
ワークショップ 1

薬物性肝障害の診断と治療
New development of diagnosis and treatment for drug-induced liver injury

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room C（大阪国際会議場 10F 会議室 1001）

司会 四柳 宏 東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野

原田 憲一 金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学

WS1―1 【基調講演】薬物性肝障害の診断と現況
帝京大学医療技術学部 滝川 一（たきかわ はじめ）

WS1―2 公表から 15 年が経過したDDW-J2004 ワークショップ薬物性肝障害診断基準の現状
北里大学メディカルセンター消化器内科 渡邊 真彰（わたなべ まさあき）

WS1―3 薬物性肝障害の診断にDLSTは必要か？
帝京大学医学部内科学講座 相磯 光彦（あいそ みつひこ）

WS1―4 M2BPGi およびAutotaxin は薬物性肝障害における組織学的炎症を反映し得るか
信州大学医学部消化器内科 山崎 智生（やまざき ともお）

WS1―5 急性肝障害急性期の薬物性肝障害・自己免疫性肝炎診断スコアの併用は薬物性肝障害の診断
に有用である

岩手医科大学 柿坂 啓介（かきさか けいすけ）

WS1―6 当院における薬物性肝障害の検討―自己免疫機序の考えられる症例に注目して―
香川県立中央病院肝臓内科 筒井 朱美（つつい あけみ）

WS1―7 免疫チェックポイント阻害剤による肝障害の病理学的特徴
仙台厚生病院肝臓内科 近藤 泰輝（こんどう やすてる）

WS1―8 免疫チェックポイント阻害薬による薬物性肝障害の検討
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 砂金光太郎（すなご こうたろう）

WS1―9 免疫チェックポイント阻害薬投与後に発現した肝障害の検討
金沢大学附属病院消化器内科 寺島 健志（てらしま たけし）

WS1―10 免疫チェックポイント阻害剤による肝障害と予後に対する影響
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 田中 裕登（たなか ゆうと）

WS1―11 当院における薬物性肝障害の臨床経過の解析
東海大学医学部消化器内科学 鶴谷 康太（つるや こうた）
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ワークショップ 2

肝疾患における移行期医療
Transitional care for patients with liver diseases

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）

司会 原田 大 産業医科大学第 3内科学

小松 陽樹 東邦大学医療センター佐倉病院小児科

WS2―1 【基調講演】我が国における成人先天性肝疾患研究の提案
済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 乾 あやの（いぬい あやの）

WS2―2 当院におけるFontan 術後肝疾患（FALD）サーベイランスの現状について
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）

WS2―3 Fontan 術後の移行期消化器病診療における多科連携の重要性
大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学 徳原 大介（とくはら だいすけ）

WS2―4 移行期医療におけるFontan 関連肝疾患（FALD）の現状と問題点
岡山大学病院消化器内科 大西 秀樹（おおにし ひでき）

WS2―5 当院におけるFontan 術後肝合併症患者管理における問題点
聖隷浜松病院 木次 健介（きつぎ けんすけ）

WS2―6 胆道閉鎖症罹患児に対する自立支援に関する取り組み
大阪母子医療センター消化器・内分泌科 惠谷 ゆり（えたに ゆり）

WS2―7 胆道閉鎖症術後成人期に肝移植を要した症例における移行期医療の課題
国立成育医療研究センター臓器移植センター 福田 晃也（ふくだ あきなり）

WS2―8 稀少先天性代謝異常疾患のトランジションは何科が診療すべきなのか？
群馬大学医学部附属病院消化器・肝臓内科 柿﨑 暁（かきざき さとる）

WS2―9 Alagille 症候群など遺伝性胆汁うっ滞疾患における進学時期と移行期医療
筑波大学小児科 今川 和生（いまがわ かずお）

WS2―10 小児 NAFLD患者の背景疾患と移行医療への課題
新潟大学医歯学総合病院 上村 博輝（かみむら ひろてる）

WS2―11 全国オンライン登録データから見た小児期ウイルス肝炎診療と移行期医療の実態
大阪急性期・総合医療センター 髙野 智子（たかの ともこ）

WS2―12 小児期発症自己免疫性肝炎全国調査結果から見た移行期医療の課題
済生会横浜市東部病院 十河 剛（そごう つよし）

WS2―13 食道胃静脈瘤の発見を契機に移行期医療に直面した小児慢性肝疾患患者の検討
順天堂大学医学部消化器内科 深田 浩大（ふかだ ひろお）

WS2―14 移行期医療等に関するWilson 病患者のアンケート調査結果
帝京平成大学 児玉 浩子（こだま ひろこ）
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ワークショップ 3

