
― 295 ―

一 般 演 題

第2回肝臓と糖尿病・代謝研究会 ポスターセッション

5月23日（土） ポスター会場4 シーモールホール（4F ホール）

NAFLD�NASH 成因・病態（臨床）1 13 : 10～13 : 45 座長 金沢大学医薬保健研究域医学系包括的代謝学分野 篁 俊成

LD－P－1 健診症例におけるメタボリックシンドロームと肝機能異常の関係
第二岡本総合病院糖尿病内科 紀田 康雄，他

LD－P－2 メタボリックシンドローム関連疾患と脂肪肝との経時的検討
三豊総合病院内科 守屋 昭男，他

LD－P－3 ドック男性受診者における内臓�肝臓脂肪蓄積による代謝障害進展の観察
順天堂大学医学部附属順天堂医院 藤林 和俊，他

LD－P－4 腹部超音波検査を利用した新規NASH患者拾い上げの試み；糖尿病内科との連携の重要性
地方独立行政法人大阪市民病院機構�大阪市立十三市民病院消化器内科 藤井 英樹，他

LD－P－5 飲酒は脂肪肝の『リスク』か？ 内臓肥満，性差からみた脂肪肝との関連性の検討
医療法人ロコメディカル江口病院�佐賀大学医学部内科学 辻 千賀，他

LD－P－6 2型糖尿病合併NASH�NAFLDの肝繊維化マーカーに関する検討
市立甲府病院糖尿病内分泌内科 苅部 豊彦，他

LD－P－7 非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）合併2型糖尿病患者における血中脂肪酸分画の検討
済生会横浜市東部病院糖尿病・内分泌センター 吉川芙久美，他

NAFLD�NASH 成因・病態（臨床）2 13 : 35～14 : 10 座長 東京大学医学部消化器内科 建石 良介

LD－P－8 当院の教育入院患者における肝線維化の頻度と関連する因子についての検討
松山市民病院内科�愛媛大学大学院医学系研究科公衆衛生・健康医学 仙波 英徳，他

LD－P－9 複数回の肝生検にて診断したNAFLD患者における耐糖能異常を含めた肝組織所見悪化に寄与する因子の
検討

京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学�Japan Study Group of NAFLD（JSG�NAFLD） 瀬古 裕也，他
LD－P－10 人間ドックでの糖尿病患者における肝機能異常率・脂肪肝陽性率の解析と，Fibroscanデータの検討

独立行政法人国立病院機構東京医療センター消化器科�東海大学医学部付属東京病院消化器内科 菊池 真大，他
LD－P－11 肝癌スクリーニングを目的とした2型糖尿病合併脂肪肝における非侵襲的線維化診断

国立国際医療研究センター国府台病院消化器・肝臓内科�順天堂大学医学部消化器内科 熊谷恵里奈，他
LD－P－12 NAFLDにおける新規糖鎖マーカーWFA＋�M2BPによる肝線維化進展例の抽出

愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 阿部 雅則，他
LD－P－13 NAFLDにおけるインスリン抵抗性と肝組織所見の関連の解析

高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科�高知大学医学部消化器内科 近江 訓子，他
LD－P－14 NAFLDの肝病理所見は糖代謝異常と密接に関連している

東京大学医学部附属病院消化器内科 榎奥健一郎，他

NAFLD�NASH 成因・病態（基礎）1 13 : 10～13 : 35 座長
熊本大学大学院生命科学研究部
糖尿病分子病態解析学 西川 武志

LD－P－15 Glutathione S�transferase K1遺伝子変異が肥満及び非アルコール性脂肪性肝疾患に及ぼす影響
熊本大学大学院生命科学研究部薬物治療学分野 鬼木健太郎，他

LD－P－16 非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）のエピゲノム解析
京都大学大学院医学研究科ファーマコゲノミクス 堀田紀久子，他
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LD－P－17 非アルコール性脂肪性肝炎モデルにおける活性酸素種産生酵素NOX1の役割
京都府立医科大学大学院医学研究科病態分子薬理学 矢部 千尋，他

LD－P－18 NAFLD肝には細胞障害性7�ketocholesterolが蓄積している
東邦大学医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター 山口 崇，他

