
パネルディスカッション 1

C型非代償性肝硬変に対する抗ウイルス治療
Antiviral Therapy for Type C Decompensated Cirrhosis

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room K（大阪国際会議場 12F 特別会議場）

司会 持田 智 埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科

疋田 隼人 大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

PD1―1 【基調講演】C型非代償性肝硬変に対する抗ウイルス療法と今後の課題
東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科肝臓病態制御学講座（消化器内科） 朝比奈靖浩（あさひな やすひろ）

PD1―2 全国肝臓専門医療機関における肝硬変症例に対するDAA治療の現状
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 疋田 隼人（ひきた はやと）

PD1―3 非代償性 C型肝硬変に対するDAAs 早期治療効果・安全性と肝病態改善に関与する因子の検
討

北海道大学 須田 剛生（すだ ごうき）

PD1―4 非代償性 C型肝硬変例に対する抗ウイルス療法の成績および初期の肝予備能の改善効果の検
討

広島大学大学院消化器・代謝内科学 今村 道雄（いまむら みちお）

PD1―5 非代償性肝硬変に対するインターフェロン・フリーDAA治療の短期的効果と安全性
大阪市立大学大学院医学研究科 田守 昭博（たもり あきひろ）

PD1―6 非代償性肝硬変症例におけるHCVゲノム特徴の解析とDAA治療効果の検討
山梨大学 前川 伸哉（まえかわ しんや）

PD1―7 当院・関連施設におけるC型非代償性肝硬変におけるソホスブビル/ベルパタスビル（SOF/
VEL）26 症例での治療効果・副作用に関する検討

久留米大学病院消化器内科 川口 俊弘（かわぐち としひろ）

PD1―8 VEL/SOF治療における肝予備能の評価指標と早期改善寄与因子
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 徳本 良雄（とくもと よしお）

PD1―9 C 型肝硬変症例におけるDAA治療 SVR後の肝予備能：門脈圧亢進症の影響
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 内田 義人（うちだ よしひと）

PD1―10 C 型肝炎に対するソホスブビル/ベルパタスビル治療の有用性に関する北関東多施設共同研究
自治医科大学内科学講座消化器内科学部門 高岡 良成（たかおか よしなり）

PD1―11 実臨床における非代償性肝硬変に対するDAA治療の実際
聖マリアンナ医科大学病院 渡邊 綱正（わたなべ つなまさ）

PD1―12 C 型非代償性肝硬変を対象とした国内第 3相試験の長期経過
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 阪森亮太郎（さかもり りょうたろう）

PD1―13 C 型非代償性肝硬変症例の肝予備能からみた長期予後とDAAs 治療の有用性の検討
虎の門病院肝臓センター 瀬崎ひとみ（せざき ひとみ）
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パネルディスカッション 2

B型慢性肝炎治療の現状と課題
Current status and future issues of antiviral therapy for hepatitis B

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room B（大阪国際会議場 10F 会議室 1003）
司会 鈴木 文孝 虎の門病院肝臓センター

梅村 武司 信州大学消化器内科

PD2―1 ETV投与中 B型慢性肝疾患患者におけるTAF切り替えの意義
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 内田 義人（うちだ よしひと）

PD2―2 核酸アナログ製剤テノホビル・アラフェナミドへの切り替えに伴うHBV治療成績―多施設共
同研究―

九州大学関連肝疾患治療研究会 小川 栄一（おがわ えいいち）

PD2―3 新規 cccDNA絶対定量系の開発とその臨床応用
名古屋市立大学大学院医学研究科病態医科学 林 佐奈衣（はやし さなえ）

PD2―4 B 型慢性肝炎治療中の可溶性免疫チェックポイント分子の変化と治療効果の関係
大阪市立大学大学院医学研究科 榎本 大（えのもと まさる）

PD2―5 B 型慢性肝疾患における Sequential 療法後の核酸アナログ製剤再投与に関する予測について
兵庫医科大学病院肝胆膵内科 長谷川国大（はせがわ くにひろ）