門脈圧亢進症の診断と治療
Diagnosis and Treatment of Portal Hypertension

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room H（大阪国際会議場 10F 会議室 1008）

司会 河田 則文 大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学

吉田 寛 日本医科大学消化器外科

WS3―1 【基調講演】Portal Hypertension：Diagnosis and Treatment
山口大学医学部消化器内科 坂井田 功（さかいだ いさお）

WS3―2 肝硬変症例におけるBRTOの肝予備能改善効果：短絡路による有用性の比較
埼玉医科大学病院 中澤 学（なかざわ まなぶ）

WS3―3 BRTO後の肝予備能への影響（Dispersion 超音波エラストグラフィーから）
東京医科大学病院消化器内科学分野/
新座志木中央総合病院消化器内科 古市 好宏（ふるいち よしひろ）

WS3―4 異所性静脈瘤破裂に対する治療戦略
奈良県立医科大学附属病院 瓦谷 英人（かわらたに ひでと）

WS3―5 非代償性肝硬変に対する部分的脾動脈塞栓術は是か非か～有効性と安全性の観点より～
山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 石川 剛（いしかわ つよし）

WS3―6 著明な脾機能亢進症・巨脾・側副血行路を伴う門脈圧亢進症に対する新しい外科治療戦略～
Retlap splenectomy in semi-prone position～

藤田医科大学総合消化器外科 木口 剛造（きぐち ごうぞう）

WS3―7 門脈圧亢進症に対する腹腔シャントの挿入方法と工夫
日本医科大学付属病院 清水 哲也（しみず てつや）

WS3―8 難治性腹水と難治性肝性胸水に対するTIPS の治療成績
日本医科大学消化器肝臓内科 葉山 惟信（はやま これのぶ）

WS3―9 門脈圧亢進症の病因別にみた門脈圧と骨格筋量との関係
東邦大学医療センター大森病院消化器センター内科 松井 哲平（まつい てっぺい）

WS3―10 新規アタッチメントを用いた肝脾臓硬度測定による門脈圧亢進症の評価
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 廣岡 昌史（ひろおか まさし）

WS3―11 原発性胆汁性胆管炎における食道静脈瘤発生の検討
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）

WS3―12 食道胃静脈瘤の評価における超音波エラストグラフィーの有用性
兵庫医科大学病院肝胆膵内科 會澤 信弘（あいざわ のぶひろ）

WS3―13 食道静脈瘤の診断における門脈圧亢進症パラメータの比較検討
大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 小谷 晃平（こたに こうへい）

WS3―14 肝硬変症例における門脈血栓症に対する血栓溶解療法の有効性
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 山田 涼子（やまだ りょうこ）
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WS3―15 慢性肝疾患に続発した二次性免疫性血小板減少症に対するトロンボポエチン受容体アゴニス
トの有用性

北里大学病院 和田 尚久（わだ なおひさ）
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ワークショップ 4

肝癌の局所治療とその戦略
Treatment Strategy in Locoregional Therapy for Liver Cancer

第 1日目 8月 28 日（金）9：50～12：20
Room D（大阪国際会議場 10F 会議室 1002）

司会 島田 光生 徳島大学大学院医歯薬学研究部消化器・移植外科

建石 良介 東京大学医学部附属病院消化器内科

WS4―1 肝細胞癌ラジオ波焼灼術後の肝炎ウイルス制御が再発回数に及ぼす影響
東京大学医学部附属病院 内野 康志（うちの こうじ）

WS4―2 根治的切除後再発時の治療選択からみた望ましい肝細胞癌の治療戦略
虎の門病院消化器外科 進藤 潤一（しんどう じゅんいち）

WS4―3 肝細胞癌に対する局所治療としての外科切除～腹腔鏡下か開腹か
大阪大学大学院 小林 省吾（こばやし しょうご）

WS4―4 非ウイルス性肝疾患時代の腹腔鏡下ラジオ波焼灼術の有用性
自治医科大学内科学講座消化器内科学部門 森本 直樹（もりもと なおき）

WS4―5 肝細胞癌に対する穿刺局所療法の治療戦略：MWA vs. RFAその治療選択について
岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野 黒田 英克（くろだ ひでかつ）