LD－P－19 日本人肥満者由来NASH肝の多層的オミックス解析パネルの構築
独立行政法人国立国際医療研究センター糖尿病研究センター代謝疾患研究部 安田 和基，他

NAFLD�NASH 成因・病態（基礎）2 13 : 40～14 : 10 座長 新潟大学医学部消化器内科 寺井 崇二

LD－P－20 NAFLD患者の胆汁酸トランスポーターの肝内遺伝子発現は，組織学的進行度を表すNASスコアと負の相
関を示している

東京大学医学部附属病院消化器内科 奥新 和也，他
LD－P－21 インスリン抵抗性と脂肪性肝炎の病態進展における小胞体ストレス応答の役割―ヒト肝生検検体を用いた

検討
東京大学システム疾患生命科学による先端医療技術開発（TSBMI）�

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 笹子 敬洋，他
LD－P－22 糖転移酵素GnT�Vは肝臓での脂肪酸合成・VLDL産生促進を介して血中中性脂肪値を上昇させる

大阪大学機能診断科学�大阪大学消化器内科学 鎌田 佳宏，他
LD－P－23 コリン欠乏高脂肪食によるNASHマウスモデルにおける高血糖を伴わない脂質，分岐鎖アミノ酸代謝の検

討
名古屋大学医学部附属病院消化器内科 本多 隆，他

LD－P－24 テストステロン低下と慢性炎症により惹起されるサルコペニアを伴った非アルコール性脂肪肝炎の病態解
明

京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学 千丸 貴史，他
LD－P－25 肝脂肪化によるオートファジー酸性化障害と機能異常

順天堂大学医学部附属順天堂医院 中寺 英介，他

5月23日（土） ポスター会場5 シーモパレス（2F ロビー）

NAFLD�NASH 治療1 13 : 35～14 : 10 座長
東邦大学医学部内科学講座
糖尿病・代謝・内分泌学分野 弘世 貴久

LD－P－26 非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）合併2型糖尿病患者に対するDPP�IV阻害薬による肝線維化抑制
の試み

奈良県立医科大学付属病院糖尿病学講座�奈良県立医科大学第3内科 増谷 剛，他
LD－P－27 リナグリプチンによる肝脂肪沈着の改善効果

富山赤十字病院内科 高田 裕之，他
LD－P－28 NAFLDにおけるDPP�4阻害の臨床的意義

コミュニティホスピタル甲賀病院内科 甲賀 啓介，他
LD－P－29 NASH�HCCモデルマウスにおけるGLP�1受容体作動薬の投与時期の検討

佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科 小島 基靖，他
LD－P－30 NAFLD合併肥満2型糖尿病患者に対するイプラグリフロジンの効果の検討

小川赤十字病院内科�埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科 伊藤 大輔，他
LD－P－31 2型糖尿病を合併した非アルコール性脂肪性肝疾患に対する選択的SGLT2阻害剤による治療の検討

島根大学医学部附属病院肝臓内科 飛田 博史，他
LD－P－32 SGLT2阻害薬ルセオグリフロジンによる非アルコール性脂肪性肝炎の改善作用

東京大学医学部 藤城 緑，他
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NAFLD�NASH 治療2 13 : 10～13 : 40 座長 京都府立医科大学消化器内科 伊藤 義人

LD－P－33 キサンチンオキシターゼ阻害剤FebuxostatによるNASH改善作用の検討
広島大学医学部 松永 泰花，他

LD－P－34 Lycopene reduces hepatic insulin resistance and inhibits the progression of lipotoxic model of NASH
金沢大学脳・肝インターフェースメディシン研究センター 諸葛 芬，他

LD－P－35 リポトキシシテイと自然免疫への作用を介したカロテノイドによる非アルコール性脂肪肝炎の進展抑止
金沢大学脳・肝インターフェースメディシン研究センター 太田 嗣人，他

LD－P－36 急性及び慢性肝炎モデルマウスにおけるCD68＋�CD206＋クッパー細胞由来活性酸素種の役割とCD206標
的抗酸化アルブミンの治療効果

熊本大・薬 前田 仁志，他
LD－P－37 ピルフェニドンはNASHモデルマウスの肝線維化を抑制する

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学 小宮 力，他
LD－P－38 治療抵抗性糖尿病における肝臓病学的アプローチ―鉄動態の是正と糖代謝改善の関連性―

