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一般演題（口演）

第 1 日目 12 月 9 日（金）
第 5 会場（岡山コンベンションセンター 3F 301 会議室）

肝細胞癌① 9：00～9：40
座長 山下 竜也（金沢大学消化器内科）

O―1 血管新生関連サイトカインによる進行肝細胞癌の治療効果予測
……………………岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科学 宮原 孝治，ほか

O―2 当科における非 B 非 C 型肝細胞癌に対するソラフェニブ療法の検討
……………………………………………………金沢大学附属病院消化器内科 北原 征明，ほか

O―3 当院の高齢者に対する sorafenib の投与成績の検討
…………………………………………………………倉敷中央病院消化器内科 後藤 知之，ほか

O―4 当科における肝細胞癌骨転移病巣に対する治療成績
………………………………………………………広島市立広島市民病院内科 植松 周二，ほか

O―5 Stage IV�B 肝細胞癌症例に対する放射線照射治療併用ソラフェニブ投与の検討
……………………………………………………………公立八女総合病院内科 徳安 秀紀，ほか

肝細胞癌② 9：40～10：20
座長 熊田 卓（大垣市民病院消化器科）

O―6 進行肝細胞癌に対する標準ソラフェニブ療法（800mg�日）の現状
………………………………………………………………金沢大学消化器内科 砂子阪 肇，ほか

O―7 進行肝細胞癌に対するソラフェニブ治療の継続率と予後に関する検討
……………………………………………大阪市立総合医療センター肝臓内科 木岡 清英，ほか

O―8 進行肝細胞がんに対するソラフェニブ療法中止後の治療に関する検討
……………………………………………………金沢大学附属病院消化器内科 寺島 健志，ほか

O―9 進行肝細胞癌に対する治療選択―動注化学療法とソラフェニブの比較検討―
……………………………………………………奈良県立奈良病院消化器内科 澤田 保彦，ほか

O―10 Stage IV 進行肝細胞癌における治療法の選択―Sorafenib 治療かリザーバー化学療法か―
…………………………………………………………………飯塚病院肝臓内科 田尻 博敬，ほか

肝細胞癌③ 10：20～11：00
座長 田中 正俊（久留米大学医療センター消化器内科）

O―11 高度進行肝細胞癌に対する治療法選択
…………………………………熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学 田中 基彦，ほか

O―12 進行肝癌術後の補助療法としての IFP 療法の有用性とソラフェニブの適応提案
……………………………………………………………………徳島大学外科学 居村 暁，ほか

O―13 前治療歴のある高度進行肝細胞癌に対する肝持続動注化学療法の成績
……………………………………………愛媛大学大学院先端病態制御内科学 広岡 昌史，ほか
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O―14 背景肝および肝内が制御された肝細胞癌の遠隔転移症例の特徴と対策
……………………………………………………大分大学医学部総合内科第一 織部 淳哉，ほか

O―15 根治療法困難な肝細胞癌症例に対する IVR を用いた治療成績の検討
……………………………………………………………公立八女総合病院内科 永松 洋明，ほか

肝細胞癌④ 11：00～11：40
座長 具 英成（神戸大学大学院医学研究科外科学講座肝胆膵外科学）

O―16 進行肝細胞癌に対する肝動注リザーバー治療の検討
……………………………………………………京都第一赤十字病院消化器科 世古口 悟，ほか

O―17 進行肝細胞癌の低用量 FP 肝動注化学療法の治療成績―効果・予後予測因子としての AFP 低下
率の有用性― …………………………………鳥取大学医学部機能病態内科学 杉原 誉明，ほか

O―18 原発性肝癌に対するアイエーコールとリピオドール併用療法における肝予備能に与える影響
………………………………………………大阪府済生会中津病院消化器内科 伊藤 大，ほか

O―19 切除不能進行肝細胞癌，Child Pugh B 症例に対する肝動注化学療法の検討
………………………………………………………広島大学消化器・代謝内科 宮木 大輔，ほか

O―20 肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓術と定位放射線療法の併用療法の短期成績に関する検討
…………………………………………………広島大学病院消化器・代謝内科 本田 洋士，ほか

肝細胞癌⑤ 11：40～12：20
座長 飯島 尋子（兵庫医科大学内科肝胆膵科）

O―21 Gd�EOB�DTPA 造影 MRI 肝細胞相低信号非多血性結節の自然経過に関する検討
……………………………………………………金沢大学附属病院消化器内科 荒井 邦明，ほか