WS4―6 早期肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療―他治療を補完する強力な治療選択肢として
大船中央病院放射線治療センター 鶴貝雄一郎（つるがい ゆういちろう）

WS4―7 肝予備能不良症例のRFA治療における長期生存に関与する因子の検討～多施設共同での後ろ
向き解析

松山赤十字病院肝臓・胆のう・膵臓内科/
全国赤十字病院肝疾患ネットワーク 越智 裕紀（おち ひろのり）

WS4―8 初発 BCLC-B1/2 の HCCは curative therapy の適応である
総合病院岡山市立市民病院 大西 理乃（おおにし あやの）

WS4―9 多発肝細胞癌症例における外科的切除とラジオ波治療を組み合わせた集学的治療の有用性に
ついて

姫路赤十字病院内科 多田 俊史（ただ としふみ）

WS4―10 肝動脈化学塞栓治療でのビタミンK併用による肝細胞癌壊死増強と局所再発抑制についての
検討

大阪急性期・総合医療センター臨床検査科 春名 能通（はるな よしみち）

WS4―11 肝外転移を有する高度進行肝細胞癌に対する肝切除術の意義
神戸大学医学部附属病院 小松 昇平（こまつ しょうへい）

WS4―12 門脈内腫瘍栓を伴う高度進行肝癌に対する放射線治療を併用した集学的治療
大阪国際がんセンター 長谷川慎一郎（はせがわ しんいちろう）

総括
仙台厚生病院肝臓内科肝腫瘍治療センター 近藤 泰輝（こんどう やすてる）
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ワークショップ 5

自己免疫性肝疾患の新展開
Update on autoimmune liver diseases
第 1日目 8月 28 日（金）14：20～16：50
Room C（大阪国際会議場 10F 会議室 1001）
司会 大平 弘正 福島県立医科大学消化器内科

田中 篤 帝京大学医学部内科学講座

WS5―1 NAFLD/NASHにおける免疫遺伝要因（Lnk/Sh2b3）の関与―NASH+AIHモデルマウス作製
の試み

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 森 泰三（もり たいぞう）

WS5―2 血液検査値の積分値から見たAIHの長期予後
大垣市民病院消化器内科 安田 諭（やすだ さとし）

WS5―3 自己免疫性肝炎における IgG4 陽性形質細胞浸潤の臨床的意義についての検討
東海大学医学部消化器内科 荒瀬 吉孝（あらせ よしたか）

WS5―4 自己免疫性肝炎に対するウルソデオキシコール酸使用例の長期経過
手稲渓仁会病院 田中 一成（たなか かずなり）

WS5―5 自己免疫性肝炎におけるアザチオプリン治療の役割
久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門 有永 照子（ありなが てるこ）

WS5―6 自己免疫性肝炎患者の生活の質
福島県立医科大学消化器内科 高橋 敦史（たかはし あつし）

WS5―7 日本人原発性胆汁性胆管炎（PBC）感受性遺伝子領域 11 番染色体長腕 23.1 に位置する causal
variant およびエフェクター遺伝子の同定

星薬科大学微生物学研究室 人見 祐基（ひとみ ゆうき）

WS5―8 原発性胆汁性胆管炎（PBC）における初診時生化学的検査所見と，予後予測式が予測する予後
との関連

信州大学医学部附属病院 山下 裕騎（やました ゆうき）

WS5―9 原発性胆汁性胆管炎の予後予測マーカーとしてのAlbumin bilirubin score の有用性の検討
香川大学医学部 藤田 浩二（ふじた こうじ）

WS5―10 原発性胆汁性胆管炎における肝関連イベント発生を予測する非侵襲的スコアリングシステム
の検討

金沢大学附属病院消化器内科 長井 一樹（ながい かずき）

WS5―11 ウルソデオキシコール酸で効果不十分な原発性胆汁性胆管炎の病理学的特徴
金沢大学医薬保健研究域医学系人体病理学 原田 憲一（はらだ けんいち）

WS5―12 原発性胆汁性胆管炎に対するベザフィブラート追加投与の長期予後改善効果～PBC全国調査
の結果から～

帝京大学医学部内科学講座：消化器肝臓内科 松本 康佑（まつもと こうすけ）
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WS5―13 PBC 患者のQOL評価尺度としての PBC-10 の妥当性の検討
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 阿部 雅則（あべ まさのり）

