
シンポジウム 1

NAFLD/NASH診療の現状と課題
Current status and issues of NAFLD/NASH treatment

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room A（大阪国際会議場 3F イベントホールDE）
司会 榎本 信幸 山梨大学医学部第一内科

徳重 克年 東京女子医科大学消化器内科

SY1―1 【基調講演】NAFLD/NASH診療のこれまでと今後の課題
愛知医科大学肝胆膵内科 米田 政志（よねだ まさし）

SY1―2 一般集団におけるFIB4index 分布とNAFLD（非アルコール性脂肪性肝疾患）の疫学的実態お
よび自然史の解明

広島大学大学院医系科学研究科疫学・疾病制御学 田中 純子（たなか じゅんこ）

SY1―3 肝線維化進展NAFLDの拾い上げにおける 2ステップアプローチの検証
大阪市立大学大学院医学研究科先端予防医療学 藤井 英樹（ふじい ひでき）

SY1―4 NAFLD/NASHにおける高度線維化症例の拾い上げ
武蔵野赤十字病院消化器科 玉城 信治（たまき のぶはる）

SY1―5 脂肪性肝疾患におけるMRI を用いた線維化・脂肪化測定の代用
山梨大学医学部附属病院第一内科 鈴木雄一朗（すずき ゆういちろう）

SY1―6 NASH症例の発癌ならびに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 卜部 彩子（うらべ あやこ）

SY1―7 長期経過観察した非アルコール性脂肪性肝疾患における肝線維化進行予測因子の検討
京都府立医科大学 瀬古 裕也（せこ ゆうや）

SY1―8 非アルコール性脂肪性肝疾患の遺伝的背景の予後への影響
東京女子医科大学病院 小木曽智美（こぎそ ともみ）

SY1―9 NASH診断におけるAAT-A3F の有用性検証
北海道大学病院消化器内科 小川 浩司（おがわ こうじ）

SY1―10 NASH肝癌の腫瘍マーカーとしてのAIMの意義とNITによる線維化診断
大阪府済生会吹田病院消化器内科 岡上 武（おかのうえ たけし）

SY1―11 肥満外科手術は高度肥満に合併したNASH線維化進展例に対する治療選択肢となり得るの
か？―肝組織変化と肝硬度の経時的変化の観察―

岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野 阿部 珠美（あべ たまみ）

SY1―12 NASH肝病態進展に対するDPP4 阻害薬及び SGLT2 阻害薬併用による新規治療の試み
奈良県立医科大学附属病院消化器内科学講座 浪崎 正（なみさき ただし）

SY1―13 脂肪酸がNAFLDにおける獲得免疫系に与える影響の解明
金沢大学消化器内科 清家 拓哉（せいけ たくや）
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SY1―14 ケミカルバイオロジーに基づくNAFLDに対する新規治療法の創出；人工ビタミンD誘導体
による脂肪肝抑制効果

東京大学医学部附属病院消化器内科 中川 勇人（なかがわ はやと）
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シンポジウム 2

生体試料を用いた研究の最前線
Frontier of Hepatology using Biological Materials

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room I（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）

司会 考藤 達哉 国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター

上野 義之 山形大学医学部内科学第二講座

SY2―1 【基調講演】ゲノム医療・ゲノム編集時代における癌研究と治療展開
東京医科歯科大学医学部分子腫瘍医学 田中 真二（たなか しんじ）

SY2―2 原発性胆汁性胆管炎におけるバイオマーカーと治療標的分子の探索
九州大学病院 下田 慎治（しもだ しんじ）

SY2―3 Mass spectrometry を用いた胆管上皮細胞由来Extracellular Vesicles の原発性硬化性胆管炎
における病態関連因子の同定

山形大学医学部内科学第二講座 勝見 智大（かつみ ともひろ）

SY2―4 間葉系幹細胞のエクソソームによる肝線維化改善抗炎症性マクロファージ誘導法の開発
新潟大学医学部消化器内科 竹内 卓（たけうち すぐる）

SY2―5 血中エクソソーム内タンパクの網羅的解析による新規肝線維化マーカーの探索
大阪大学医学系研究科 白井久美子（しらい くみこ）

SY2―6 ナノ多孔質ガラスデバイスによる胆汁中エクソソーム分離とバイオマーカー探索
名古屋大学・未来社会創造機構 湯川 博（ゆかわ ひろし）

SY2―7 肝細胞プロファイリングに基づくヒト慢性肝不全の病態解明と治療標的の探索
京都府立医科大学大学院消化器内科 西川太一朗（にしかわ たいちろう）

SY2―8 肝疾患病態研究を可能にするヒトサンプル免疫解析
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 由雄 祥代（よしお さちよ）

