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第 2日目 12 月 10 日（土）
ポスター会場（岡山市デジタルミュージアム 4F）

B型肝炎① 14：30～15：05
座長 南 祐仁（京都府立医科大学消化器内科学）
P―95 当院におけるB型慢性肝疾患の genotype 分布とその特徴

…………………………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，ほか
P―96 当院における癌化学療法時のB型肝炎ウイルス既感染者の現状について

……………………独立行政法人国立病院機構四国がんセンター消化器内科 灘野 成人，ほか
P―97 小児 B型慢性肝炎のHBe 抗原・抗体系のセロコンバージョンに関連する因子の検討

……………………………………大阪府立急性期・総合医療センター小児科 高野 智子，ほか
P―98 当院職員におけるHBs 抗体保有率とワクチン接種後の反応

……………………………………国立病院機構嬉野医療センター消化器内科 有尾 啓介，ほか
P―99 HBcAb陰性，または低値の母から出生し，HBV母児感染した 2例

……………………………………国立成育医療研究センター消化器・肝臓科 伊藤 玲子，ほか

B型肝炎② 15：05～15：47
座長 小橋 春彦（岡山赤十字病院）
P―100 2 年間のエンテカビルの投与によりHBsAgの消失とHBsAbの陽性化を認めた慢性B型肝炎の

1例 ………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 山口 隆志，ほか
P―101 HBsAg 陽性悪性リンパ腫に化学療法開始時より核酸アナログを併用したにも関わらずHBV再

活性化をきたした 1例 ………………社会保険下関厚生病院肝臓病センター 山下 智省，ほか
P―102 de novo B 型肝炎の夫婦間感染の一例

…………………………………鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学 馬渡 誠一，ほか
P―103 HIV，HBV重複感染例でHBVに対するラミブジン耐性株の出現後HBe 抗体陽性が持続し肝炎

が沈静化した 1例 ………………………………名古屋大学医学部消化器内科 本多 隆，ほか
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P―104 B 型慢性肝炎に対するエンテカビルの長期治療成績
…………………………………………………………福岡赤十字病院肝臓内科 田中 崇，ほか

P―105 B 型慢性肝炎に対する核酸アナログ療法の治療効果に寄与する因子の検討
…………………………………………………………………金沢医療センター 寺島 健志，ほか

C型肝炎④ 14：30～15：05
座長 高橋 祥一（広島大学大学院分子病態制御内科学）
P―106 肝炎・肝がん地域連携の現状と今後の課題

……………………………………国立病院機構熊本医療センター消化器内科 杉 和洋，ほか
P―107 診療所におけるC型肝炎治療：難治症例に対する PegIFNα2a の長期療法についての検討

……………………………………………………………すがの内科クリニック 菅野 雅彦，ほか
P―108 かかりつけ医におけるC型慢性肝炎に対するインターフェロン治療の現状

………………………………佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・代謝内分泌内科 岡田 倫明，ほか
P―109 C 型慢性肝炎に対するインターフェロン（IFN）療法における予後予測因子としてのQuality of

life（QOL）スコアの解析……………………………岡山大学消化器肝臓内科 松下 浩志，ほか
P―110 SF8 を用いた各種インターフェロン治療中のC型肝炎患者のQOL評価

……………………………………………………大分大学医学部総合内科第一 清家 正隆，ほか

C型肝炎⑤ 15：05～15：47
座長 考藤 達哉（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）
P―111 C 型慢性肝疾患に対するインターフェロン療法により SVRの判定が得られた症例のその後の経

過についての検討 ……………………………………倉敷中央病院消化器内科 高畠 弘行，ほか
P―112 C 型慢性肝炎に対するインターフェロン単独長期投与における治療反応性と肝発癌の検討

………………………………………………………岡山大学保健管理センター 岩崎 良章，ほか
P―113 IFN療法 non�SVR例におけるALT値の推移からみた肝発癌についての検討

………………………………………………霧島市立医師会医療センター内科 橋口 正史，ほか
P―114 PEG�IFNα2b＋Ribavirin 72 週治療 SVR後 4カ月で血中HCV�RNAが再陽性化したC型慢性

