
第 39 回 日本肝臓学会西部会

一般演題（ポスター）

第 1日目 12 月 9 日（金）
ポスター会場（岡山市デジタルミュージアム 4F）

AIH ① 13：30～14：12
座長 高木章乃夫（岡山大学病院消化器内科）
P―1 当院における急性発症型自己免疫性肝炎の実態

……………………………………………………鳥取大学医学部機能病態内科 法正 恵子，ほか
P―2 急性肝障害として発症した自己免疫性肝炎と考えられる 1例

……………………………………………………鈴鹿中央総合病院消化器内科 岡野 宏，ほか
P―3 急性に発症し著明な血小板減少を呈した抗ミトコンドリア抗体陽性自己免疫性肝炎の 1例

………………………………………………………………綱島会厚生病院内科 徳光 誠司，ほか
P―4 急性肝炎様の発症を呈した抗ミトコンドリア抗体陽性の自己免疫性肝炎の一例

………………………………………………………広島市立広島市民病院内科 松本 恵子，ほか
P―5 急性A型肝炎で惹起された自己免疫性肝炎の一例

……………………………………………………………刈谷豊田総合病院内科 仲島さより，ほか
P―6 B 型肝炎ウイルス既往感染者に発症した自己免疫性肝炎の一例

…………………………………………………………………大東中央病院内科 関 守一，ほか

AIH ② 14：12～14：47
座長 下田 慎治（九州大学病院病態修復内科学）
P―7 合胞体巨細胞の継時的変化を観察し得た自己免疫性肝炎の一例

…………………………………………………………帯広厚生病院健康管理科 新 智文，ほか
P―8 ステロイド治療中止後に長期間の寛解を維持していたが再燃した自己免疫肝炎の 2例

……………………………………………愛媛大学大学院先端病態制御内科学 越智 裕紀，ほか
P―9 ステロイド漸減中にニューモシスチス肺炎発症を診断し治療し得た自己免疫性肝炎の一例

…………………………………………………………県立広島病院消化器内科 辰川裕美子，ほか
P―10 アザチオプリンにて重篤な汎血球減少を来したステロイド抵抗性自己免疫性肝炎の一例

……………………………………………兵庫医科大学病院内科肝・胆・膵科 石井 紀子，ほか
P―11 ステロイドホルモン剤にて長期間，肝酵素が正常化に保たれていたにも関わらず，HCCを生じた

高齢男性AIHの一例…………………………………大阪医科大学消化器内科 中村 憲，ほか

NASH 13：30～14：12
座長 岩崎 信二（高知大学医学部消化器内科学）
P―12 特定健診からのNAFLDの拾い上げに有用な指標―当院の検討―

………………………………………………………京都第二赤十字病院検診部 西大路賢一，ほか
P―13 糖尿病患者に併存する肝疾患の臨床的特徴

………………………………………………天理よろづ相談所病院内分泌内科 増谷 剛，ほか
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P―14 当院における非アルコール性脂肪性肝炎の臨床的検討
………………………………………………………香川県立中央病院肝臓内科 馬場 伸介，ほか

P―15 肝組織学的に診断したNASH肝硬変の臨床像
…………………………………………川崎医科大学附属川崎病院総合内科 2 岡 好仁，ほか

P―16 通院中NAFLD患者における生活習慣上の課題
……………………………………………大阪市立大学生活科学部栄養医科学 羽生 大記，ほか

P―17 脂肪肝を含めた肥満に対する「健康増進施設」における運動療法の効果について
……………………………………………………………重井医学研究所附属病院内科 真鍋 康二

NASHほか 14：12～14：54
座長 川中 美和（川崎医科大学附属川崎病院肝臓・消化器病センター内科）
P―18 従来の指標では肝線維化の進展を予測しえなかったNASHの 1例

……………………………………………国立国際医療研究センター消化器科 梅本久美子，ほか
P―19 非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）と慢性腎臓病（CKD）の合併について

