c�MYC による URI1 発現誘導メカニズムの解明
鳥取大学大学院医学系研究科遺伝子医療学部門 土谷 博之（つちや ひろゆき）

WS5―4 新規治療薬探索のためのアデフォビル・テノフォビルによる IFN�λ3 誘導機序の解明
国際医療福祉大学/

国立国際医療研究センター・ゲノム医科学プロジェクト 村田 一素（むらた かずもと）

WS5―5 核酸アナログ投与で誘導される IFNλ3 による抗 HBV 効果の検討
清川病院肝臓病研究センター/

国立感染症研究所・ウイルス第二部 山田 典栄（やまだ のりえ）

WS5―6 HBV 複製を制御するヒト microRNA の網羅的スクリーニングと機能解析
名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学 堤 進（つつみ すすむ）

WS5―7 胆汁酸代謝調節機構を標的とした B 型肝炎ウイルス制御
愛知医科大学肝胆膵内科 伊藤 清顕（いとう きよあき）

WS5―8 HBV 生活環における Notch シグナルを介した核酸アナログの作用点に関する検討
金沢大学消化器内科 川口 和紀（かわぐち かずのり）

WS5―9 ドラッグフリーの実現を目指した cccDNA 抑制剤 CDM�3008 とエンテカビルとの併用による
HBV 再活性化の抑制

理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター 古谷 裕（ふるたに ゆたか）

WS5―10 オートファジーを介した HBV 複製の制御
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 山井 琢陽（やまい たくお）



ワークショップ 6

門脈圧亢進症に対する診断と治療の進歩

第 1 日目 6 月 14 日（木）14：50～17：30
第 6 会場（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）

司会 園村 哲郎 和歌山県立医科大学放射線医学講座

岩田 恵典 兵庫医科大学内科学肝胆膵科

WS6―1 孤立性胃静脈瘤に対する B�RTO のストラテジー（破裂症例をふまえて）
関西医科大学消化器肝臓内科/

関西医科大学総合医療センター肝臓病センター 高橋 悠（たかはし ゆう）

WS6―2 当院の異所性静脈瘤の治療成績
兵庫医科大学肝胆膵内科 高田 亮（たかた りょう）

WS6―3 術前肝硬度測定は B�RTO 後の生命予後を予測し得る
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）

WS6―4 超音波エラストグラフィーを用いた肝脾硬度測定による BRTO 後の病態の解析
東京医科大学臨床医学系消化器内科学分野 古市 好宏（ふるいち よしひろ）

WS6―5 肝硬変合併門脈血栓症に対する edoxaban の有効性，安全性の検討
広島大学病院消化器・代謝内科 長沖 祐子（ながおき ゆうこ）

WS6―6 急性門脈血栓症が肝硬変患者の肝予備能および予後に与える影響
岩手医科大学消化器内科肝臓分野 遠藤 啓（えんどう けい）

WS6―7 門脈血栓症の治療戦略
金沢大学消化器内科 鷹取 元（たかとり はじめ）

WS6―8 トルバプタン抵抗性難治性肝性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法（CART）の効果
板橋中央総合病院 市川 武（いちかわ たけし）