肝炎の 1例 …………………………………島根大学医学部消化器・肝臓内科 三宅 達也，ほか
P―115 インターフェロン治療後にHCV�RNAが再燃したにもかかわらず，その後の自然経過でHCV�

RNAが陰性化し一年間以上陰性が持続している一例
………………………………国立病院機構小倉医療センター肝臓病センター 佐藤 丈顕，ほか

P―116 ペグインターフェロン α�2a 少量間歇的投与にてHCV RNA消失が得られた肝細胞癌治療後の
Genotype 1B かつ高ウイルス量のC型慢性肝炎患者の 2症例について
……………………………………………………京都第二赤十字病院消化器科 盛田 篤広，ほか

C型肝炎⑥ 14：30～14：58
座長 野村 秀幸（新小倉病院肝臓病センター）
P―117 HCV抗体陽性者における甲状腺機能異常，甲状腺自己抗体の発現率に関する検討

…………………………………………………………福岡徳洲会病院肝臓内科 松本 修一，ほか
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P―118 鬱病・抑鬱があるC型慢性肝炎患者に対する βインターフェロン＋リバビリン療法の実際（グ
ループ 1には IL28B を測定して）
……………………………独立行政法人国立病院機構東名古屋病院消化器科 平嶋 昇，ほか

P―119 関節リウマチを合併したC型慢性肝炎に対して PEG�IFN2b�Ribavirin 併用療法にて SVRが得
られた 1例 ……………………………………………………高松平和病院内科 蓮井 宏樹，ほか

P―120 PEG�IFN単独療法が有効であったC型肝炎ウイルス関連糸球体腎炎の一女児例
………名古屋市立大学大学院医学研究科先天異常・新生児・小児医学分野 杉浦 時雄，ほか

C型肝炎⑦ 14：58～15：26
座長 桶谷 眞（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院消化器内科）
P―121 肝炎ウイルス持続感染と血液透析患者の予後についての解析の試み

………………………広島大学大学院医歯薬学総合研究科疫学・疾病制御学 片山 惠子，ほか
P―122 C 型慢性肝炎患者におけるヘム鉄，非ヘム鉄摂取量と体内貯蔵鉄量との関係

……………………………………………………三重大学医学部消化器内科学 岩佐 元雄，ほか
P―123 インターフェロン療法時の口内炎に対するマレイン酸イルソグラジンの効果

………………………………………………………金沢医科大学消化器内科学 林 伸彦，ほか
P―124 C 型慢性肝炎合併の透析患者に対する二重濾過血漿分離交換療法とペグインターフェロン α2a

併用の治療経験 ………………鹿児島大学医学部歯学部附属病院消化器内科 最勝寺晶子，ほか

C型肝炎⑧ 14：30～15：05
座長 吉治 仁志（奈良県立医科大学第三内科（消化器・内分泌代謝内科））
P―125 脾臓摘出術後にDFPP併用 IFN療法が著効した ITP合併 C型肝炎の 1例

………………………………………………………大阪市立総合医療センター 上野 綾子，ほか
P―126 PEG�IFNα2B＋RIBA投与 24 週で RNA陽性だったにもかかわらず，PEG�IFNα2A単独を経て

PEG�IFNα2A＋RIBA 72 週投与で SVRを得た 1B型高ウイルスC型肝硬変の 1例
………………………………………………………………宇治徳洲会病院消化器内科 小畑 達郎

P―127 ペグインターフェロンの少量間欠投与にて良好な経過が得られているセログループ 1，高ウイル
ス量の後期高齢者C型慢性肝炎の 3例 ………和泉市立病院肝臓病センター 北田 拓也，ほか

P―128 C 型慢性肝炎の抗ウイルス治療において治療前末梢血リンパ球CD4�CD8 比が高値を示す症例
は早期に血中ウイルス消失が得られても，relaps する可能性が高い
………………………………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―129 C 型慢性肝炎の再治療の治療期間はどうするか
……………………………………横浜市立大学大学院医学研究科消化器内科 斉藤 聡，ほか