WS5―14 小児期発症の原発性硬化性胆管炎患者における肝肺症候群に関する検討
済生会横浜市東部病院 梅津守一郎（うめつ しゅいちろう）

総括
慶應義塾大学医学部消化器内科 中本 伸宏（なかもと のぶひろ）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

61



ワークショップ 6

アルコール性肝障害の基礎と臨床
Alcoholic Liver Disease

-Approach by Basic Research and Clinical Practice-
第 1日目 8月 28 日（金）14：20～16：50
Room H（大阪国際会議場 10F 会議室 1008）

司会 正木 尚彦 国立国際医療研究センター病院中央検査部門

森山 光彦 日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野

WS6―1 【基調講演】アルコール性肝障害：serendipity の肝臓学
三重大学医学部消化器内科学 竹井 謙之（たけい よしゆき）

WS6―2 市中病院におけるアルコール性肝障害患者の現状
大阪警察病院内科 尾下 正秀（おした まさひで）

WS6―3 アルコール性肝障害患者の年代別病態の特徴に関する臨床病理学的検討
東京女子医科大学消化器内科 谷合麻紀子（たにあい まきこ）

WS6―4 わが国のAcute-on-Chronic Liver Failure（ACLF）におけるアルコール性肝障害の位置付け
埼玉医科大学 中山 伸朗（なかやま のぶあき）

WS6―5 アルコール性肝細胞癌の実態と問題点―過去 15 年間の単一施設での検討―
香川大学医学部附属病院消化器神経内科 大浦 杏子（おおうら きょうこ）

WS6―6 臨床パラメータを活用したアルコール性肝障害の線維化マーカー
金沢医科大学肝胆膵内科学 利國 信行（としくに のぶゆき）

WS6―7 C 型慢性肝疾患における各種USツールを用いた線維化診断に対する飲酒の影響
東邦大学医療センター大森病院消化器内科 和久井紀貴（わくい のりたか）

WS6―8 アルコール常用飲酒者における血清糖鎖欠損トランスフェリン（CDT）の有用性の検討
三重大学医学部消化器・肝臓内科 重福 隆太（しげふく りゅうた）

WS6―9 糖鎖欠損トランスフェリン/トランスフェリン比に対する飲酒習慣・依存性および脂肪性肝疾
患関連因子の影響

順天堂大学医学部消化器内科 森永 真紀（もりなが まき）

WS6―10 アルコール性肝硬変におけるALD/NAFLD Index の意義についての検討
新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 坂牧 僚（さかまき あきら）

WS6―11 Nrf2 活性剤 Sulforaphane によるアルコール肝線維症抑制効果の検討
奈良県立医科大学消化器・代謝内科 石田 光志（いしだ こうじ）

WS6―12 細胞外マトリックスと肝細胞の接着分子に注目したアルコール性肝線維症の機序解明につい
て

日本大学医学部消化器肝臓内科 増﨑 亮太（ますざき りょうた）

WS6―13 アルコール代謝関連遺伝子が免疫制御機構に与える影響の検討
済生会宇都宮病院消化器内科 志波 俊輔（しば しゅんすけ）
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WS6―14 アルコール性肝不全患者の予後改善には通院中断回避が最も重要である
岡山市立市民病院 湧田 暁子（わくた あきこ）

WS6―15 慢性肝障害を合併するアルコール依存症患者に対するナルメフェン投与に関する前向き検討
北里大学病院/

湘南鎌倉総合病院 魚嶋 晴紀（うおじま はるき）
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ワークショップ 7

臓器間ネットワークと肝疾患
Interorgan communication in liver disease
第 1日目 8月 28 日（金）14：20～16：50

Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）
司会 調 憲 群馬大学医学系研究科総合外科学講座

中島 淳 横浜市立大学大学院医学研究科肝胆膵消化器病学教室

WS7―1 小腸―脂肪組織―肝臓の臓器間ネットワークを介したNAFLD制御の可能性
慶應義塾大学医学部消化器内科 中本 伸宏（なかもと のぶひろ）

WS7―2 自律神経経路を介する肝―脳―消化管軸の非アルコール性脂肪肝炎の病態への関与
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）