WS6―9 トルバプタン治療効果判定における ASI�7 の有用性
奈良県立医科大学消化器・内分泌代謝内科 瓦谷 英人（かわらたに ひでと）

WS6―10 C 型慢性肝炎患者に対する DAAs 治療後の血小板数の変化と食道胃静脈瘤の形態変化との
関連性

名古屋大学医学部消化器内科 石津 洋二（いしづ ようじ）

WS6―11 DAAs 治療患者における食道胃静脈瘤診断マーカーの検討
大阪市立大学大学院肝胆膵病態内科学 菊川佳菜子（きくかわ かなこ）

WS6―12 門脈圧亢進症に伴う脾腫が与えるルストロンボパク投与後の血小板増加に関する検討
北里大学医学部消化器内科学 和田 尚久（わだ なおひさ）

WS6―13 門亢症における脾臓線維化と脾摘に伴う肝線維化改善
山梨県立中央病院外科/

兵庫医科大学肝胆膵外科 飯室 勇二（いいむろ ゆうじ）



WS6―14 消化管癌に対する化学療法中に発症する門脈圧亢進症に関する前向け研究
大阪赤十字病院消化器内科 福原 学（ふくはら まなぶ）

WS6―15
（基調講演）

門脈圧亢進症に対する診断と治療の進歩
東海大学医学部消化器内科 峯 徹哉（みね てつや）



ワークショップ 7

転移性肝癌の治療と予後への影響

第 1 日目 6 月 14 日（木）14：50～17：30
第 13 会場（リーガロイヤル NCB 2F 淀）

司会 椎名秀一朗 順天堂大学医学部消化器内科

波多野悦朗 兵庫医科大学肝胆膵外科

WS7―1
（基調講演）

大腸癌肝転移症例に対する治療と問題点
順天堂大学医学部肝胆膵外科 川崎 誠治（かわさき せいじ）

WS7―2 大腸癌肝転移に対する肝切除の限界～再発に対する再肝切除の適応基準は？
日本赤十字社医療センター肝胆膵移植外科 高本 健史（たかもと たけし）

WS7―3 大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除術の治療成績
関西労災病院外科 阪本 卓也（さかもと たくや）

WS7―4 大腸癌多発肝転移に対する治療戦略：
様々な手技を用いた multimodal approach の有用性の検討

熊本大学大学院消化器外科 今井 克憲（いまい かつのり）

WS7―5 大腸癌切除不能両葉多発肝転移に対する治療戦略
―FOLFOXIRI 療法による Conversion の可能性―

徳島大学外科 岩橋 衆一（いわはし しゅういち）

WS7―6 切除不能大腸癌肝転移に対するセツキシマブまたはベバシズマブ併用 mFOLFOX6 療法に
おける conversion 症例の長期予後

京都大学医学部肝胆膵・移植外科 戸田 怜（とだ れい）

WS7―7 治療目的に応じた大腸癌肝転移に対する経皮的ラジオ波焼灼療法
NTT 東日本関東病院消化器内科 大西 俊彦（おおにし としひこ）

WS7―8 大腸癌肝転移に対するラジオ波焼灼術
東京大学医学部附属病院消化器内科 内野 康志（うちの こうじ）

WS7―9 Marginally resectable 大腸癌肝転移に対するマイクロ波凝固療法（MCN）の有効性と
適応について

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（わだ よしゆき）

WS7―10 マウス大腸癌肝転移モデルを用いた抗 PD�L1 抗体の抗腫瘍効果の解析
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）

WS7―11 転移性肝癌に対する Ad�REIC 遺伝子治療
岡山大学病院消化器内科 白羽 英則（しらは ひでのり）



ワークショップ 8

肝臓病に対する免疫学的アプローチ

第 1 日目 6 月 14 日（木）14：50～17：10
第 7 会場（大阪国際会議場 12F 特別会議場）

司会 水腰英四郎 金沢大学附属病院消化器内科

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

WS8―1
（基調講演）

Lymphoid organ としての肝臓
金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学 原田 憲一（はらだ けんいち）

WS8―2 B 型肝炎ワクチン接種による HBs 抗体獲得と高抗体価に寄与する免疫機構の解析
国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター/

昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門 土肥 弘義（どい ひろよし）

WS8―3 HBV 排除における肝臓内インターフェロンシグナル誘導の重要性
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）

WS8―4 B 型肝炎ウイルス持続感染機序の免疫的探索
新百合ヶ丘総合病院肝臓内科/

国立感染症研究所ウイルス第二部 椎名 正明（しいな まさあき）

WS8―5 C 型慢性肝炎では CEACAM1 により NK 細胞活性が抑制される
大阪大学大学院消化器内科学 須田 貴広（すだ たかひろ）

WS8―6 免疫細胞における miRNA 発現変化は NF�κB シグナルを介して抗ウイルス免疫病態に
不利に影響する

仙台厚生病院肝臓内科/
仙台厚生病院肝腫瘍治療センター/

名古屋市立大学肝疾患センター 近藤 泰輝（こんどう やすてる）

WS8―7 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の肝脂肪化における B 細胞活性化因子の役割
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 中村 由子（なかむら よしこ）