薬物性肝障害① 15：05～15：40
座長 加藤 道夫（独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター内科）
P―130 薬物相互作用で増強したと考えられたアセトアミノフェン肝障害の 2例

……………………………………………………熊本大学大学院消化器内科学 井戸 佑美，ほか
P―131 著明な遷延性黄疸を呈し，ビリルビン吸着療法を施行した薬剤性肝障害の一例

………………………………………………………焼津市立総合病院消化器科 山形 真碁，ほか
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P―132 健康食品服用中止後も肝機能障害が遷延し肝萎縮に至ったと考えられる薬剤性肝障害の一例
……………………………国立病院機構九州がんセンター消化器肝胆膵内科 奥村 幸彦，ほか

P―133 プラバスタチンによる遅発性薬物性肝障害の 1例 ………………杉本診療所 宮田 央，ほか
P―134 テルビナフィン塩酸塩内服により肝障害を呈し半夏瀉心湯によって増悪したと考えられる薬物

性肝障害の一例 ………………………………………………市立島田市民病院 末廣 智之，ほか

薬物性肝障害② 14：30～15：05
座長 田中 基彦（熊本大学医学部附属病院消化器内科）
P―135 Tocilizumab（IL�6 受容体拮抗薬）投与により著明な肝萎縮をきたした一例

……………………………………………………産業医科大学医学部第 3内科 日浦 政明，ほか
P―136 修正型通電痙攣療法に使用した propofol に起因すると考えられる薬剤性肝障害の一例

…………………………………………………………大阪医科大学消化器内科 八木 麻衣，ほか
P―137 DLST5 剤陽性を示した劇症肝炎の一例

………………………国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院消化器内科 寺田 昌弘，ほか
P―138 5�fluorouracil（FU）投与中に意識障害を伴う高アンモニア血症を来した再発食道癌の 1例

………………………………………………総合病院伊達赤十字病院消化器科 山田 尚太，ほか
P―139 Sweet 病に伴った薬剤性肝障害の 1例 ………………亀岡市立病院消化器科 宮川 昌巳，ほか

肝硬変 15：05～15：40
座長 岡 博子（大阪市立十三市民病院消化器内科）
P―140 検査前補食による肝硬変患者の栄養状態およびQOLの改善効果

…………………………………………久留米大学医学部消化器疾患情報講座 川口 巧，ほか
P―141 肝硬変症例における動脈血液ガス所見の検討

…………………………………………………………岡山大学病院消化器内科 石川 久，ほか
P―142 肝硬変合併症例における胃ESDの検討………済生会和歌山病院消化器内科 文野 真樹，ほか
P―143 ARFI（Acoustic Radiation Force Impulse）を用いた肝硬度測定による肝繊維化の評価

……………………………………………………奈良県立奈良病院消化器内科 永松 晋作，ほか
P―144 当院におけるVirtual Touch Tissue Quantification を用いた非侵襲性肝線維化評価について

…………………………………………………………長崎大学病院消化器内科 山口 東平，ほか

門亢症 14：30～15：12
座長 是永 匡紹（川崎医科大学肝胆膵内科学）
P―145 内視鏡的静脈瘤結紮術（EVL）後の再出血に対してバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術（B�

RTO）が奏功した十二指腸静脈瘤の 2例 ……………松下記念病院消化器科 山西 正芳，ほか
P―146 同時性バルーン閉鎖下塞栓術（DBOE）を行った胃静脈瘤治療の 1例

…………………………………………………………………半田市立半田病院 光本 一樹，ほか
P―147 ヒストアクリルによる内視鏡的静脈瘤硬化療法（EIS）が有用であった直腸静脈瘤破裂の一例

……………………………………………………兵庫医科大学内科学肝胆膵科 長谷川国大，ほか
P―148 クローン病・C型慢性肝炎で加療中人工肛門静脈瘤破裂に対して経皮経肝塞栓術が奏功した一

例 …………………………………………………………………………慶應義塾 丸山悠里子，ほか
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P―149 肝における髄外造血により短期間に食道静脈瘤を発症したと考えられた骨髄異形成症候群の一
例 ………………………………………………………大阪警察病院消化器内科 占部真貴子，ほか