O―22 乏血性腫瘍の診断・治療介入における EOB�MRI と CEUS の役割
…………………………………………………………大分大学総合内科学第一 遠藤 美月，ほか

O―23 2cm 以下細小肝癌診断における造影 CT，造影 US，EOB 造影 MRI，Angio CT の診断能の検討―
病理組織所見を踏まえて― ………………………神戸大学医学部肝胆膵外科 土田 忍，ほか

O―24 原発性肝癌における術中造影超音波検査の有用性の検討
…………………………………………………………………市立池田病院外科 森本 修邦，ほか

O―25 病理学的に診断された肝癌における分化度と画像所見との関連について
………………………………………………………済生会千里病院消化器内科 鈴木 都男，ほか

第 1 日目 12 月 9 日（金）
第 6 会場（岡山コンベンションセンター 3F 302 会議室）

B型肝炎① 9：00～9：32
座長 伊藤 義人（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

O―26 B 型慢性肝疾患患者に対する核酸アナログ製剤の投与―35 歳未満と 65 歳以上の検討
……………………………………………岡山済生会総合病院肝臓病センター 藤岡 真一，ほか

O―27 B 型慢性肝炎または肝硬変で 35 歳以上の未治療症例の検討 ………………喜田医院 喜田 恵治
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O―28 エンテカビルを投与された B 型肝炎患者における肝予備能の改善と HCC 発癌に関与する因子
についての検討 ………………………………………………三豊総合病院内科 安齋 泰子，ほか

O―29 核酸アナログ製剤の治療歴のない B 型慢性肝疾患に対するエンテカビル長期治療成績
…………………………………………………………虎の門病院肝臓センター 大野 敦司，ほか

B型肝炎② 9：32～10：12
座長 森脇 久隆（岐阜大学消化器内科）

O―30 当院における化学療法及び免疫抑制剤使用での HBV reactivation の検討
………………………………………………大阪府済生会中津病院消化器内科 大橋 理奈，ほか

O―31 同種造血幹細胞移植後に発症した HBV 再活性化症例の検討
……………………………………国立病院機構米子医療センター消化器内科 山本 哲夫，ほか

O―32 HBs 抗原陰性，血液疾患患者における HBV キャリアの検討
…………………………………………………広島赤十字・原爆病院肝臓内科 光井富貴子，ほか

O―33 小児 B 型肝炎の家族内感染と予防の実態に関する検討
……………………………………大阪府立急性期・総合医療センター小児科 田尻 仁，ほか

O―34 非専門診療科における「HBs 抗原陽性」患者のマネジメントの現状―地域における B 型肝炎の診
療・治療支援システム構築へ向けて
…………………………………………佐賀大学医学部総合診療部�医療情報部 江口有一郎，ほか

肝細胞癌⑥ 10：12～10：36
座長 関 壽人（関西医科大学滝井病院消化器肝臓内科）

O―35 肝癌診療ガイドライン（小肝癌治療）に対する提言：径 2 cm 以下肝細胞癌における血管侵襲・肝
内転移の危険因子 …………………………………広島赤十字・原爆病院外科 山下 洋市，ほか

O―36 RVS を用いた局所治療が有効であった肝癌症例の検討
………………………………………………香川大学医学部消化器・神経内科 米山 弘人，ほか

O―37 RFA の合併症（多施設アンケート調査結果）
…………………………………………………鳥取大学医学部機能病態内科学 孝田 雅彦，ほか

肝細胞癌⑦ 10：36～11：08
座長 島田 光生（徳島大学消化器外科）

O―38 当科における非 B 非 C 肝細胞癌の実態 …………奈良県立医科大学第 3 内科 藤本 正男，ほか
O―39 血小板数から見た NBNC 肝細胞癌 ………………兵庫医科大学内科肝胆膵科 青木 智子，ほか
O―40 後期高齢者における非 B 非 C 型肝細胞癌の臨床的特徴の検討

………………………………………………………福井大学医学部消化器内科 根本 朋幸，ほか
O―41 非 B 非 C 型肝細胞癌切除例の検討

…………………………………………県立広島病院消化器・乳腺・移植外科 小橋 俊彦，ほか
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肝細胞癌⑧ 11：08～11：40
座長 白木 克哉（三重大学医学部消化器肝臓内科）