WS7―3 中枢性 Corticotropin releasing factor（CRF）が肝脂質代謝および炎症に与える影響
愛知医科大学肝胆膵内科 中出 幸臣（なかで ゆきおみ）

WS7―4 脂肪組織オートファジーがNAFLD/NASHの病態に与える影響
大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学 坂根 貞嗣（さかね さだつぐ）

WS7―5 TGR5 アゴニストとDPP4 阻害薬の併用による糖尿病合併肝線維化モデルに対する治療効果
奈良県立医科大学附属病院消化器代謝内科 賀屋 大介（かや だいすけ）

WS7―6 肝細胞および脂肪細胞由来の細胞外小胞数はNAFLDに関連するメタボリック状態を反映す
る

三重大学保健管理センター 小林 由直（こばやし よしなお）

WS7―7 非アルコール性脂肪性肝疾患における腎機能低下のリスク因子と SGLT2 阻害薬の効果
京都府立医科大学 瀬古 裕也（せこ ゆうや）

WS7―8 C 型肝炎ウイルス感染による腸肝軸（gut-liver axis）の変化～胆汁酸代謝酵素の発現異常と
dysbiosis が胆汁酸代謝に及ぼす影響～

名古屋市立大学病院中央臨床検査部 井上 貴子（いのうえ たかこ）

WS7―9 成人生体肝移植患者における術前血清ミオスタチン値と術後予後の関連
九州大学大学院消化器・総合外科/

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 筒井由梨子（つつい ゆりこ）

WS7―10 肝性脳症の病態に関わる腸内細菌の同定―リファキシミン内服による腸内細菌叢変化をふま
えて―

大阪市立大学医学部医学研究科肝胆膵病態内科学/
大阪市立大学医学部医学研究科病態生理学 湯川 芳美（ゆかわ よしみ）

総括
東京医科歯科大学大学院肝臓病態制御学 柿沼 晴（かきぬま せい）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

64



ワークショップ 8

C型肝炎診療における今後の課題
Problems in the clinical care of hepatitis C
第 1日目 8月 28 日（金）14：20～16：50
Room B（大阪国際会議場 10F 会議室 1003）

司会 平松 直樹 大阪労災病院消化器内科

坂本 直哉 北海道大学大学院医学研究院消化器内科学教室

WS8―1 DAA治療不成功例に対するグレカプレビル/ピブレンタスビル再治療効果に影響する宿主・
ウイルス因子の検討―全国多施設共同研究―

武蔵野赤十字病院消化器科 板倉 潤（いたくら じゅん）

WS8―2 DAA治療不成功例におけるNS5A-P32 欠損の発生機序と再治療の効果
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）

WS8―3 C 型慢性肝疾患ゲノタイプ 3症例に対する IFN-free DAAs 治療の治療成績と治療不成功例に
対する再治療の有効性の検討

虎の門病院肝臓センター 瀬崎ひとみ（せざき ひとみ）

WS8―4 肝移植に関連するC型肝炎治療の現状と課題
九州大学消化器総合外科 池上 徹（いけがみ とおる）

WS8―5 データベース解析結果から見た過去 15 年間の小児C型肝炎の治療成績と今後の展望
大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター小児科 田尻 仁（たじり ひとし）

WS8―6 IFN-based 治療後 3年以上の肝線維化残存には，治療前T-Bil 高値が関与する
関西労災病院消化器内科 野﨑 泰俊（のざき やすとし）

WS8―7 C 型肝炎 SVR後におけるTransient elastography による肝硬度変化と血清Angiopoietin-2 の
関連の検討

北海道大学病院消化器内科 川岸 直樹（かわぎし なおき）

WS8―8 C 型肝硬変患者における，食道胃静脈瘤の増悪因子に関する検討
兵庫医科大学内科学肝胆膵科 由利 幸久（ゆり ゆきひさ）

WS8―9 肥満および多量飲酒は SVR後発癌のリスク因子である
東京大学医学部附属病院消化器内科 南 達也（みなみ たつや）

WS8―10 SVR後の肝発癌，生存予測因子の解析
東京医科歯科大学医学部附属病院/
東京医科歯科大学統合教育機構 中川 美奈（なかがわ みな）

WS8―11 肝癌治療後C型慢性肝疾患に対するDAA治療による SVRが肝癌再発および生命予後へ与え
る影響―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 田畑 優貴（たはた ゆうき）