PD2―6 核酸アナログ投与B型慢性肝炎症例に対するHBIG 治療成績と奏功に寄与する因子の検討
広島大学病院消化器・代謝内科 柘植 雅貴（つげ まさたか）

PD2―7 実臨床における核酸アナログ等未介入例・核酸アナログ治療例・ドラックフリー例のB型肝
炎の臨床的特徴と実態

信州大学医学部消化器内科 城下 智（じょうした さとる）

PD2―8 B 型肝炎患者に対するTDF投与は動脈硬化と関連する non-HDL コレステロールを低下させ
る

北海道大学病院消化器内科 鈴木 和治（すずき かずはる）

PD2―9 HBV・HIV重複感染者におけるHBV関連免疫再構築肝炎はHBs 抗原陰性化に寄与する
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 吉川 詩織（よしかわ しおり）

PD2―10 B 型慢性肝疾患の核酸アナログ投与例におけるHBs 抗原動態と陰性化予測
虎の門病院肝臓センター 保坂 哲也（ほさか てつや）

PD2―11 核酸アナログ投与による線維化の改善について
大垣市民病院 三宅 望（みやけ のぞみ）

PD2―12 Impact of Treatment with TAF or TDF on HCC Incidence in Patients with CHB
University of Ulsan College of Medicine Young Suk Lim

総括
兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科 榎本 平之（えのもと ひらゆき）
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パネルディスカッション 3

肝癌に対する分子標的治療および免疫治療
Liver cancer related session

（Molecular Targeted Therapy and Immunotherapy）
第 1日目 8月 28 日（金）14：20～16：50

Room A（大阪国際会議場 3F イベントホールDE）
司会 工藤 正俊 近畿大学医学部消化器内科

鳥村 拓司 久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門

PD3―1 切除不能肝細胞癌に対する lenvatinib 治療における分子標的薬治療歴のインパクト
武蔵野赤十字病院消化器科 安井 豊（やすい ゆたか）

PD3―2 切除不能進行肝細胞癌に対するレンバチニブの治療成績：多施設共同研究
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 前阪 和城（まえさか かずき）

PD3―3 進行肝癌におけるレンバチニブの有効に関するバイオマーカー，病態別解析
横浜市立大学附属市民総合医療センター 中馬 誠（ちゅうま まこと）

PD3―4 Up-To Seven out の大型肝細胞癌におけるレンバチニブの有用性
川崎医科大学肝胆膵内科学 富山 恭行（とみやま やすゆき）

PD3―5 肝細胞癌レンバチニブ治療における疲労感とカルニチン欠乏症
順天堂大学練馬病院消化器内科 大久保裕直（おおくぼ ひろなお）

PD3―6 進行肝細胞癌に対する分子標的薬による一次治療に関する Propensity score matching を用い
た比較

久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 中野 聖士（なかの まさひと）

PD3―7 Lenvatinib 耐性獲得HCC細胞株における Sorafenib の抗腫瘍効果の検討
香川大学医学部消化器・神経内科学 中原 麻衣（なかはら まい）

PD3―8 レンバチニブ導入後の腫瘍進展パターンと次治療移行の実際
千葉大学医学部附属病院消化器内科 叶川 直哉（かのがわ なおや）

PD3―9 進行肝細胞癌に対するソラフェニブおよびレンバチニブ後の後治療成績の検討
金沢大学附属病院消化器内科 寺島 健志（てらしま たけし）

PD3―10 肝細胞癌における腫瘍免疫の意義と腫瘍内血管構築との関係
九州大学大学院消化器・総合外科 伊藤 心二（いとう しんじ）

PD3―11 進行肝癌多剤薬物療法の成績―高頻度マイクロサテライト不安定性肝癌の頻度とペムブロリ
ズマブ投与例を含めて―

広島大学病院 河岡 友和（かわおか ともかず）

PD3―12 進行肝癌に対する免疫チェックポイント阻害薬不応後のレンバチニブ療法の有効性の検討
近畿大学医学部付属病院消化器内科 青木 智子（あおき ともこ）

PD3―13 Efficacy and Safety Results for Atezolizumab（atezo）+Bevacizumab（bev）in Patients（Pts）
With Unresectable Hepatocellular Carcinoma（HCC）

国立がん研究センター東病院肝胆膵内科 池田 公史（いけだ まさふみ）
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総括
武蔵野赤十字病院消化器科 土谷 薫（つちや かおる）
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パネルディスカッション 4

肝硬変の予後改善を目指した治療戦略
New strategy for the treatment of liver cirrhosis patient

to survive more longer time
第 1日目 8月 28 日（金）14：20～16：50
Room K（大阪国際会議場 12F 特別会議場）