P―150 当科で経験した特発性門脈圧亢進症（IPH）の三症例
…………………………………………………………長崎大学病院消化器内科 大石 敬之，ほか

アルコール 15：12～15：40
座長 岩佐 元雄（三重大学医学部消化器・肝臓内科）
P―151 高血糖が誘引となった中心性橋髄鞘融解症を伴ったアルコール性肝硬変の 1例

……………………………………総合病院岡山市立市民病院肝疾患センター 西村 守，ほか
P―152 アルコール性肝硬変の経過中に発症した腸腰筋膿瘍の一例

…………………………………………………………市立長浜病院消化器内科 塚田 良彦，ほか
P―153 肝性脳症用アミノ酸製剤により代謝性アシドーシスを来したアルコール性肝硬変の一例

……………………………………………………鳥取県立厚生病院消化器内科 万代 真理，ほか
P―154 上腸間膜動静脈ろうを含む小腸部分切除術により胃静脈瘤の縮小を認めたアルコール性肝硬変

の一例 …………………………………………………………箕面市立病院内科 谷 奈緒子，ほか

代謝性肝疾患 14：30～14：58
座長 峯村 正実（富山大学医学部第三内科）
P―155 画像所見を逆追跡した肝アミロイドーシスの一例

……………………………………………………………富山県立中央病院内科 藤原 秀，ほか
P―156 薬剤性肝障害を契機に診断されたヘモクロマトーシスの一例

……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 岡島 愛，ほか
P―157 鉄剤の経静脈的投与が原因で短期間に前肝硬変状態に進行した続発性ヘモクロマトーシスの 1

例 …………………………………………………四日市社会保険病院消化器科 中川 直樹，ほか
P―158 肝障害を契機に発見された無痛性亜急性甲状腺炎の 1例

……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 堀 雄一，ほか

感染症・線維化 14：58～15：33
座長 西田 直志（京都大学消化器内科）
P―159 脾臓摘除後重症感染症の予防と対策 ……………………近畿大学保健管理センター 橋本 直樹
P―160 敗血症に合併する肝機能異常の実態と臨床的意義―過去 10 年間 607 症例の検討から―

…………………………………………………………岡山赤十字病院肝臓内科 小橋 春彦，ほか
P―161 閉塞性黄疸患者血清から見出したBDNFの肝再生における意義

…………………………………久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 古賀 浩徳，ほか
P―162 直接的レニン阻害薬の肝線維化抑制効果と作用機序

………………………………………………………奈良県立医科大学第 3内科 相原 洋祐，ほか
P―163 Dipeptidyl Peptidase IV（DPPIV）阻害薬の肝星細胞に対する作用：活性化の有無による比較

………………………奈良県立医科大学第 3内科（消化器・内分泌代謝内科） 鍛治 孝祐，ほか
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症例 14：30～15：12
座長 白羽 英則（岡山大学病院消化器内科）
P―164 下血を契機に発見され，十二指腸球部前壁に穿破した巨大肝動脈瘤の一例

……………………………………………………三重大学大学院消化器内科学 杉本 龍亮，ほか
P―165 遺伝性毛細血管拡張症に合併した肝性脳症の一例

…………………………………………………………松阪中央総合病院胃腸科 矢田 崇純，ほか
P―166 特発性細菌性腹膜炎の診断に in�situ hybridization 法が有効であった一例

………………………………………………兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科 榎本 平之，ほか
P―167 10 日前退院時は健常であったが，再入院後 2日間の経過で電撃的経過をたどった急性肝不全の

一剖検例―原因検索を中心に― ………………………神戸朝日病院消化器科 金 守良，ほか
P―168 ドナーへの栄養介入により生体肝移植を施行し得た劇症肝炎の一例

……………………………………………愛媛大学大学院先端病態制御内科学 徳本 良雄，ほか
P―169 生体肝移植後 10 年以上再発なく長期生存を得ている原発性硬化性胆管炎の 1例

