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プログラム

プログラム
1日目：2023年2月3日（金）

10:00〜10:05　開会式
会長：加藤  直也（千葉大学大学院医学研究院　消化器内科学）

10:05〜10:40　一般演題1 p.40〜

座長：正宗  淳（東北大学大学院医学系研究科　消化器病態学分野）

O1-1	 	Lumen-apposing	metal	stent を使用した急性膵炎後液体貯留の検討
 高橋  幸治1,2）、遠山  翔大1）、山田  奈々 1）、杉原  地平1）、大内  麻愉1）、菅  元泰1）、永嶌  裕樹1）、
 飯野  陽太郎1）、大山  広1）、日下部  裕子1）、沖津  恒一郎1）、大野  泉1,2）、滝口  裕一2）、加藤  直也1）

 1）千葉大学医学部附属病院 消化器内科、2）千葉大学医学部附属病院 腫瘍内科

O1-2	 アルコール摂取により発症した膵癌術後腹腔内膿瘍の 1例
 西紋  禮士1）、佐々木  啓壮1）、佐藤  辰貴1）、三宅  智雄1）、北川  貴之1）、青木  啓純1）、中島  義博1）、
 多田  大和5）、河瀬  智哉1）、伊禮  功4）、浦上  淳3）、吉田  浩司1）、日野  啓輔2）

 1）川崎医科大学　消化器内科学、2）周南記念病院　消化器病センター、3）川崎医科大学　総合外科学、
 4）川崎医科大学　病理学、5）川崎医科大学　検査診断学

O1-3	 アルコール性急性膵炎の当院における長期転帰
 大浦  弘嵩、畑山  靖樹、野村  英里佳、飯髙  正典、村上  大輔、嶋  由紀子、杉山  晴俊、白戸  美穂、
 西野  隆義、新井  誠人
 東京女子医科大学八千代医療センター消化器内科

O1-4	 MAFLDと逆流性食道炎の関連
 川口  巧
 久留米大学　消化器内科

O1-5	 ルゴール不染帯によりGrade 分類した慢性食道炎と食道扁平上皮癌の遺伝子変異の検討
 明杖  直樹、沖元  謙一郎、松村  倫明、太田  佑樹、對田  尚、齋藤  景子、加藤  順、加藤  直也
 千葉大学医学部附属病院　消化器内科

10:40〜11:15　一般演題2 p.45〜

座長：岩佐  元雄（三重大学医学部附属病院　消化器・肝臓内科）

O2-1	 アセトアルデヒド由来終末糖化産物がアルコール関連肝疾患の病態進展に及ぼす影響
 福村  敦、橋爪  智恵子、久保田  龍一、野村  匡晃、山形  光慶、齊藤  隆、堤  幹宏、土島  睦
 金沢医科大学　肝胆膵内科学

O2-2	 MC4R、Maid 両遺伝子欠損マウスを用いた慢性アルコール性肝障害モデルマウスの開発
 坂牧  僚1）、酒井  規裕1）、小川  和也1）、木村  成宏1）、荒生  祥尚1）、阿部  寛幸1）、上村  顕也1,2）、
 寺井  崇二1）

 1）新潟大学医歯学総合研究科　消化器内科学分野、2）新潟大学医学部医学科　総合診療学講座
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O2-3	 アルコール性肝疾患における血漿遊離アミノ酸組成の検討
 佐野  晃俊、井上  淳、正宗  淳
 東北大学消化器内科

O2-4	 	市中病院におけるAcute-on-Chronic	Liver	Failure（ACLF）を呈したアルコール性肝硬変の実
態調査

 亀崎  秀宏、横塚  孝基、大金  良槻、齋藤  遼、德長  鎮、前田  隆宏、妹尾  純一
 東千葉メディカルセンター 消化器内科

O2-5	 アルコール関連肝疾患を含む非代償性肝硬変に対する自己完結型肝硬変再生療法の現状
 高見  太郎
 山口大学大学院医学系研究科消化器内科学

11:25〜12:15　ランチョンセミナー1 p.32〜

肝疾患診療 Up to Date
座長：加藤  直也（千葉大学大学院医学研究院　消化器内科学）

アルコール性肝障害の肝炎・肝線維化進展とその対策
 海老沼  浩利
 国際医療福祉大学医学部　消化器内科

C型肝炎治療の進歩と残された課題
 森本  直樹
 自治医科大学　内科学講座消化器内科学部門

共催：アッヴィ合同会社

12:20〜12:35　総会

12:35〜13:17　一般演題3 p.50〜

座長：中牟田  誠（国立病院機構九州医療センター　肝臓センター）

O3-1	 慢性膵炎における飲酒量と生活習慣の関連に関する検討
 菊田  和宏、松本  諒太郎、滝川  哲也、正宗  淳
 東北大学大学院医学系研究科消化器病態学