司会 名越 澄子 埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科

寺井 崇二 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野

PD4―1 【基調講演】肝硬変の予後改善を目指した治療の現状と将来
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科消化器内科学 中尾 一彦（なかお かずひこ）

PD4―2 わが国のAcute-on-Chronic Liver Failure：Grade-0 症例の転帰と新規治療法開発への応用の
可能性

埼玉医科大学 植村 隼人（うえむら はやと）

PD4―3 Tolvaptan 治療を開始した非代償性肝硬変症例における，生命予後，肝関連イベント発生の予
測因子についての検討

武蔵野赤十字病院消化器科 大澤玲於奈（おおさわ れおな）

PD4―4 肝硬変入院患者の腹水合併率，生命予後に関する実態調査研究：診療データベースを用いた大
規模コホート研究

国立病院機構長崎医療センター 八橋 弘（やつはし ひろし）

PD4―5 肝性腹水患者の予後に及ぼす急性腎障害の影響とトルバプタンの効果
鹿児島厚生連病院 平峯 靖也（ひらみね やすなり）

PD4―6 慢性肝疾患患者における亜鉛補充療法の治療効果の検討
JCHO大阪病院消化器内科 大西 良輝（おおにし よしき）

PD4―7 肝硬変患者における筋力・筋肉量評価の重要性
兵庫医科大学 楊 和典（よう かずのり）

PD4―8 C 型肝硬変の自然史および抗ウイルス療法による肝硬変予後，肝発癌抑制効果
～代償性と非代償性肝硬変との比較において～

虎の門病院肝臓センター 藤山俊一郎（ふじやま しゅんいちろう）

PD4―9 肝硬変治療薬開発を見据えた肝星細胞活性化抑制物質の同定
大阪市立大学大学院医学研究科 松原三佐子（まつばら みさこ）

PD4―10 肝硬変に対する間葉系幹細胞由来のエクソソーム療法の開発に向けて
新潟大学医学部 土屋 淳紀（つちや あつのり）

PD4―11 非代償性肝硬変に対する培養自己骨髄間葉系幹細胞による自己完結型肝硬変再生療法
山口大学大学院医学系研究科肝臓再生基盤学/

山口大学研究推進機構再生・細胞治療研究センター 高見 太郎（たかみ たろう）
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パネルディスカッション 5

ストレス応答と肝疾患進展
The role of stress reactions in liver diseases

第 1日目 8月 28 日（金）14：20～16：50
Room F（大阪国際会議場 10F 会議室 1005）

司会 齋藤 英胤 電源開発株式会社総合健康管理センター

森屋 恭爾 東京大学大学院医学系研究科感染制御・感染症内科

PD5―1 【基調講演】ストレス応答と肝疾患進展
川崎医科大学肝胆膵内科学 日野 啓輔（ひの けいすけ）

PD5―2 Pirfenidone のアセトアミノフェン（APAP）急性肝不全モデルに対する肝障害改善・細胞死抑
制効果の検討

九州大学病院大学院医学研究院病態制御内科学 田代 茂樹（たしろ しげき）

PD5―3 糖による肝細胞障害機序の検討
産業医科大学第 3内科学 林 倫留（はやし つぐる）

PD5―4 肝細胞脂肪変性における小胞体ストレス・酸化ストレス応答に関与する遊離アミノ酸
東北大学大学院医学系研究科消化器病態学分野 佐野 晃俊（さの あきとし）

PD5―5 肝細胞内のミトコンドリア品質管理は血清中のセレノプロテイン Pの発現を抑制する
川崎医科大学付属病院 原 裕一（はら ゆういち）

PD5―6 IFNαはHBs 抗原を蓄積する肝細胞内の小胞体ストレス反応を減弱させ細胞死を誘導する
名古屋市立大学大学院医学研究科 五十川正記（いそがわ まさのり）

PD5―7 ストレス応答よりみえてくるB型およびC型肝炎ウイルスの戦略
北海道大学大学院医学研究院 森川 賢一（もりかわ けんいち）

PD5―8 慢性肝疾患による肝細胞の p53 活性化が肝発癌に及ぼす影響
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 牧野 祐紀（まきの ゆうき）