WS8―8 NASH 進展におけるケモカイン発現とその役割
自治医科大学医学部消化器肝臓内科 三浦 光一（みうら こういち）

WS8―9 ADAM 制御による GWAS 肝癌感受性遺伝子 MICA を標的とした肝癌に対する自然免疫学的
アプローチ

昭和大学医学部消化器内科 荒井 潤（あらい じゅん）

WS8―10 肝癌局所療法における免疫応答―ラジオ波焼灼療法と不可逆電気穿孔法の比較
東京医科大学消化器内科 杉本 勝俊（すぎもと かつとし）

WS8―11 肝細胞癌局所における免疫細胞浸潤と再発時治療効果との関連についての検討
金沢大学医薬保健研究域医学系 寺島 健志（てらしま たけし）



WS8―12 肝細胞癌における腫瘍免疫を反映する新たなバイオマーカーの探求
九州大学大学院消化器・総合外科 伊藤 心二（いとう しんじ）

WS8―13 肝細胞癌肺転移における肺胞マクロファージ由来ロイコトリエン B4 を標的とする新規治療の
可能性

福井大学医学系部門内科学（2）分野 野阪 拓人（のさか たくと）



ワークショップ 9

肝移植診療の今後の展望

第 2 日目 6 月 15 日（金）8：00～10：30
第 13 会場（リーガロイヤル NCB 2F 淀）

司会 島田 光生 徳島大学大学院消化器・移植外科

玄田 拓哉 順天堂大学医学部附属静岡病院消化器内科

WS9―1
（基調講演）

肝移植診療の今後の展望
東京女子医科大学 江川 裕人（えがわ ひろと）

WS9―2 肝移植外来紹介例に関する検討 肝臓内科医の視点から
東京大学医学部附属病院臓器移植医療部 はい 成寛（はい なるひろ）

WS9―3 肝硬変患者における長期予後を考慮した肝移植適応の再考
名古屋大学医学部消化器内科 石上 雅敏（いしがみ まさとし）

WS9―4 血液製剤による HIV/HCV 重複感染に対する肝移植―緊急度に関する考察―
長崎大学大学院移植・消化器外科 高槻 光寿（たかつき みつひさ）

WS9―5 当院における急性肝不全の現状と今後
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科学 安中 哲也（やすなか てつや）

WS9―6 急性肝不全に対する肝移植診療の現状と今後の展望：脳死ドナー増加の与えるインパクト
九州大学消化器・総合外科 副島 雄二（そえじま ゆうじ）

WS9―7 急性肝不全治療において集中治療に携わる内科医の果たすべき役割
昭和大学藤が丘病院消化器内科 井上 和明（いのうえ かずあき）

WS9―8 地方における肝移植実施施設不在の問題と地域連携システム構築の意義
新潟大学医歯学総合病院消化器内科 阿部 聡司（あべ さとし）

WS9―9 Acoustic radiation force impulse（ARFI）imaging を用いた移植後グラフト肝の線維化評価に
おける有用性に関する検討

京都大学付属病院肝胆膵・移植外科 吉野 健史（よしの けんじ）

WS9―10 肝移植後の体重変化と脂肪肝発生に関する因子の検討
長崎大学病院消化器内科 宮明 寿光（みやあき ひさみつ）

WS9―11 肝移植後における慢性腎臓病発症の因子についての解析
横浜市立大学肝胆膵消化器病学 斉藤 聡（さいとう さとる）

WS9―12 肝移植後の合併症克服と成績向上を目指した precision medicine による新しい診療の試み
広島大学大学院消化器移植外科 田原 裕之（たはら ひろゆき）

WS9―13 脳死肝移植ドナー不足解消にむけての取り組み
―医療系学生に対する Donor Action の必要性―

徳島大学外科学 齋藤 裕（さいとう ゆう）

WS9―14 日本の脳死肝移植症例を増やすために―韓国の現状と比較して―
神戸朝日病院消化器科 金 守良（きむ すりゃん）



ワークショップ 10

肝炎ウイルスの新規感染や再活性化の現状とその対策

第 2 日目 6 月 15 日（金）14：30～17：10
第 3 会場（大阪国際会議場 10F 会議室 1001�2）

司会 田守 昭博 大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学

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

WS10―1
（基調講演）

B 型肝炎ウイルス再活性化の現状と将来
国立国際医療研究センターゲノム医科学プロジェクト 溝上 雅史（みぞかみ まさし）

WS10―2 首都圏における B 型急性肝炎の変遷とウイルス学的検討
清川病院肝臓病研究センター/

国立感染症研究所・ウイルス第二部 山田 典栄（やまだ のりえ）

WS10―3 唾液中 HBV ウイルス量と潜血測定による水平感染リスクの評価と歯科連携
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科分野 上村 博輝（かみむら ひろてる）