……………………………………………………重井医学研究所附属病院内科 真鍋 康二，ほか
P―20 経過観察中短期間で肝線維化が進行したNASHの 1例

……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 谷野 朋子，ほか
P―21 ピオグリタゾン投与でトランスアミナーゼが長期正常化していたにもかかわらず肝硬変に至っ

た非アルコール性脂肪肝炎の一例 …………………三井記念病院消化器内科 大木 隆正，ほか
P―22 HBc�IgM抗体が持続陽性を示したため当初B型劇症肝炎と鑑別が困難であった，重症型アル

コール性肝炎を短期間のうちに 2回繰り返した 1例
………………………………大阪府立急性期・総合医療センター消化器内科 野崎 泰俊，ほか

P―23 組織診断にて診断しステロイド治療を行った急性アルコール性肝炎の一例
…………………………………………………………………鳥取市立病院内科 谷口 英明，ほか

その他 13：30～13：58
座長 宇都 浩文（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）
P―24 MRI が診断に有効であった高度脂肪肝に併存した肝ヘモクロマトーシスの 1例

…………………………………………国立国際医療研究センター消化器内科 野崎 雄一，ほか
P―25 抗ミトコンドリア抗体陽性を呈した特発性門脈圧亢進症の一剖検例

…………………………………………………………………飯塚病院肝臓内科 小柳 年正，ほか
P―26 プロブコールの投与により合併する高脂血症と黄疸が同時に改善した原発性胆汁性肝硬変の一

例 …………………………………………………東京都立墨東病院消化器内科 港 洋平，ほか
P―27 特発性門脈圧亢進症に合併した IgG4 関連硬化性胆管炎の一例

……………………………………国立病院機構熊本医療センター消化器内科 吉成 元宏，ほか

C型肝炎① 13：58～14：33
座長 平松 直樹（大阪大学消化器内科）
P―28 C 型慢性肝炎に対する PEG�IFN�Ribavirin 併用療法の副作用中止例の検討

…………………………………………………京都府立医科大学消化器内科学 西村 健，ほか
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P―29 ペグインターフェロン α�2a 投与中に間質性肺炎と糖尿病を合併したC型慢性肝炎の 1例
………………………………………………………川崎医科大学肝胆膵内科学 仁科 惣治，ほか

P―30 ペグインターフェロン・リバビリン療法後期に溶血性貧血を発症したC型慢性肝炎の 1例
……………………………………………東邦大学医療センター佐倉病院内科 青木 博，ほか

P―31 PEG�IFNα2b・リバビリン投与直後に著明な無顆粒球症を発症し，G�CSF併用と減量・隔週投
与にて完全著効となった 1型高ウィルスC型肝硬変の 1例
………………………………………兵庫県立加古川医療センター消化器内科 尹 聖哲，ほか

P―32 C 型慢性肝炎の Peg�IFN�RBV併用療法によりCoombs 試験が強陽性に検出された 1例
……………………………………………………………神戸朝日病院消化器科 井本 勉，ほか

C型肝炎② 13：30～13：58
座長 丸澤 宏之（京都大学医学部附属病院消化器内科）
P―33 C 型慢性肝炎に対するペグインターフェロン α2b とリバビリン併用療法中に片側性感音性難聴

を来した 1例 ……………………………………鳥取県立厚生病院消化器内科 永原 天和，ほか
P―34 副作用により PEG�IFNα2a の 2 回投与にて SVRが得られた 2型低ウイルス量症例

…………………………………………………出雲市立総合医療センター内科 三代 知子，ほか
P―35 PEG-IFN�Ribavirin 併用療法中に急性肝不全を来したC型肝硬変の 1症例

…………………………………………………兵庫医科大学内科肝・胆・膵科 高田 亮，ほか
P―36 1 型高ウイルスC型慢性肝疾患線維化進展例に対する IFNβ先行 Peg�IFN�Ribavirin 併用療法

の成績 ……………………東京女子医科大学八千代医療センター消化器内科 白戸 美穂，ほか

C型肝炎③ 13：58～14：33
座長 日浅 陽一（愛媛大学大学院先端病態制御内科学）
P―37 高ウイルス量C型慢性肝炎に対する IFN療法再燃時 IFN�β・RBV短期間追加投与の有用性