O3-2	 臨床倫理コンサルテーションチームを活用し解決に至った重症型アルコール性肝炎の１例
 高橋  知也、叶川  直哉、弓田  冴、小川  慶太、石野  貴雅、岩永  光巨、藤原  希彩子、中川  美由貴、
 神㟢  洋彰、興梠  慧輔、井上  将法、小林  和史、清野  宗一郎、中村  昌人、近藤  孝行、中川  良、
 小笠原  定久、中本  晋吾、室山  良介、加藤  直也
 千葉大学医学部附属病院消化器内科

O3-3	 	アルコール依存症男性のADH1B/ALDH2 遺伝下型と、依存症に至るまでの飲酒歴、離脱症状
の既往、ICD-10 診断基準との関連

 横山  顕
 国立病院機構久里浜医療センター
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O3-4	 アルコール性肝硬変に関して、断酒が予後に与える影響を考える
 横塚  孝基、亀崎  秀宏、大金  良槻、齋藤  遼、德長  鎮、前田  隆宏、妹尾  純一
 東千葉メディカルセンター　消化器内科

O3-5	 アルコール性肝硬変に対する禁酒の影響
 今井  雄史、高橋  慧、荒谷  一磨、山㟢  春佳、目時  佳恵、根本  陽介、金野  直言、宗像  紅里、
 大川原  健、青木  洋平、柏村  浩、仁平  武
 水戸済生会総合病院消化器内科

O3-6	 当院におけるナルメフェン治療の現況
 堀内  健太朗、谷合  麻紀子、小笠原  友里、小木曽  智美、徳重  克年
 東京女子医科大学病院　消化器病センター　消化器内科

13:20〜14:50　シンポジウム1 p.21〜

アルコール性肝障害とハームリダクションの可能性
座長：加藤  直也（千葉大学大学院医学研究院　消化器内科学）

池嶋  健一（順天堂大学医学部　消化器内科）　　　　　

アルコール性肝障害（アルコール関連肝疾患）診療ガイド 2022 の概要
 疋田  隼人
 大阪大学大学院医学系研究科　消化器内科学

脂肪肝の新概念MAFLDから考えるアルコール関連肝障害とハームリダクション
 川口  巧
 久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門

肝臓専門外来患者のアルコール摂取状況	～AUDITを用いた飲酒摂取状況の評価～
 平岡  淳1）、浪崎  正2）、中井  正人3）、原  なぎさ4）、華井  竜徳5）、宮明  寿光6）、中原  隆志7）、平松  憲8）、
 多田  藤政1）、大濱  日出子1）、吉治  仁志2）

 1）愛媛県立中央病院　消化器内科、2）奈良県立医科大学　消化器内科、3）北海道大学　肝臓内科、
 4）佐賀大学　肝疾患センター、5）岐阜大学　第一内科、6）長崎大学　消化器内科、
 7）広島大学　消化器内科、8）広島記念病院　消化器内科

AUDITによるアルコール依存症のリスク分類から考えるナルメフェンを使用した飲酒量低減の実際
 魚嶋  晴紀、日高  央
 北里大学医学部　消化器内科学

総合病院でできるセリンクロと心理社会的治療
 角南  隆史
 佐賀県医療センター好生館

共催：大塚製薬株式会社

14:50〜15:32　一般演題4 p.56〜

座長：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）

O4-1	 M2BPGi 値からみたアルコール性肝障害肝線維化進展
 海老沼  浩利、井上  和明
 国際医療福祉大学医学部消化器内科
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O4-2	 NAFLDとMAFLDにおける線維化スコアリングシステムを用いた線維化進展要因の検討
	 重福		隆太1）、岩佐		元雄1）、江口		暁子1）、中川		良2）、中川		勇人1）

	 1）三重大学	消化器・肝臓内科、2）大宮シティクリニック

O4-3	 重症型アルコール性肝炎マウスにおける骨格筋の障害
	 江口		暁子、岩佐		元雄、中川		勇人、竹井		謙之
	 三重大学大学院医学系研究科　消化器内科学

O4-4	 アルコール性肝障害発生に対するγ-GTP阻害剤 GGsTop の予防効果
	 橋爪		智恵子、齊藤		隆、福村		敦、久保田		龍一、野村		匡晃、山形		光慶、堤		幹宏、土島		睦
	 金沢医科大学　肝胆膵内科学

O4-5	 アルコール性肝障害マウスにおけるビタミンDの動態と肝線維化への影響
	 芝本		彰彦、鍛治		孝祐、吉治		仁志
	 奈良県立医科大学　消化器・代謝内科