PD5―9 DNAメチル化酵素DNMT3Bの欠損は酸化ストレスを介し炎症性肝発癌を促進する
京都大学医学研究科消化器内科 井口恵里子（いぐち えりこ）

PD5―10 肝細胞癌進展における小胞体ストレス関連遺伝子 PERKの役割
愛媛大学大学院消化器内分泌代謝内科学 行本 敦（ゆきもと あつし）

PD5―11 肝癌増殖におけるオートファジーアダプター蛋白質 optineurin 発現の生物学的意義について
九州大学病院消化器・総合外科 戸島 剛男（としま たけお）
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パネルディスカッション 6

肝癌・肝炎の拾い上げとリスク評価
How to find population carrying risk for hepatitis

and/or hepatocellular carcinoma
第 2日目 8月 29 日（土）9：30～12：00
Room K（大阪国際会議場 12F 特別会議場）

司会 田中 純子 広島大学大学院医系科学研究科疫学・疾病制御学

持田 智 埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科

PD6―1 【基調講演】ウイルス性肝炎・肝線維化進行例の拾い上げと，ウイルス制御下の肝がんリスク評
価

武蔵野赤十字病院消化器科 黒崎 雅之（くろさき まさゆき）

PD6―2 肝炎ウイルス陽性者ファローアップの現状と残された課題
国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター 是永 匡紹（これなが まさあき）

PD6―3 エジプトにおけるC型肝炎対策～30 年間にわたる国際医療協力フォローアップ調査からの提
言

国立病院機構熊本医療センター 杉 和洋（すぎ かずひろ）

PD6―4 当県における院内肝炎検査陽性者新規拾い上げ対策
三重大学医学部消化器肝臓内科 長谷川浩司（はせがわ ひろし）

PD6―5 埼玉県における医療費助成診断書に基づいたDAA治療開始患者の解析：自治体検診と職域
検診での陽性者の比較

埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 内田 義人（うちだ よしひと）

PD6―6 肝疾患診療連携拠点病院による肝炎ウイルス陽性者受診勧奨システムを中心とした潜在的肝
炎ウイルス陽性者への対策

熊本労災病院消化器内科/
熊本大学病院消化器内科 瀬戸山博子（せとやま ひろこ）

PD6―7 多職種連携による院内肝炎ウイルス検査陽性者受診勧奨は患者掘り起こしに有用である
山口大学医学部附属病院肝疾患センター 日髙 勲（ひだか いさお）

PD6―8 受診と受療を強化した院内拾い上げに向けたコーディネータの活用：H県の取り組み
兵庫医科大学内科学肝胆膵科 坂井 良行（さかい よしゆき）

PD6―9 肝炎アラートシステムを用いたHBV再活性化予防対策
大阪医科大学附属病院消化器内科 大濱日出子（おおはま ひでこ）

PD6―10 健診受診者における肝線維化進展に関わるアルゴリズム：shear wave elastography とデータ
マイニングを用いた検討

久留米大学医学部消化器内科 川口 巧（かわぐち たくみ）

PD6―11 健診スクリーニングを意識した肝発癌リスク評価におけるFIB-4 index の有用性
新潟大学医学部健康寿命延伸・消化器疾患先制医学講座 横尾 健（よこお たけし）
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PD6―12 非 B非 C肝癌の臨床的特徴とNAFLDからの肝癌発症早期診断マーカーの検討
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 村井 大毅（むらい ひろき）

PD6―13 非 B非 C型肝細胞癌の病理学的特徴と背景因子，予後に関する検討
広島大学大学院消化器・代謝内科 長沖 祐子（ながおき ゆうこ）

PD6―14 核酸アナログ投与中のB型慢性肝疾患における，簡便かつ投与中のどのタイミングでも評価可
能な肝発癌リスク評価法の開発

虎の門病院肝臓センター 保坂 哲也（ほさか てつや）

PD6―15 核酸アナログ製剤投与前及び投与中の発癌予測スコアの予測精度の検討
武蔵野赤十字病院消化器科 桐野 桜（きりの さくら）
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パネルディスカッション 7

肝疾患とサルコペニア―現状・課題・将来展望―
Liver disease and sarcopenia:

current status, remaining issues and future prospects
第 2日目 8月 29 日（土）9：30～12：00
Room I（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）

