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特別企画 3-1 研修医・専攻医セッション 1

第 1 日目 6 月 17 日（木）10：10～11：40
第 11 会場（ロイトン札幌 2F クリスタルルーム A）

司会 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

加藤 淳二 札幌医科大学腫瘍内科学講座

神田 達郎 日本大学内科学系消化器肝臓内科学分野

SP3―1―1 ニボルマブ・イピリムマブ併用療法による胆汁鬱滞型肝障害に対し，ミコフェノール酸モフェ
チルが奏功した一例

独立行政法人国立病院機構埼玉病院消化器内科 友近 瞬（ともちか しゅん）

SP3―1―2 急性胆囊炎に肝静脈血栓症・門脈血栓症を合併した 2 例
JA 岐阜厚生連中濃厚生病院消化器内科 三浦 有貴（みうら ゆき）

SP3―1―3 尿病合併 NASH における SGLT2 阻害剤の長期投与例の検討
川崎医科大学総合内科学 2 石井 克憲（いしい かつのり）

SP3―1―4 肝細胞癌に対する経皮的凝固療法の肝機能に対する影響に関する検討
岐阜市民病院消化器内科 大西 拓海（おおにし たくみ）

SP3―1―5 妊婦検診で B 型肝炎を指摘され，妊娠 34 週で切除した肝細胞癌の 1 例
獨協医科大学埼玉医療センター消化器内科 早川 富貴（はやかわ ふうき）

SP3―1―6 On demand TACE，lenvatinib・ramucirmab による sequential 治療にて病状を制御している
巨大肝細胞癌の一例

みやぎ県南中核病院消化器内科 土井耕太郎（どい こうたろう）

SP3―1―7 当院における治療目的別にみたバルーン閉塞下逆行性塞栓術（BRTO）の検討
岐阜市民病院消化器内科 下城 宏太（しもじょう こうた）

SP3―1―8 レンバチニブにより conversion therapy が可能となった巨大 HCC の 1 例
岐阜市民病院初期臨床研修センター 犬飼 将旭（いぬかい まさあき）

SP3―1―9 当院における症候性肝囊胞に対するエタノール硬化療法の検討
岐阜市民病院消化器内科 小林 立樹（こばやし りき）

SP3―1―10 IgM HBc 抗体陰性，トランスアミナーゼ正常で来院した B 型急性肝炎の 1 例
日本大学医学部消化器肝臓内科学分野 青木 央（あおき ひろし）

SP3―1―11 アルコール肝障害を背景に E 型急性肝炎を発症した ACLF の一例
佐賀大学医学部附属病院卒後臨床研修センター 枝吉 誠（えだよし まこと）

SP3―1―12 急性膵炎と血球貪食症候群を合併した急性肝不全昏睡型の 1 例
京都大学医学部付属病院消化器内科 萬川 和（まんかわ なごみ）

SP3―1―13 多発肝転移，リンパ節転移を伴う直腸原発神経内分泌腫瘍に対して集学的治療が有効であった
一例：当院での症例群の検討と共に

新潟大学医歯学総合病院消化器内科 小川 和也（おがわ かずや）
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特別企画 3-2 研修医・専攻医セッション 2

第 1 日目 6 月 17 日（木）13：50～15：20
第 11 会場（ロイトン札幌 2F クリスタルルーム A）

司会 平松 直樹 大阪労災病院消化器内科

阪森亮太郎 大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

荘 拓也 北海道大学内科学講座消化器内科学教室

SP3―2―1 健診者を対象とした肝硬変，肝発癌の原因となる脂肪性肝疾患を早期発見するための Fib
4index と NAFLD fibrosis score を用いた肝線維化症例の囲い込み

地域医療機能推進機構山梨病院消化器病センター 見本雄一郎（けんもと ゆういちろう）

SP3―2―2 レンバチニブ導入後に腸管壊死を来した一剖検例
大阪労災病院消化器内科 近江 舞（おうみ まい）

SP3―2―3 当院における門脈圧亢進症に伴う難治性腹水に対する腹腔静脈（P-V）シャントの検討
岐阜市民病院消化器内科 川出 真史（かわで まさふみ）

SP3―2―4 レンバチニブ治療を導入後早期に破裂した肝細胞癌の 2 例
埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科 佐藤 彩（さとう あや）