SY2―9 新たなリン酸化 hTERT抗体による高悪性度肝がんの同定
金沢大学医学部消化器内科 山下 太郎（やました たろう）

SY2―10 Circulating tumor DNA解析による肝癌層別化治療に向けた試み
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）

SY2―11 HCC治療経過中の cell free DNA量変化の検討
山梨大学第一内科 村岡 優（むらおか まさる）
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シンポジウム 3

肝発癌進展研究の最前線
The latest research progress on hepatocarcinogenesis

第 2日目 8月 29 日（土）9：30～12：00
Room A（大阪国際会議場 3F イベントホールDE）
司会 佐々木 裕 長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科

坂元 亨宇 慶應義塾大学医学部病理学

SY3―1 【基調講演】肝発癌進展研究の最近の知見
金沢大学消化器内科 本多 政夫（ほんだ まさお）

SY3―2 RNAシーケンスによる遺伝子発現解析を用いた SVR後肝発癌メカニズムの検討
名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学/
岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学 大西 雅也（おおにし まさや）

SY3―3 B 型肝炎ウイルスの制御状態による肝細胞癌の癌関連遺伝子と viral integration の解析
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）

SY3―4 全ゲノムシーケンスを用いた多段階肝発癌過程の包括的解析
京都大学大学院医学研究科消化器内科学 竹田 治彦（たけだ はるひこ）

SY3―5 肝細胞癌多段階発癌における遺伝子異常と癌進展のメカニズム
日本大学医学部附属板橋病院/

東京大学先端科学技術研究センター 緑川 泰（みどりかわ ゆたか）

SY3―6 トランスポゾン挿入変異スクリーニングによる肝癌の新規がん抑制遺伝子UBE2D3 の同定と
機能解析

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）

SY3―7 うっ血による肝細胞がんおよび転移性肝がんプロモーション作用の検討
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）

SY3―8 食事中のトランス脂肪酸はHCVによる肝発癌を促進させる
信州大学医学部代謝制御学 田中 直樹（たなか なおき）

SY3―9 酸化的DNA傷害修復酵素欠損マウスを用いた脂肪性肝疾患からの肝発癌機序の検討
札幌医科大学腫瘍内科学講座 坂本 拡基（さかもと ひろき）

SY3―10 肝発癌，治療抵抗性にかかわる HHM 遺伝子のDNA損傷応答メカニズムの解析
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 上村 顕也（かみむら けんや）

SY3―11 翻訳後修飾の網羅的解析による肝癌の治療抵抗性の解明
熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学 直江 秀昭（なおえ ひであき）

SY3―12 FOXM1 を分子標的としたAFP陽性肝がんに対する新規治療法の開発
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 李 如（り じょ）

SY3―13 がん特異的解糖系阻害剤による肝細胞癌治療応用と腫瘍免疫活性化機構の解明
川崎医科大学肝胆膵内科学 仁科 惣治（にしな そおじ）
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シンポジウム 4

肝疾患と微小環境
Microenvironment in Liver Biology and Pathophysiology

第 2日目 8月 29 日（土）14：00～16：30
Room K（大阪国際会議場 12F 特別会議場）

司会 稲垣 豊 東海大学医学部先端医療科学

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

SY4―1 肝細胞増殖抑制下における内在性肝前駆細胞の活性化と非実質細胞の役割
札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所 三高 俊広（みたか としひろ）

SY4―2 肝間葉系細胞由来 vasoactive intestinal peptide による胆管形成の促進機構
東京医科歯科大学消化器病学 佐藤 綾子（さとう あやこ）

SY4―3 肝星細胞による肝再生ニッチ構築の分子機構
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/
東海大学医学部先端医療科学/