司会 西口 修平 加納総合病院名誉院長

清水 雅仁 岐阜大学大学院医学系研究科消化器病態学

PD7―1 【基調講演】これからのサルコペニア研究と臨床のあり方
国立病院機構長崎医療センター

臨床研究センター肝臓内科 八橋 弘（やつはし ひろし）

PD7―2 慢性肝疾患患者における JSHサルコペニア判定基準と Liver Frailty Index の筋萎縮予測指標
としての有用性の検討

久留米大学医学部消化器内科 川口 巧（かわぐち たくみ）

PD7―3 慢性肝疾患における握力悪化の頻度及び悪化の寄与因子の検討
労働者健康安全機構大阪労災病院 足立裕次郎（あだち ゆうじろう）

PD7―4 慢性肝疾患患者における歩行速度
兵庫医科大学 西川 浩樹（にしかわ ひろき）

PD7―5 肝癌再発過程におけるサルコペニアに関与する血中遊離アミノ酸
東北大学病院消化器内科 嘉数 英二（かかず えいじ）

PD7―6 肝線維化に伴う血中胆汁酸および骨格筋量の変動と分枝鎖アミノ酸およびカルニチン投与に
よる変化

三重大学保健管理センター 小林 由直（こばやし よしなお）

PD7―7 肝硬変におけるサルコペニアとエンドトキシン及び血清亜鉛濃度関連について
奈良県立医科大学附属病院消化器代謝内科 村田 晃児（むらた こうじ）

PD7―8 高齢肝硬変患者における嚥下機能とサルコペニア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（はらぐち まさふみ）

PD7―9 肝移植術後サルコペニアに対するHMB投与の有用性に関するランダム化比較試験
京都大学肝胆膵・移植外科 加茂 直子（かも なおこ）

PD7―10 肝硬変・肝癌患者におけるサルコペニアと薬物療法の関係
仙台厚生病院肝臓内科/

仙台厚生病院肝腫瘍センター 福田 遼（ふくだ りょう）

PD7―11 肝硬変における握力と予後との関連について：性層別解析
岐阜大学医学部附属病院第一内科 華井 竜徳（はない たつのり）

PD7―12 原発性肝癌に対する肝切除術後早期の骨格筋量変化の意義
九州大学大学院消化器・総合外科 伊藤 心二（いとう しんじ）
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PD7―13 慢性肝疾患のサルコペニア進行に及ぼす因子の検討
広島大学病院 平松 憲（ひらまつ あきら）
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パネルディスカッション 8

肝移植医療における内科・外科連携の現状と問題点
Current status and Issues of cooperation

between physicians and surgeons in Liver Transplantation
第 2日目 8月 29 日（土）14：00～16：30

Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）
司会 大段 秀樹 広島大学大学院医系科学研究科消化器・移植外科学

石上 雅敏 名古屋大学医学部附属病院消化器内科

PD8―1 【基調講演】肝移植医療における内科・外科連携
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学 永野 浩昭（ながの ひろあき）

PD8―2 当院における肝移植に関する内科・外科連携体制
広島大学病院消化器・移植外科 大平 真裕（おおひら まさひろ）

PD8―3 肝移植医療における内科・外科のシームレスな連携の重要性
長崎大学大学院移植・消化器外科 曽山 明彦（そやま あきひこ）

PD8―4 原発性胆汁性胆管炎・原発性硬化性胆管炎の肝移植後の経過
東京女子医科大学消化器内科 児玉 和久（こだま かずひさ）

PD8―5 Milan 基準超 5-5-500 内肝細胞癌に対する肝移植後経過の実態
岡山大学医学部消化器・肝臓内科 安中 哲也（やすなか てつや）

PD8―6 急性肝不全治療における肝移植までの内科と移植外科の連携について
昭和大学藤が丘病院 井上 和明（いのうえ かずあき）

PD8―7 急性肝不全患者に対する脳死肝移植を見据えた内科外科連携体制の現状と課題
神戸大学大学院肝胆膵外科 蔵満 薫（くらみつ かおり）

PD8―8 本県における急性肝不全に対する肝移植再開に向けた診療ネットワーク運用の検討
新潟大学医歯学総合研究科消化器内科学分野 薛 徹（せつ とおる）

PD8―9 脳死肝移植からみた内科・外科の連携
東京大学医学部附属病院臓器移植医療部 裵 成寛（はい なるひろ）

PD8―10 当施設におけるルール改正後の脳死肝移植の現状と問題点
慶應義塾大学医学部外科 蛭川 和也（ひるかわ かずや）

PD8―11 肝臓内科医の肝移植医療への貢献度を向上させるために―肝臓内科医が外科肝移植チームで
の研修で得たもの―

久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 桑原礼一郎（くわはら れいいちろう）
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