………………………………………………………………姫路赤十字病院内科 奥新 浩晃，ほか
P―38 Peg IFNα�Ribavirin 併用療法無効例に対する IFNβ�Ribavirin 併用療法の検討

…………………………………………………………………中国労災病院内科 中村 有希，ほか
P―39 Peg�Interferon＋Ribavirin 併用療法にて再燃した難治性C型慢性肝炎に対する Peg�Interferon

単独によるTwo step IFN rebound therapy
……………………………………………岐阜県総合医療センター消化器内科 岩砂 淳平，ほか

P―40 IFN�RBV及び Peg�IFN�RBV併用療法再燃に対して，IFN単独少量長期投与で SVRに至った 1
例 …………………………………………大阪市立総合医療センター肝臓内科 中井 隆志，ほか

P―41 PEG�IFN alfa�2a 投与 75 人の使用経験 ………………………………ドクター・ズー 清水 元茂

急性肝炎 13：30～14：05
座長 荒木 康之（広島市立広島市民病院内科）
P―42 当院における急性ウイルス性肝炎の実態と治療法の検討

……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 池田 広記，ほか
P―43 フェリチン値が比較的高値を示したE型肝炎の 3例

………………………………………………………………山田赤十字病院内科 濱岡 志麻，ほか



肝 臓 52 巻 suppl.（3）（2011）

P―44 HBV再活性化と肝炎増悪を認めたHIV�HBV重複感染 2症例
………………………………………………社会保険中央総合病院消化器内科 葉山 惟信，ほか

P―45 HAV，HBVの交叉反応を示し，CMVの再燃を認めたEBVによる伝染性単核症の一例
………………………………………………岡山市立市民病院肝疾患センター 本多 寛之，ほか

P―46 2010 年 A型肝炎ウイルス福岡株に対する分子疫学的検討―1999 年ボルネオ（カリマンタン）島
由来株との近縁性 …………………国家公務員共済組合連合会千早病院内科 道免 和文，ほか

HCC① 14：05～14：40
座長 相方 浩（広島大学分子病態制御内科学）
P―47 当科における進行肝細胞癌に対するソラフェニブの使用経験

…………………………………宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野 大園 芳範，ほか
P―48 当院および関連施設における肝細胞癌ソラフェニブ治療の現状

…………………………………………………………長崎大学病院消化器内科 本田 琢也，ほか
P―49 当科関連施設における Sorafenib の使用状況と治療成績

……………………………………………………………岐阜大学消化器病態学 高井 光治，ほか
P―50 当院における進行肝細胞癌に対する Sorafenib 治療の検討ならびにクリティカルパスの作成

…………………………………………………………岡山済生会総合病院内科 高木 敏行，ほか
P―51 切除不能進行肝細胞癌に対するソラフェニブの有効性と副反応についての検討

…………………………………………………………大阪労災病院消化器内科 有本 雄貴，ほか

HCC② 13：30～14：05
座長 黒松 亮子（久留米大学消化器内科）
P―52 遠隔転移合併肝細胞癌に対してソラフェニブ（ネクサバール）内服中に胃過形成ポリープより出

血を合併した一例 ……………………………慶應義塾大学医学部消化器内科 木村佳代子，ほか
P―53 ソラフェニブ投与により急激な肝不全をきたした一例

…………………………………………………………聖隷浜松病院消化器内科 清水恵理奈，ほか
P―54 PET�CTがソラフェニブの早期治療効果判定に有用であった 1例

……………………………………………………兵庫医科大学内科学肝胆膵科 高嶋 智之，ほか
P―55 短期間のソラフェニブ投与終了後に肝細胞癌がほぼ自然消失した 1症例

……………………………大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 寺西 優雅，ほか
P―56 Sorafenib 投与により肝切除後の肝内多発再発病変・肺転移が消失したC型肝硬変合併肝細胞癌