O4-6	 	非アルコール性脂肪性肝疾患およびアルコール性肝疾患由来肝細胞癌における、肝酸化ストレ
ス関連因子、MRI 所見とWnt/β-Catenin	シグナル経路活性化の関連

	 宮西		浩嗣、加藤		淳二
	 札幌医科大学腫瘍内科学講座

15:40〜16:30　アフタヌーンセミナー	 p.36

座長：川口		巧（久留米大学医学部　内科学講座消化器内科部門）

進行肝細胞癌に対する薬物療法の最新情報
―アテゾリズマブ＋ベバシズマブの治療成績と蛋白尿マネジメントを中心に―
	 葛谷		貞二
	 藤田医科大学　消化器内科

共催：中外製薬株式会社

16:35〜17:25　イブニングセミナー	 p.38

座長：吉治		仁志（奈良県立医科大学　消化器内科学講座（消化器・代謝内科））

進行肝細胞癌における最新治療戦略	- レンバチニブのポテンシャルの最大化を目指して -
	 小笠原		定久
	 千葉大学大学院医学研究院　消化器内科学

共催：エーザイ株式会社

17:30〜　懇親会
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2日目：2023年2月4日（土）

9:00〜9:50　モーニングセミナー p.30

座長：加藤  佳瑞紀（船橋中央病院）

IBD 診療はなぜわかりにくいのか？	- 肝臓病と比較して -
 加藤  順
 千葉大学大学院医学研究院　消化器内科学

共催：武田薬品工業株式会社

9:55〜10:30　一般演題5 p.62〜

座長：白石  光一（東海大学医学部付属東京病院　消化器内科）

O5-1	 禁酒治療に難渋し、複数回にわたる食道静脈瘤破裂をきたしたアルコール性肝硬変の 1例
 藤原  希彩子、近藤  孝行、藤本  健太郎、弓田  冴、小川  慶太、石野  貴雅、中川  美由貴、岩永  光巨、
 神﨑  洋彰、興梠  慧輔、小林  和史、中村  昌人、清野  宗一郎、叶川  直哉、小笠原  定久、中本  晋吾、
 千葉  哲博、加藤  順、加藤  直也
 千葉大学医学部附属病院消化器内科

O5-2	 ADH3 は S-nitrosoglutathione	reductase	(GSNOR) としてAlc 性肝障害の発症に寄与する
 長谷場  健1,2）、勝山  碧3）、奥田  貴久4）

 1）神奈川歯科大学大学院法医学、2）日本医科大学大学院法医学、
 3）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科法医学、4）日本大学医学部法医学

O5-3	 プロテオーム解析による新規飲酒マーカーの探索と検証
 増田  心1）、小寺  義男2）、高野  重紹3）、瀧澤  弘隆4）、大塚  将之3）、野村  文夫5）、曽川  一幸1）

 1）麻布大学生化学研究室、2）北里大学物理学科物性物理学講座、
 3）千葉大学大学院医学研究院臓器制御外科学、4）財団法人柏戸記念財団ポートスクエア柏戸クリニック、
 5）千葉大学医学部附属病院遺伝子診療部

O5-4	 MAFLD患者における％CDT測定の有効性
 森永  真紀、今  一義、深田  浩大、内山  明、山形  寿文、柳沼  礼子、福原  京子、佐藤  寿史、
 佐久間  聖、山科  俊平、池嶋  健一
 順天堂大学医学部消化器内科

O5-5	 ラットのClostridium	difficile 感染モデルにおける腸内細菌叢に関する検討
 曽川  一幸1）、石毛  崇之2）

 1）麻布大学生化学研究室、2）千葉大学医学部附属病院検査部
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10:30〜12:00　シンポジウム2 p.26〜

NBNC 肝癌治療の最前線～ ALD-HCC を含めて～
座長：高見  太郎（山口大学大学院医学系研究科　消化器内科学）

NBNC肝癌を発癌メカニズムと治療の観点から考察する
 中川  勇人
 三重大学大学院医学系研究科　消化器内科学

非ウイルス性肝癌の推移、および臨床的問題点
 徳重  克年
 東京女子医科大学　消化器内科

NBNC肝細胞癌時代における複合免疫療法
 小笠原  定久
 千葉大学大学院医学研究院　消化器内科学

共催：アストラゼネカ株式会社

12:10〜13:00　ランチョンセミナー2 p.34

座長：谷合  麻紀子（東京女子医科大学　消化器内科）

C型肝炎治療における今後の展望～エプクルーサの治療ベネフィットとは～
 内田  義人
 埼玉医科大学　消化器内科・肝臓内科

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社

13:00〜13:05　表彰式・閉会式
会長：加藤  直也（千葉大学大学院医学研究院　消化器内科学）