O―42 C 型肝細胞癌との対比からみた非 B 非 C 型肝細胞癌の特徴と実地臨床における問題点
…………………………………………………………大阪医科大学消化器内科 福田 彰，ほか

O―43 非 B 非 C 型肝癌における自己免疫性肝疾患関連肝癌の特徴
……………………………………………………大分大学医学部総合内科第一 本田 浩一，ほか

O―44 非 B 非 C 肝細胞癌の臨床的特徴～アルコール群と非アルコール群の比較～
………………………………………京都大学大学院医学研究科消化器内科学 金 秀基，ほか

O―45 非 B 非 C 型肝細胞癌における血清 CK�18 fragment およびフェリチン測定の有用性の検討
………………………………………国立病院機構長崎医療センター肝臓内科 戸次 鎮宗，ほか

肝細胞癌⑨ 11：40～12：20
座長 上野 隆登（朝倉医師会病院）

O―46 当科における NBNC 肝癌の臨床的特徴
…………………………………………………山口大学医学部地域医療推進学 瀬川 誠，ほか

O―47 当院における NBNC 肝癌の実態 …………………香川県立中央病院肝臓内科 永野 拓也，ほか
O―48 当科初回治療例における NBNC 型肝細胞癌の臨床的特徴

…………………………………熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学 吉丸 洋子，ほか
O―49 当科における非 B 非 C 肝細胞癌の発癌要因と臨床的特徴についての検討

……………………………………………岐阜大学医学部附属病院消化器内科 今井 健二，ほか
O―50 非 B 非 C 型肝細胞癌の発見契機についての検討―肝発癌高リスク群の設定―

……………………………………………………………大津市民病院消化器科 藤井 恒太，ほか

第 1 日目 12 月 9 日（金）
第 5 会場（岡山コンベンションセンター 3F 301 会議室）

肝細胞癌⑩ 15：00～15：40
座長 中本 安成（福井大学消化器内科）

O―51 C 型慢性肝炎のインターフェロン治療後の発癌の検討
……………………………………………………名古屋大学医学部消化器内科 増田 寛子，ほか

O―52 インターフェロン著効後の C 型肝炎に発生した肝細胞癌症例の検討
……………………………………………………新日鐵八幡記念病院消化器科 山下 尚毅，ほか

O―53 HBV 関連肝細胞癌治療後の核酸アナログ製剤投与の効果についての検討
…………………………………………………………虎の門病院肝臓センター 原 祐，ほか

O―54 当科における肝細胞癌再発抑制治療の現状
…………………………………国立病院機構三重中央医療センター消化器科 長谷川浩司，ほか

O―55 生体肝移植後肝癌再発予防を目的とした IFN 併用補助化学療法の検討
……………………………………………………金沢大学付属病院消化器内科 柿木嘉平太，ほか
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基礎研究① 15：40～16：20
座長 汐田 剛史（鳥取大学大学院医学系研究科機能再生医科学専攻遺伝子医療学）

O―56 肝癌細胞皮下移植モデルにおけるインターフェロン�α と BCAA 併用による腫瘍増殖抑制効果
………………………味の素製薬株式会社創薬研究センター創薬薬理研究室 西谷しのぶ，ほか

O―57 アルドステロンを標的とする肝癌治療：血管新生の観点から
………………………………………………………奈良県立医科大学第 3 内科 野口 隆一，ほか

O―58 P300 は肝細胞癌の上皮間葉移行を促進し腫瘍増殖に寄与する
…………………………………………………………京都府立医科大学医学部 山口 寛二，ほか

O―59 肝細胞癌における PIVKA�II 産生と Epithelial�Mesenchymal Transition
…………………………………………………………岡山大学病院消化器内科 白羽 英則，ほか

O―60 胆道癌に見られる IgG4 反応の発生機序と意義
……………………………………金沢大学大学院医学系研究科形態機能病理 原田 憲一，ほか

基礎研究② 16：20～16：52
座長 寺井 崇二（山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学（第一内科））

O―61 新しい肝臓を作る―細胞シート工学を用いた肝前駆細胞の分化・誘導―
………………………………………………長崎大学大学院移植・消化器外科 村岡いづみ，ほか

O―62 ヒト iPS 細胞の肝細胞への分化誘導と iPS 細胞由来肝細胞のマウス胎仔肝臓への移植方法の検
討 ……………………………大阪市立大学大学院医学研究科機能細胞形態学 杉山 良典，ほか