の 1例―その後の経過を含めて― …………………伊達赤十字病院消化器科 久居 弘幸，ほか

HCC③ 14：05～14：33
座長 坂口 孝作（福山市民病院内科）
P―57 当科における肝細胞癌に対するシスプラチンおよびミリプラチンを用いた肝動注化学塞栓療法

の比較検討 ……………………………………………大分県立病院消化器内科 河野 良太，ほか
P―58 ミリプラチン水和物により間質性肺炎をきたした肝細胞癌の 1例

………………………………………………………………日生病院消化器内科 稲次 洋平，ほか
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P―59 肝動注化学療法を含めた集学的治療が奏効した進行肝細胞癌の 1例
…………………………………………………………………戸畑共立病院内科 松垣 諭，ほか

P―60 新生血管出現のためリザーバー動注療法の継続を断念し，その後施行した S�1，CDDP併用療法
にて経過良好な多発肝細胞癌の 1例 …………………名古屋大学消化器内科 葛谷 貞二，ほか

HCC④ 13：30～13：58
座長 北本 幹也（県立広島病院消化器内科）
P―61 動注用微粉末化シスプラチン（動注用アイエーコール）を用いた肝動脈注入化学塞栓療法後に急

性尿細管壊死となった肝細胞癌の 1例
…………………………………………………香川大学医学部消化器神経内科 三村 志麻，ほか

P―62 下大静脈腫瘍塞栓を伴う肝細胞癌に対して肝動脈塞栓術後に低用量FP療法および放射線療法
を行い著効が得られた一例 ……………………………富山県立中央病院内科 深川 浩史，ほか

P―63 放射線療法により長期生存を得ている下大静脈腫瘍塞栓合併進行肝細胞癌の 1例
…………………………………………………………………大阪警察病院内科 東 祐一郎，ほか

P―64 ソラフェニブ不応 StageIV�B肝細胞癌症例に対する IVRを用いた治療経験
……………………………………………………………公立八女総合病院内科 城野 智毅，ほか

HCC⑤ 13：58～14：26
座長 江口 晋（長崎大学移植消化器外科）
P―65 5 大学およびその関連 33 施設における肝切除手術手技報告

…………………………………………………………………関西医科大学外科 海堀 昌樹，ほか
P―66 3cm3 個以内の小型低分化型肝細胞癌に対する治療選択（ラジオ波か切除か）

………………………………………………………………………明和病院外科 飯田 洋也，ほか
P―67 肝細胞癌肝外転移に対する外科的治療症例の検討 ………八尾市立病院外科 橋本 和彦，ほか
P―68 門脈腫瘍栓，肝硬変合併肝細胞癌に対して，術前肝予備能を把握し安全に肝拡大右葉切除，腫瘍

栓摘出術が施行可能であった一例 …………山口県立総合医療センター外科 日高 匡章，ほか

HCC⑥ 14：26～14：54
座長 上甲 康二（松山赤十字病院肝胆膵センター）
P―69 肝癌に対する経皮的ラジオ波焼灼療法（RFA）の推移～当科における連続 1500 症例の検討～

…………………………………………………………岐阜市民病院消化器内科 鈴木 祐介，ほか
P―70 Artificial infusion and laparoscopic RFA of hepatocellular carcinoma located on the liver surface

……………………………大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 岩井 秀司，ほか
P―71 肝癌に対するRFA治療におけるV�Navigation Systemの有用性

…………………………………………………………北海道消化器科病院内科 町田 卓郎，ほか
P―72 肝細胞癌における早期濃染の診断とRFAの予後の検討

…………………………………熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学 立山 雅邦，ほか
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HCC⑦ 13：30～14：05
座長 佐藤 秀一（島根大学医学部附属病院肝臓内科）
P―73 全身麻酔下経皮的ラジオ波焼灼術について