WS8―12 C 型慢性肝炎に対するDAA治療による SVR後の年齢別肝発癌および予後に関する検討―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）
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WS8―13 C 型代償性肝硬変患者においても SVR獲得により肝発癌リスク，生命予後は改善する
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）

WS8―14 C 型肝炎患者に対するウィルス駆除がもたらすリスク低減効果を定量化する人工知能モデル
の構築

東京大学医学部附属病院・検査部/
東京大学医学部附属病院・消化器内科 佐藤 雅哉（さとう まさや）

WS8―15 C 型肝炎患者におけるDAA治療 SVR後の免疫病態―マスサイトメトリーによる単一細胞解
析の応用

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 吉田 祐一（よしだ ゆういち）

WS8―16 DAAs 治療後の血清Exosome 中miRNAの変化は SVR後の生体反応を反映する
熊本大学大学院生命科学研究部 渡邊 丈久（わたなべ たけひさ）

総括
虎の門病院肝臓センター 芥田 憲夫（あくた のりお）
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ワークショップ 9

画像診断の新展開
New development of diagnostic imaging
第 2日目 8月 29 日（土）9：30～12：00

Room G（大阪国際会議場 10F 会議室 1006-7）
司会 飯島 尋子 兵庫医科大学消化器内科

村上 卓道 神戸大学大学院医学研究科放射線診断・IVR科

WS9―1 肝静脈波形の定量化を用いた新規肝線維化診断法
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）

WS9―2 MRI を用いた新たな肝細胞機能評価Hepatocyte fraction index による肝癌分子標的治療薬治
療中の肝機能推移の評価

金沢大学附属病院消化器内科 髙田 昇（たかた のぼる）

WS9―3 C 型肝炎に対するDAA療法前後における肝硬度および脾硬度の推移について―血清バイオ
マーカーとの比較検討

市立池田病院消化器内科 杉尾 諒（すぎお りょう）

WS9―4 MRE肝硬度は線維化進展例内での層別化にも有用である
武蔵野赤十字病院消化器科 安井 豊（やすい ゆたか）

WS9―5 当院の肝生検症例に対する fibroscan におけるXLプローブの有用性の検討
広島大学病院 盛生 慶（もりお けい）

WS9―6 超音波エラストグラフィおよび減衰イメージングによるNASH診断の有用性
東京医科大学病院 杉本 勝俊（すぎもと かつとし）

WS9―7 超音波減衰量イメージングとエラストグラフィによるNASHの非侵襲的診断法の確立
岩手医科大学内科学講座消化器内科肝臓分野 黒田 英克（くろだ ひでかつ）

WS9―8 Elastography およびMRI-PDFFを用いた新たな肝脂肪化診断
愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 小泉 洋平（こいずみ ようへい）

WS9―9 非アルコール性脂肪肝疾患の肝線維化診断におけるMRエラストグラフィと超音波エラスト
グラフィであるフィブロスキャン及び SWEの直接比較による検討

横浜市立大学附属病院 今城 健人（いまじょう けんと）

WS9―10 MRI/MREを用いた脂肪性肝疾患活動性評価
山梨大学医学部 小宮山泰之（こみやま やすゆき）

WS9―11 肝悪性腫瘍におけるCEUS LI-RADS分類と肝癌診療ガイドライン
兵庫医科大学内科・肝胆膵科/
兵庫医科大学超音波センター 西村 貴士（にしむら たかし）

WS9―12 人工知能を用いた腹部超音波からのリアルタイム肝腫瘤検出支援
近畿大学医学部消化器内科/

日本超音波医学会 西田直生志（にしだ なおし）
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WS9―13 事前学習済み畳み込みニューラルネットワークの転移学習を用いたダイナミック造影CTに
よる肝原発性悪性腫瘍の組織型診断の検討

信州大学医学部画像医学教室 山田 哲（やまだ あきら）

総括
愛媛県立中央病院消化器病センター内科 平岡 淳（ひらおか あつし）
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ワークショップ 10