WS10―4 小児 B 型肝炎ウイルス感染疫学調査による HBV 感染率や再活性化リスクの現状と
B 型肝炎ワクチン任意接種の重要性について

筑波大学小児科/厚生労働科学研究費補助金
肝炎等克服対策事業

「小児における B 型肝炎の水平感染の実態把握と
ワクチン戦略の再構築に関する研究」 酒井 愛子（さかい あいこ）

WS10―5 HBV 再活性化および再活性化予防治療症例における核酸アナログ中止に関する検討
北海道大学消化器内科 中井 正人（なかい まさと）

WS10―6 Direct�acting antivirals（DAAs）治療例における感染経路調査と再感染に対する課題
大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 湯川 芳美（ゆかわ よしみ）

WS10―7 当院における 14 年間の E 型肝炎症例の特徴の分析と今後の対策
鈴鹿中央総合病院消化器内科 岡野 宏（おかの ひろし）

WS10―8 北海道の地方都市における E 型肝炎集団発生事例からみた感染経路の推察
旭川赤十字病院消化器内科 阿部 真美（あべ まさみ）

WS10―9 わが国の心・腎移植患者における E 型肝炎ウイルス感染の実態と慢性 E 型肝炎の診断・治療
筑波大学医学医療系消化器外科・臓器移植外科 大和田洋平（おおわだ ようへい）

WS10―10 成因不明の急性肝不全症例にウイルス感染例が存在する可能性
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）

WS10―11 HCV 感染は ISG56 を誘導することにより共感染時の 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）

WS10―12 HLA�DPB1 遺伝子の一塩基多型と発現低下は日本人において免疫抑制・化学療法に伴う
B 型肝炎ウイルス再活性化に関連しうる

福井大学医学部内科学（2）分野 松田 秀岳（まつだ ひでたか）



WS10―13 HBV 診療情報コード化自動チェックシステムによる 5 年間の HBV 再活性化前向き検討
福井県済生会病院内科 野ツ俣和夫（のつまた かずお）

WS10―14 高感度 HBs 抗原による HBV 既往感染関節リウマチ患者における HBV 再活性化予防効果
つがる西北五広域連合つがる総合病院リウマチ科 浦田 幸朋（うらた ゆきとも）

WS10―15 造血幹細胞移植後の HBV 既往感染症例に対する HBV ワクチン投与による再活性予防の検討
（中間報告）

東京都立駒込病院肝臓内科 木村 公則（きむら きみのり）

WS10―16 B 型肝炎ワクチンの効果に関連する宿主因子
国立国際医療研究センターゲノム医科学プロジェクト/

東京大学大学院医学系研究科人類遺伝学 西田 奈央（にしだ なお）

WS10―17 日本肝臓学会評議員を対象とした B 型肝炎ワクチンに関するアンケート調査
名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学 田中 靖人（たなか やすひと）

特別発言
広島大学大学院医歯薬保健学研究科疫学・疾病制御学 田中 純子（たなか じゅんこ）



ワークショップ 11

肝炎ウイルスの制御が肝癌診療に及ぼす影響

第 2 日目 6 月 15 日（金）14：30～17：10
第 12 会場（リーガロイヤル NCB 2F 松）

司会 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

正木 勉 香川大学医学部消化器・神経内科

WS11―1
（基調講演）

肝炎ウイルスの制御が肝癌診療に及ぼす影響
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 鳥村 拓司（とりむら たくじ）

WS11―2 当科における SVR 後肝癌の実態
熊本大学大学院消化器内科学 吉丸 洋子（よしまる ようこ）

WS11―3 C 型肝疾患での抗ウイルス治療後の発癌の臨床，病理学的検討
久留米大学病院消化器内科 川口 俊弘（かわぐち としひろ）

WS11―4 HCV 関連肝癌根治治療後の抗ウイルス療法による肝癌再発抑制および予後改善効果
広島大学病院消化器・代謝内科 長沖 祐子（ながおき ゆうこ）

WS11―5 DAA 治療後発癌の予測因子に関する多施設共同研究
東北大学病院消化器内科 岩田 朋晃（いわた ともあき）

WS11―6 IFN�Free 直接作用型抗ウイルス薬による SVR 例の新規発癌の検討―多施設共同研究―
香川大学医学部消化器神経内科/

JA 香川県厚生連屋島総合病院 谷 丈二（たに じょうじ）

WS11―7 C 型慢性肝炎の DAA 治療による SVR 後肝発癌に関する検討
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）