東京大学定量生命科学研究所幹細胞創薬社会連携部門 中野 泰博（なかの やすひろ）

SY4―4 Semaphorin 6A を介した肝類洞内皮と星細胞のクロストークによる肝線維化抑制機序
金沢大学消化器内科 本多 政夫（ほんだ まさお）

SY4―5 DNMT1 欠損による肝細胞老化が肝線維化進展に与える影響
奈良県立医科大学消化器・代謝内科 鍛治 孝祐（かじ こうすけ）

SY4―6 加齢関連肝疾患における肝星細胞の理解
大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 小田桐直志（おだぎり なおし）

SY4―7 肝癌微小環境における肝星細胞のオートファジーを介したGDF15 の意義
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）

SY4―8 細胞系譜解析を用いた Zone3 肝細胞の肝障害時の挙動と発癌起源としての可能性
東京大学消化器内科 黒崎 滋之（くろさき しげゆき）

SY4―9 高コレステロール血症が与えるマクロファージを介したNASH肝癌進展メカニズム
自治医科大学消化器内科 三浦 光一（みうら こういち）

SY4―10 早期ステージ肝細胞癌の微小環境におけるHLA class I 分子の発現解析
福井大学医学系部門内科学（2）分野 赤澤 悠（あかざわ ゆう）

SY4―11 同種移植肝癌モデルマウスを用いたマルチキナーゼ阻害剤の肝癌微小環境への影響の検討
千葉大学大学院医学研究院消化器内科 金山 健剛（かなやま けんごう）

SY4―12 分子標的治療薬による癌及び臓器微小環境の変化は，有害事象の出現や癌の進展及び薬剤抵抗
性に関与しうる

久留米大学内科学講座消化器内科部門/
医療法人岩本内科医院 岩本 英希（いわもと ひでき）
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総括
北海道大学大学院医学研究院消化器内科学 森川 賢一（もりかわ けんいち）
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シンポジウム 5

B型肝炎ウイルス感染症の創薬研究から臨床応用へ
Hepatitis B virus infection

-From drug discovery research to clinical application
第 2日目 8月 29 日（土）14：00～16：30
Room B（大阪国際会議場 10F 会議室 1003）

司会 中本 安成 福井大学学術研究院医学系部門内科学（2）分野

田中 靖人 名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学

SY5―1 受容体共役因子EGFRを標的とした新規B型肝炎ウイルス感染阻害戦略
国立感染症研究所ウイルス第二部 渡士 幸一（わたし こういち）

SY5―2 B 型肝炎ウイルスの感染初期過程に関連するヒト遺伝子の探索とその機能解析
国立国際医療研究センター 杉山 真也（すぎやま まさや）

SY5―3 In vitro および in vivo における胆汁酸誘導体を用いた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）

SY5―4 HGF/c-MET経路は B型肝炎ウイルスの感染・複製を正に制御する
東京大学消化器内科 船戸 和義（ふなと かずよし）

SY5―5 新規抗HBV化合物の探索
千葉大学医学部消化器内科 中本 晋吾（なかもと しんご）

SY5―6 HBV RNA destabilizer：HBsAg 低下作用を有する新規低分子化合物の開発
富士フイルム株式会社/

名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学 河野 貴紀（かわの たかき）

SY5―7 カプシド形成阻害剤・インターフェロンα併用は宿主自然免疫を賦活化する
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 福富 啓祐（ふくとみ けいすけ）

SY5―8 新規 PEG-IFNβ製剤を用いた抗HBV効果の検討と抗ウイルス効果向上の試み
広島大学大学院医歯薬保健学研究科消化器・代謝内科学 竹内 泰江（たけうち やすえ）

SY5―9 HBV感染系における cccDNA排除をめざした IFN-γシグナル経路の検討
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）

SY5―10 Acyclic nucleoside phosphonates の追加薬理効果を利用したB型肝炎治療
国際医療福祉大学病院/

国立国際医療研究センター 村田 一素（むらた かずもと）

SY5―11 B 型肝炎ウイルス感染キメラマウスを用いた cccDNAを標的とする新規抗HBV療法の探索
東京大学感染制御部/
東京大学消化器内科 奥新 和也（おくしん かずや）

SY5―12 【基調講演】Research on HBV life cycles and drug discovery
国立感染症研究所ウイルス第二部 脇田 隆字（わきた たかじ）
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