O―63 肝疾患における血清 Heat shock protein（HSP）47 値の検討
…………………………………………………………長崎大学病院消化器内科 柴田 英貴，ほか

O―64 慢性肝疾患における酸化ストレスと抗酸化力のバランスについての検討
……………………………………………岡山大学大学院消化器・肝臓内科学 西村 守，ほか

C型肝炎① 16：52～17：32
座長 岩﨑 良章（岡山大学病院消化器内科）

O―65 Genotype 2 型 C 型慢性肝炎における抗ウイルス治療効果と影響を及ぼす因子に関する検討
………………………………………………………………NTT 西日本九州病院 森下 祐子，ほか

O―66 C 型慢性肝炎（genotype 2）に対するペグインターフェロン α2b・リバビリン併用療法の効果と
インターフェロン感受性決定領域，IL28B について
……………………………………………………名古屋大学医学部消化器内科 林 和彦，ほか

O―67 ジェノタイプ 2 難治例に対する再治療はいかに臨むべきか
………………………………………………………京都医療センター消化器科 米田 俊貴，ほか

O―68 セロタイプ 2 型 C 型慢性肝炎に対するペグインターフェロン療法の検討
…………………………………………………………………金沢医療センター 竹越 快，ほか

O―69 C 型慢性肝炎 Genotype 2 型に対する response�guided な PEG�IFNα2a＋Ribavirin 併用治療の
有用性 ……………………………………………………市立三次中央病院内科 阿座上隆広，ほか
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第 1 日目 12 月 9 日（金）
第 6 会場（岡山コンベンションセンター 3F 302 会議室）

NASH① 15：00～15：32
座長 米田 政志（愛知医科大学消化器内科）

O―70 NAFLD の肝線維化ステージと血小板数，肝生検 1048 症例での多施設検討
………………………………………………横浜市立大学附属病院消化器内科 米田 正人，ほか

O―71 非アルコール性脂肪肝炎経過観察例の肝細胞癌，血管イベント発生について
……………………………………………………………福井県済生会病院内科 野ツ俣和夫，ほか

O―72 NASH 肝硬変への進展及び肝細胞癌発症に関与する因子についての検討
…………………………………………………………大阪労災病院消化器内科 佐藤 雅子，ほか

O―73 NASH 患者における血清バイオマーカーの検討
………………………………………島根大学医学部附属病院消化器肝臓内科 加藤 隆夫，ほか

NASH② 15：32～16：12
座長 石川 哲也（名古屋大学保健学科基礎検査学）

O―74 NASH 症例に対する Losartan，Pioglitazone 使用による治療効果―病理学的パラメータと各種検
査所見の推移― …………………………北海道社会保険病院消化器センター 馬場 英，ほか

O―75 NASH における運動療法の効果―核医学的検査と肝生検の対比
……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 是枝 ちづ，ほか

O―76 非アルコール性脂肪性肝疾患における鉄蓄積パターンの解析
……………………………京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学 光吉 博則，ほか

O―77 脂肪肝はメタボリックシンドローム関連疾患発症を予知する可能性がある
…………………………………………………………………三豊総合病院内科 守屋 昭男，ほか

O―78 NAFLD 患者における肝弾性度測定の成功率を規定する因子
……………………………大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 藤井 英樹，ほか

AIH・PBC・その他 16：12～16：52
座長 中沼 安二（金沢大学形態機能病理学）

O―79 急性肝炎様の発症を呈した自己免疫性肝炎の臨床病理学的検討
………………………………………………………広島市立広島市民病院内科 岡本 良一，ほか

O―80 当院における AIH のステロイド漸減法についての検討
…………………………………………………広島大学病院消化器・代謝内科 苗代 典昭，ほか

O―81 原発性胆汁性肝硬変の新病期分類・活動度分類の有用性の検討
…………………………………金沢大学大学院医学系研究科形態機能病理学 角田 優子，ほか

O―82 特発性門脈圧亢進症の末梢門脈域へのエラスチン沈着機序に関する検討
…………………………………金沢大学大学院医学系研究科形態機能病理学 佐藤 保則，ほか

O―83 肝硬変における膵内分泌細胞の臨床病理学的検討
…………………………………久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 坂田 雅浩，ほか