肝不全治療の現状と課題
Current status and new therapeutic challenges for acute liver failure

第 2日目 8月 29 日（土）9：30～12：00
Room H（大阪国際会議場 10F 会議室 1008）

司会 滝川 康裕 岩手医科大学消化器内科肝臓分野

井戸 章雄 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

WS10―1 わが国におけるAcute-on-Chronic Liver Failure（ACLF）の診断基準：関連病態も考慮した再
評価

埼玉医科大学 中山 伸朗（なかやま のぶあき）

WS10―2 Glycoprotein Nonmetastatic Protein B（GPNMB）に着目した急性肝不全の病態解明
鹿児島大学大学院消化器疾患・生活習慣病学 熊谷公太郎（くまがい こうたろう）

WS10―3 非昏睡型急性肝不全の早期予後予測としての肝受容体シンチグラフィの有用性の検討
岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野 鈴木 悠地（すずき ゆうじ）

WS10―4 急性肝不全診療における感染監視の臨床的意義
手稲渓仁会病院消化器病センター 姜 貞憲（かん じょんほん）

WS10―5 急性肝不全における感染症の実際と対策
昭和大学藤が丘病院 井上 和明（いのうえ かずあき）

WS10―6 HBVキャリア急性増悪による急性肝不全に対する核酸アナログへのステロイド併用の有効
性・安全性に関する検討

山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 久永 拓郎（ひさなが たくろう）

WS10―7 B 型急性肝炎に対する核酸アナログ及びステロイド療法の治療効果
九州大学病院大学院病態制御内科学 倉重 智之（くらしげ ともゆき）

WS10―8 急性肝障害の病型分類とステロイド肝動注療法の治療効果
九州大学大学院医学研究病態制御内科学 桒野 哲史（くわの あきふみ）

WS10―9 急性肝不全患者の昏睡覚醒までに要する血液透析濾過の回数と浄化量の検討
昭和大学藤が丘病院 井上 和明（いのうえ かずあき）

WS10―10 急性肝不全に対するABO血液型不適合成人生体肝移植
慶應義塾大学医学部外科 篠田 昌宏（しのだ まさひろ）

WS10―11 当科での急性肝不全に対する肝移植
岩手医科大学外科 高原 武志（たかはら たけし）

WS10―12 本邦のACLF基準に基づく患者に対する移植適応に関する検討
神戸大学大学院肝胆膵外科 蔵満 薫（くらみつ かおり）

総括
山口大学大学院医学系研究科肝臓再生基盤学 高見 太郎（たかみ たろう）
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ワークショップ 11

NAFLDの病態解明及び新規治療法の探索
Elucidation of the pathophysiology and research

for novel treatments in NAFLD
第 2日目 8月 29 日（土）14：00～16：30
Room I（大阪国際会議場 10F 会議室 1009）

司会 伊藤 義人 京都府立医科大学医学研究科消化器内科学

正木 勉 香川大学医学部消化器・神経内科

WS11―1 【基調講演】NAFLDの病態理解と治療開発の現況
順天堂大学大学院医学研究科消化器内科学 池嶋 健一（いけじま けんいち）

WS11―2 プール型 CRISPR ライブラリーを用いたNASH新規治療標的分子の網羅的探索
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）

WS11―3 NAFLD病態・治療におけるゲノム・エピゲノム解析の臨床応用
虎の門病院肝臓センター 芥田 憲夫（あくた のりお）

WS11―4 非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）モデルマウスを用いたスフィンゴシン 1リン酸受容体ブ
ロックによる脂質構成の変化と発癌機構の解明

新潟大学医学部消化器内科 吉田 智彰（よしだ ともあき）

WS11―5 治療・予防法の確立を目指した，NASH背景肝における発癌機構の解明
京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学 楳村 敦詩（うめむら あつし）

WS11―6 食事由来酸化ステロール蓄積のNAFLD，動脈硬化の進展における影響
大阪大学大学院医学系研究科循環器内科 小関 正博（こせき まさひろ）

WS11―7 p62 は肝臓-脂肪組織の連関による脂肪酸代謝の制御を介してマウス脂肪性肝炎を防御する
筑波大学附属病院つくば予防医学研究センター 岡田 浩介（おかだ こうすけ）