……………………………………………………和泉市立病院肝臓病センター 大谷 香織，ほか
P―74 肝不全用経口栄養剤併用RFAクリニカルパスの検討

………………………………………………朝日大学村上記念病院消化器内科 大洞 昭博，ほか
P―75 RFAにて焼灼した領域の内部より再発を認めた肝細胞癌の 1例

…………………………………………………………………半田市立半田病院 広崎 拓也，ほか
P―76 血友病A患者に合併した肝細胞癌にRFAを施行した 1例

……………………………………………………兵庫県立尼崎病院消化器内科 梅田 誠，ほか
P―77 遅発性に発症し診断に苦慮した肝動脈塞栓術併用ラジオ波焼灼療法後肝膿瘍の 1例

…………………………………………………………済生会松阪総合病院内科 吉澤 尚彦，ほか

HCC⑧ 14：05～14：47
座長 水田 俊彦（佐賀大学医学部内科学）
P―78 改良型 PIVKA�II 測定試薬「NX�PVKA�R」の肝細胞癌診断における有用性

………………………………………京都大学大学院医学研究科消化器内科学 恵荘 裕嗣，ほか
P―79 高齢者肝細胞癌患者の背景因子と治療成績

……………………………………………久留米大学医療センター消化器内科 堀 まいさ，ほか
P―80 当院における自己免疫性肝炎に合併した肝細胞癌の臨床的特徴

………………………………………川崎医科大学附属川崎病院総合内科学 2 西野 謙，ほか
P―81 C 型慢性肝炎に対するインターフェロン著効後 18 年目に肝細胞癌と診断された 1例

………………………………………………………神戸大学医学部消化器内科 斉藤 雅也，ほか
P―82 IFN治療による SVR 15 年後に巨大肝細胞癌が発生し集学的治療を行った慢性C型肝炎の一例

………………………奈良県立医科大学第 3内科（消化器・内分泌代謝内科） 堂原 彰敏，ほか
P―83 10 年間に及ぶ肝細胞癌治療後に開始した超低用量ペグインターフェロン療法にて無癌状態が継

続しているC型肝硬変の一例 ………………………………………間森診療所 間森 聡，ほか

HCC⑨ 13：30～14：05
座長 高原 照美（富山大学医学部第三内科）
P―84 小型病変として種々の画像所見を観察し得た硬化型肝細胞癌の一例

……………………………………………………………九州厚生年金病院内科 一木 康則，ほか
P―85 血球貪食症候群を併発した肝細胞癌の 1例

……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 池田 広記，ほか
P―86 出血を繰り返す多発性転移性脳腫瘍を合併した肝細胞癌の 1例

…………………………………………埼玉県済生会川口総合病院消化器内科 松井 茂，ほか
P―87 左内胸動脈から栄養されていた右横隔膜下に突出する肝細胞癌の 1例

………………………………国際医療福祉大学三田病院外科消化器センター 安藤 真弓，ほか
P―88 肝外側副血行路として右腎被膜動脈，左下横隔動脈が関与していた再発肝細胞癌の 1例

……………………………………国際医療福祉大学三田病院消化器センター 釜本 寛之，ほか
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HCC⑩ 14：05～14：47
座長 黒川 典枝（山口労災病院消化器科）
P―89 HCCに対するTACEに関連した一過性脳梗塞を発症したと考えられる一例

…………………………………………………東大阪市立総合病院消化器内科 石見 亜矢，ほか
P―90 自然退縮した，多発肺転移を伴う巨大肝細胞癌の 1例

…………………………………………………………………大阪厚生年金病院 西塔 民子，ほか
P―91 大腸癌の治療過程で発見された重複肝細胞癌の 4例 ………東住吉森本病院 清田 誠志，ほか
P―92 正常肝に発生した肝細胞癌とFNHの同時合併症例

…………………………………………京都桂病院消化器センター消化器内科 糸川 芳男，ほか
P―93 画像診断が困難であった胆管内発育型肝細胞癌の一例

……………………………………………三重県立総合医療センター消化器科 森谷 勲，ほか
P―94 体質性黄疸に合併した巨大肝細胞癌の一例 …………大阪厚生年金病院内科 松村 有記，ほか