SP3―2―5 肝アミロイドーシスの一例
関西労災病院消化器内科 小林 千夏（こばやし ちなつ）

SP3―2―6 テノホビルアラフェナミドフマル酸塩（TAF）により治療した悪性リンパ腫治療関連 de novo
肝炎の 1 例

武蔵野赤十字病院消化器科 稲田 賢人（いなだ けんと）

SP3―2―7 関節リウマチを合併した特発性門脈圧亢進症に脾臓摘出術を施行した一例
信州大学医学部消化器内科 小林 浩幸（こばやし ひろゆき）

SP3―2―8 悪性リンパ腫寛解後に出現したステロイド抵抗性自己免疫性肝炎の一例
昭和大学医学部内科学講座消化器内科学部門 冨士 貴弘（ふじ たかひろ）

SP3―2―9 当院結腸癌患者におけるオキサリプラチンによる門脈圧亢進症の病理学的検討
JCHO 札幌北辰病院消化器内科 鈴木 佑季（すずき ゆうき）

SP3―2―10 健診を機に指摘された downhill esophageal varices の 1 例
聖マリアンナ医科大学病院消化器肝臓内科 丹羽はるか（にわ はるか）

SP3―2―11 肝細胞癌に対するレンバチニブ治療における mALBI grade の有用性の検討
釧路労災病院内科 横山 大輔（よこやま だいすけ）

SP3―2―12 肝腫瘍生検にて肝原発神経内分泌腫瘍と診断し，外科的切除を行った 1 例
信州大学医学部消化器内科 黒沢 晃伸（くろさわ あきのぶ）

SP3―2―13 肝移植を念頭に High flow HDF を実施した急性肝不全の 4 例
JCHO 北海道病院消化器センター 菅野 究（かんの きわむ）
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特別企画 3-3 研修医・専攻医セッション 3

第 1 日目 6 月 17 日（木）15：50～17：20
第 11 会場（ロイトン札幌 2F クリスタルルーム A）

司会 松居 剛志 手稲渓仁会病院消化器病センター

澤田 康司 旭川医科大学内科学講座消化器・血液腫瘍制御内科学分野

中井 正人 北海道大学内科学講座消化器内科学教室

SP3―3―1 閉経後に肝線維化が進展し肝組織学的に肝硬変までの経過が終えた NASH の 2 症例
川崎医科大学総合医療センター臨床教育研修センター 河田真由子（かわだ まゆこ）

SP3―3―2 ステロイドパルスによる免疫抑制療法で劇症化を阻止した HBV キャリア急性増悪の一例
聖マリアンナ医科大学病院消化器・肝臓内科 得平 卓也（えひら たくや）

SP3―3―3 親子発症した原発性胆汁性胆管炎肝硬変症例の抗 Gp210 抗体の検討
福岡大学病院消化器内科 永田 貴大（ながた たかひろ）

SP3―3―4 術前診断が困難であった腎細胞癌肝転移の 1 例
大阪市立大学大学院肝胆膵外科学 月田 智也（つきだ ともや）

SP3―3―5 若年女性の低用量ピル内服中に出現した特異な画像所見を示した肝細胞癌の一症例
地域医療機能推進機構北海道病院消化器内科 秋山 由樹（あきやま よしき）

SP3―3―6 Paclitaxel 投与により長期生存が得られた肝血管肉腫の 1 例
旭川医科大学内科学講座

病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野 室 和希（むろ かずき）

SP3―3―7 進行大腸癌に対して Oxaliplatin を含む化学療法施行中に類洞閉塞症候群から胃静脈瘤を来し
た一例

東京医科大学病院消化器内科 林 真里（はやし まり）

SP3―3―8 Portosystemic Shunt Syndrome に対する BRTO 後に発達した下行結腸静脈瘤に対して
BRTO を施行した 1 例

山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 川本 大樹（かわもと だいき）

SP3―3―9 当院における成人ウイルソン病患者の臨床的検討
大阪医科大学附属病院消化器内科 別所 希美（べっしょ きみ）

SP3―3―10 切除不能肝細胞癌に対する Lenvatinib の当院での治療成績と後治療について
城山病院消化器内科 後 昴佑（うしろ こうすけ）

SP3―3―11 当科での腹水濾過濃縮再静注療法（CART）の実際
岡山市立市民病院 村上 詩歩（むらかみ しほ）

SP3―3―12 肝動注療法が著効し CR が得られた切除不能肝細胞癌の 4 例
京都山城総合医療センター 森田 輝（もりた ひかる）

SP3―3―13 E 型急性肝炎および急性肝不全の 4 例
手稲渓仁会病院消化器内科 安藤 遼（あんどう りょう）