（医社）結仁会浜田内科消化器科クリニック消化器内科 浜田 結城，他

肝癌1（臨床） 13 : 10～13 : 40 座長
奈良県立医科大学第三内科

（消化器・内分泌代謝内科） 吉治 仁志

LD－P－39 糖尿病と非B非C肝癌についての検討
長崎大学病院 田浦 直太，他

LD－P－40 慢性肝疾患と糖尿病・糖代謝異常の関係と糖尿病合併肝細胞がんの臨床的特徴
名古屋市立大学医学部中央臨床検査部 井上 貴子，他

LD－P－41 アルコール性肝障害を母地に肝癌を発症した，2型糖尿病症例での検討
栗原市立栗原中央病院内科 木田 真美，他

LD－P－42 DPP�4阻害剤がNASHモデルマウスの肝癌におよぼす影響
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 川口 巧，他

LD－P－43 脂質異常症治療薬によるNASH�肝癌モデルマウスの肝癌発症抑制に関する検討
国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院内分泌代謝内科�
横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学 折目 和基，他

LD－P－44 一般病院における肝予備能維持改善を目的とした分枝鎖アミノ酸製剤の治療成績の検討
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院消化器内科 長谷川 泉，他

肝癌2（基礎） 13 : 40～14 : 10 座長 順天堂大学医学部消化器内科 池嶋 健一

LD－P－45 慢性高血糖状態が肝臓癌発症に及ぼす影響についての検討
名古屋大学大学院医学系研究科糖尿病・内分泌内科学 丹羽 靖浩，他

LD－P－46 肝癌におけるインスリン受容体基質（IRS）の役割の解明
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 桜井 賛孝，他

LD－P－47 メトホルミンはヒト肝癌細胞においてAMPK�DEPTOR�mTORシグナルを介して抗癌作用を発揮する
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 小原 章央，他

LD－P－48 NASH進展・発癌におけるERストレス�応答シグナルの役割
東京大学消化器内科 中川 勇人，他

LD－P－49 非環式レチノイドとアンギオテンシンII受容体拮抗薬はそれぞれ独立した機序でインスリン抵抗性条件下
ラット肝発癌を抑制する

奈良県立医科大学第三内科 西村 典久，他
LD－P－50 肝細胞癌進展のバイオマーカーならびに治療標的としてのCD26（DPP4）の意義

川崎医科大学肝胆膵内科 仁科 惣治，他
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肝の生物学・インスリン作用 13 : 40～14 : 10 座長
神戸大学大学院医学研究科
糖尿病・内分泌内科学部門 小川 渉

LD－P－51 肝臓CT値と，腹部脂肪，心臓周囲脂肪，血清リポ蛋白との関連性に関する検討
国立病院機構呉医療センター内科 松田 守弘，他

LD－P－52 メタボリックシンドロームにおけるphosphatidylethanolamine N�methyltransferase（PEMT）が関与す
る脂肪肝炎と肝再生機構

岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科 中司 敦子，他
LD－P－53 肥満マウスの肝における既知の老化マーカーの検討―既知の老化マーカーは機能しない？―

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学 高木 優樹，他
LD－P－54 肝糖代謝におけるEpacの役割

名城大学薬学部病態生化学 舘林 光亮，他
LD－P－55 インクレチンPACAPによる肝臓インスリン感受性と糖新生の調節

自治医科大学生理学講座統合生理学 中田 正範，他
LD－P－56 高ショ糖・高脂肪食負荷マウスを用いた希少糖D�プシコースの抗肥満作用の検討

名城大学薬学部病態生化学 村上 文菜，他

肝と臓器連関 13 : 10～13 : 45 座長 東京医科歯科大学分子内分泌代謝学分野 小川 佳宏

LD－P－57 慢性肝疾患患者における脂肪組織と肝組織の病理学的検討
秋田大学大学院医学系研究科分子病態学・腫瘍病態学講座 西島 亜紀，他

LD－P－58 脂肪組織・血管由来分泌因子Favineは脂肪蓄積促進作用を有する
大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 小林 祥子，他

LD－P－59 進展したNASHでは膵β細胞機能は低下し骨格筋は萎縮する
佐賀大学医学部内科学�医療法人ロコメディカル江口病院消化器内科�JSG�NAFLD 北島陽一郎，他