WS11―8 C 型慢性肝疾患に対して DAA 治療を施行し SVR が得られた症例における発癌に寄与する因
子の検討

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）

WS11―9 DAA 治療 SVR 後の肝発癌と再発予測因子の検討
武蔵野赤十字病院消化器科 小宮山泰之（こみやま やすゆき）

WS11―10 DAA 治療 SVR 後の肝発癌リスクと乏血性結節の多血化の検討
山梨大学第一内科 佐藤 光明（さとう みつあき）

WS11―11 C 型肝炎ウイルス制御時代における肝予備能からみた肝細胞癌治療の変化
大垣市民病院消化器内科 豊田 秀徳（とよだ ひでのり）

WS11―12 慢性 C 型肝炎の DAA 投与例における SVR 後の AFP，ALT 異常及び肝発癌に関する検討
近畿大学医学部消化器内科 河野 匡志（こうの まさし）

WS11―13 B 型肝細胞癌根治症例における，核酸アナログ製剤投与による再発・再再発抑制効果とその予
測因子

虎の門病院肝臓センター 緒方 文大（おがた ふみひろ）



WS11―14 癌関連遺伝子変異とウイルスのヒトゲノムへの挿入から検討する肝炎ウイルス制御下肝細胞
癌の病態

東京医科歯科大学消化器内科 北畑富貴子（きたはた ふきこ）

WS11―15 肝細胞癌に対するソラフェニブ治療における肝炎ウイルス制御の意義
金沢大学附属病院消化器内科 玉井 利克（たまい としかつ）



ワークショップ 12

肝疾患診療に導入された新規技術の臨床的評価

第 2 日目 6 月 15 日（金）14：30～17：10
第 13 会場（リーガロイヤル NCB 2F 淀）

司会 丸山 紀史 千葉大学大学院医学研究院消化器内科学

相方 浩 広島大学病院消化器・代謝内科

WS12―1
（基調講演）

肝疾患診療に導入された新規技術によるパラダイムシフト：今後の展望
東京医科大学茨城医療センター消化器内科 松﨑 靖司（まつざき やすし）

WS12―2 肝線維化マーカー M2BPGi の他マーカーとの比較および慢性肝疾患患者の低栄養リスク
評価への応用

京都大学消化器内科 恵荘 裕嗣（えそう ゆうじ）

WS12―3 各種慢性肝疾患における肝硬度に関する 3 種類の超音波エラストグラフィ比較検討
虎の門病院肝臓センター 斎藤 聡（さいとう さとし）

WS12―4 MR エラストグラフィーによる肝線維化評価とその臨床的有用性
武蔵野赤十字病院消化器科 樋口 麻友（ひぐち まゆ）

WS12―5 C 型肝炎患者の SVR 例における MRI を用いた肝の脂肪含有率および鉄含有量の変化
大垣市民病院消化器内科 多田 俊史（ただ としふみ）

WS12―6 慢性肝疾患における耐糖能異常の過小評価と CGMS の有用性
広島大学病院消化器・代謝内科 中原 隆志（なかはら たかし）

WS12―7 肝癌診療における新しい予備能評価 ALBI grade の可能性：modified ALBI grade の検討
愛媛県立中央病院消化器病センター内科 平岡 淳（ひらおか あつし）

WS12―8 NAFLD における ballooning のバイオマーカーに関する検討
横浜市立大学医学部肝胆膵消化器病学 小川 祐二（おがわ ゆうじ）

WS12―9 血中 microRNA�200b の非アルコール性脂肪肝疾患における肝線維化指標としての有用性に
関する検討

千葉大学大学院医学研究院消化器内科学 中村 昌人（なかむら まさと）

WS12―10 肝疾患診療における光トポグラフィーの展開と応用
福島県立医科大学消化器内科学講座 藤田 将史（ふじた まさし）

WS12―11 平行穿刺アタッチメントや 2＋1 法を用いたバイポーラ RFA による治療成績：モノポーラ
RFA との比較

大阪国際がんセンター 榊原 充（さかきばら みつる）

WS12―12 当院における Emprint ablation system の使用経験および適切な焼灼範囲の設定を目指した
US�US fusion imaging の有用性の検討

慶應義塾大学医学部内科学（消化器） 谷木 信仁（たにき のぶひと）



WS12―13 DEB�TACE が門脈系血行動態に及ぼす影響～cTACE との比較～
山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 西村 達朗（にしむら たつろう）

WS12―14 肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除の治療成績
関西労災病院外科 武田 裕（たけだ ゆたか）