WS11―8 非アルコール性脂肪性肝炎における Ipragliflozin の進展抑制機構：STAMマウスを用いた検
討

香川大学医学部消化器・神経内科 森下 朝洋（もりした あさひろ）

WS11―9 整腸剤ベルベリンのNASH肝癌モデルでの効果
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 高木章乃夫（たかき あきのぶ）

WS11―10 Sevelamer による腸管内 LPS吸着を介したNASH進展抑制効果
奈良県立医科大学消化器代謝内科 辻 裕樹（つじ ゆうき）

WS11―11 NAFLDにおける肝線維化とNK細胞機能の関連―Siglec-7 陰性疲弊型NK細胞の同定
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/
北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室 I 坂本 譲（さかもと ゆずる）

WS11―12 NAFLD/NASHの肝線維化進展におけるCYGB依存的酸化ストレス応答と発現制御機構の解
明

大阪市立大学大学院医学研究科 翁 良徳（おきな よしのり）
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WS11―13 SIRT-1 発現調節可能な iPS 細胞を用いた完全ヒト人工肝臓による脂肪肝再現モデルの作成
九州大学病院 武石 一樹（たけいし かずき）
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ワークショップ 12

肝疾患におけるバイオマーカー研究
Biomarkers in Liver Diseases

第 2日目 8月 29 日（土）14：00～16：30
Room D（大阪国際会議場 10F 会議室 1002）

司会 加藤 直也 千葉大学大学院医学研究院消化器内科学

日浅 陽一 愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学

WS12―1 【基調講演】新しい肝疾患のバイオマーカーを作るために
大阪大学大学院医学系研究科生体病態情報科学 三善 英知（みよし えいじ）

WS12―2 肝内胆管癌の診断バイオマーカーとしての血清MMP-7 の有用性
大阪大学医学部附属病院 塩出 悠登（しおで ゆうと）

WS12―3 幹細胞性肝細胞癌に対するBMP9 シグナル阻害剤の治療効果検討
金沢大学附属病院消化器内科 丹尾 幸樹（にお こうき）

WS12―4 切除肝細胞癌の腫瘍部・非腫瘍部におけるRNAメチル化解析：N6メチルアデノシトシンと
関連遺伝子の臨床的意義

名古屋大学医学部附属病院 園原 史訓（そのはら ふみのり）

WS12―5 肝細胞癌における Protein kinase R（PKR）の組織バイオマーカーとしての役割と標的治療の可
能性

愛媛大学大学院医学系研究科
消化器・内分泌・代謝内科学 渡辺 崇夫（わたなべ たかお）

WS12―6 肝癌切除後再発におけるバイオマーカーとしてのOncogenic mutations
山梨県立中央病院肝胆膵外科 飯室 勇二（いいむろ ゆうじ）

WS12―7 肝細胞癌に対するソラフェニブの治療効果を早期に予測する血清バイオマーカーの解析
熊本大学大学院生命科学研究部消化器内科学 楢原 哲史（ならはら さとし）

WS12―8 末梢血好中球・リンパ球比はレンバチニブが投与された肝細胞癌患者の予後予測マーカーで
ある：多施設共同研究

姫路赤十字病院内科 多田 俊史（ただ としふみ）

WS12―9 C 型慢性肝疾患の生物学的指標としての血漿中アミノ酸濃度の検討
JCHO大阪病院消化器内科 谷口 舞子（たにぐち まいこ）

WS12―10 Mac-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体の肝移植後患者における有用性
京都大学肝胆膵・移植外科 田浦康二朗（たうら こうじろう）

WS12―11 慢性肝疾患患者における腸内細菌の Predicted Functional Dysbiosis に影響を与える因子につ
いての検討

名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学 山本 健太（やまもと けんた）

WS12―12 NASH診断バイオマーカーとしてのミトコンドリアフェリチン
川崎医科大学総合内科学 2 川中 美和（かわなか みわ）
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WS12―13 NAFLDにおけるオミクス解析を用いた肝線維化バイオマーカーの検討
広島大学病院消化器・代謝内科 中原 隆志（なかはら たかし）

WS12―14 ゲノム医療の実現を目指した，ヒトとHBVゲノム多型の統合解析によるB型肝がんの発症リ
スクの解析

国立国際医療研究センター 杉山 真也（すぎやま まさや）
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