LD－P－60 肥満により脂肪組織に誘導される膜蛋白Gpnmbの脂肪肝炎抑制効果
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 片山 晶博，他

LD－P－61 ヘパトカインセレノプロテインPは骨格筋受容体X1を介して“運動療法抵抗性”を惹起する
金沢大学医薬保健研究域医学系恒常性制御学 高山 浩昭，他

LD－P－62 肥満に伴う非アルコール性脂肪肝疾患（NAFLD）の発症と脾臓との関連
大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 後藤 孔郎，他

LD－P－63 睡眠時無呼吸症候群による間歇的低酸素被曝はSelenoprotein Pの発現上昇を引き起こす
奈良県立医科大学内科学第二講座 太田 浩世，他

肝と糖代謝1（慢性肝炎，肝硬変） 13 : 10～13 : 45 座長 愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 日浅 陽一

LD－P－64 肝疾患患者における血糖変動と睡眠障害及び肝性脳症との関連についての検討
長崎大学病院消化器内科 原口 雅史，他

LD－P－65 門脈―大循環シャント閉塞は肝硬変患者の糖代謝異常を改善する
山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学 石川 剛，他

LD－P－66 門脈―大循環シャント閉塞が肝硬変患者の高アンモニア血症に及ぼす影響
山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学 松田 崇史，他

LD－P－67 慢性肝疾患における遊離脂肪酸の意義
武蔵野赤十字病院消化器科 細川 貴範，他

LD－P－68 非アルコール性脂肪性肝障害，C型慢性肝炎におけるインスリン分泌，肝インスリンクリアランスの検討
長崎大学病院消化器内科 宮明 寿光，他

LD－P－69 肝硬変患者におけるHbA1c，GA（グリコアルブミン）の有用性の検討
佐賀大学医学部肝臓糖尿病内分泌内科 磯田 広史，他
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LD－P－70 当院におけるHCV抗体陽性2型糖尿病患者の血糖コントロール状況
済生会松山病院甲状腺糖尿病センター 梅岡 二美，他

肝と糖代謝2（糖尿病） 13 : 40～14 : 10 座長
横浜市立大学大学院医学研究科
分子内分泌・糖尿病内科学教室 寺内 康夫

LD－P－71 層別化した血糖値からみた脂肪肝の耐糖能異常発症に及ぼす影響
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 三宅 映己，他

LD－P－72 糖尿病発症に関わる脂肪肝の指標―アルコール摂取量別の比較
東京慈恵会医科大学�慈恵医大晴海トリトンクリニック 加藤 秀一，他

LD－P－73 持続血糖モニタリングによる脂肪性肝疾患の糖代謝
東京女子医科大学消化器内科 谷合麻紀子，他

LD－P－74 短期強化インスリン療法による糖毒性解除における肝機能検査の評価
赤穂中央病院内科�川崎医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学 田邉 昭仁，他

LD－P－75 血糖コントロール不良の1型糖尿病に併発したGlycogenic Hepatopathyの1例
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 永島 優樹，他

LD－P－76 未知の原因にてALT異常低値を認めた2型糖尿病の1例
東海大学医学部付属病院腎内分泌代謝内科 宮武 範，他

肝と糖代謝3（基礎） 13 : 10～13 : 40 座長 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科 窪田 直人

LD－P－77 Heat Shock Protein 72欠損マウスの耐糖能異常における肝臓に役割
熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学分野 近藤 龍也，他

LD－P－78 テトラヒドロビオプテリンによる糖・脂質およびエネルギー代謝制御機構の解明
京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学 小栗 靖生，他

LD－P－79 2型糖尿病モデルOLETFラットにおける糖尿病発症前の糖代謝の検討
東邦大学医療センター大森病院総合診療科 河越 尚幸，他

LD－P－80 糖新生制御におけるVASPの役割の解明
神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・総合内科学 楯谷三四郎，他

LD－P－81 希少糖プシコース，タガトース及びフルクトースの肝グルコキナーゼ核外移行促進による違いとそれが及
ぼす血糖上昇抑制効果

名城大学薬学部病態生化学 樋田恵梨香，他
LD－P－82 食後の代謝動態に対する異なるエネルギーおよび栄養素組成比率の効果

静岡県立大学食品栄養科学部臨床栄養管理学研究室 新井 英一，他