………………………………………………川崎医科大学医学部総合内科学 2 木村 智成，ほか

肝腫瘍① 15：12～15：47
座長 金 守良（神戸朝日病院消化器科）
P―170 濃染する胆管細胞癌についての検討 ………………大阪赤十字病院消化器科 喜多 竜一，ほか
P―171 B 型肝細胞癌術後経過中に認められた異時性肝内胆管癌の 1例

……………………国立病院機構九州医療センター肝胆膵外科・臨床研究部 井本 効志，ほか
P―172 当科における大腸癌肝転移化学療法後肝切除の治療成績について

…………………………………………国立病院機構名古屋医療センター外科 初野 剛，ほか
P―173 肝膿瘍と鑑別が困難であった肝原発 Sarcomatiod carcinoma の 1 例

……………………………………………………戸田中央総合病院消化器内科 岸本 佳子，ほか
P―174 血管造影下CT，SPIO MRI が診断に有効であった転移性肝カルチノイド微小結節の一例

………………………………………………………神戸大学医学部肝胆膵外科 土田 忍，ほか

肝腫瘍② 14：30～15：12
座長 東 俊宏（岡山市立せのお病院）
P―175 術中造影超音波検査およびエラストグラフィを施行した多発肝類上皮血管内皮腫の 1例

…………………………………名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科学 杉本 博行，ほか
P―176 肝細胞癌と鑑別診断が困難であった肝 reactive lymphoid hyperplasia の 1 例

……………………国立病院機構九州医療センター肝胆膵外科・臨床研究部 西田 良介，ほか
P―177 肝細胞癌・慢性関節リウマチの加療中に悪性リンパ腫を発症した一例

………………………………山口大学大学院医学系研究科消化器病態内科学 播磨 博文，ほか
P―178 肝原発が疑われた plasmablastic lymphoma の 1 例

………………………………………………香川大学医学部消化器・神経内科 坂本 鉄平，ほか
P―179 潰瘍性大腸炎を合併した原発性硬化性胆管炎患者に発生した炎症型�血管拡張型肝細胞腺腫の 1

例 …………………………………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
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P―180 肝内多発血流異常が併存した，巨大肝細胞腺腫の 1例
…………………………………………………………大阪赤十字病院消化器科 幡丸 景一，ほか

肝腫瘍③ 15：12～15：47
座長 豊田 秀徳（大垣市民病院消化器科）
P―181 ウルソデオキシコール酸（UDCA）の内服にて改善を認めた肝サルコイドーシスの一例

………………………………………………岡山市立市民病院肝疾患センター 和田 望，ほか
P―182 脂肪化を伴う多発過形成性結節を生じた原発性胆汁性肝硬変の一例

……………………………………………………………済生会京都府病院内科 中島 智樹，ほか
P―183 FDG�PETで集積亢進を認めた肝 angiomyolipoma の 1 例

……………………………………………………関西医科大学内科学第三講座 竹尾 元裕，ほか
P―184 嚢胞性病変を内包した肝毛細血管性血管腫の 1例

…………………………………………………………大阪赤十字病院消化器科 赤穂宗一郎，ほか
P―185 3 年半の経過で急速に増大した focal nodular hyperplasia（FNH）の一例

…………………………………………………………岐阜市民病院消化器内科 入谷 壮一，ほか

肝腫瘍④ 14：30～15：05
座長 出口 章広（香川大学消化器・神経内科）
P―186 好酸球増多を認めた肝腫瘍の一例 ……………青森県立中央病院消化器内科 沼尾 宏，ほか
P―187 大腸癌術後の経過中に発生した肝炎症性偽腫瘍の 1例

………………………………………社会医療法人近森会近森病院消化器内科 山川 泰幸，ほか
P―188 肝膿瘍における造影超音波検査の有用性

…………………全国社会保険協会連合会健康保険八代総合病院消化器内科 松野 健司，ほか
P―189 巨大感染性肝嚢胞の 1例 …………………………富山市立富山市民病院内科 青山 庄，ほか
P―190 自然経過で消失し，10 年後に再発した巨大肝嚢胞の一例

…………………………………………………………………社会保険京都病院 光本 保英，ほか




