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若手医師症例報告奨励賞

第 1日 12 月 12 日（木）
第 4会場（海峡メッセ下関 8F 801 会議室）

若手 1 HCC症例 8：00～9：45
司会 正木 勉（香川大学医学部消化器・神経内科）

阪森亮太郎（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）
OY―1 横隔膜下の肝細胞癌に対し人工気胸を用いたCTガイド下RFA/MCTが有効であった 3例

…………………………………………………………平塚市民病院消化器内科 川村 允力，ほか
OY―2 経皮的ラジオ波焼灼療法後に急速に悪化した肝細胞癌の 2例

…………………………………………………………伊達赤十字病院消化器科 今川 貴之，ほか
OY―3 シスプラチンを用いた肝動脈化学塞栓療法が著効した進行肝細胞癌の一例

…………………………………………………………市立伊丹病院消化器内科 佐竹 真，ほか
OY―4 FDG-PETを契機に診断できた肝細胞癌の骨髄浸潤の一例

……………………………独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 松谷 直美，ほか
OY―5 一過性の閉塞性黄疸が診断の契機となった胆管内腫瘍栓を伴う肝細胞癌の 1例

………………………………………………………済生会中和病院消化器内科 大崎 結衣，ほか
OY―6 腫瘍内感染を契機に発見された肝細胞癌の一例 …………………京都桂病院 菊地 三弥，ほか
OY―7 肝細胞癌の上腕骨転移に対し外科的切除を施行した一例 ……………巽病院 松井 將太，ほか
OY―8 内視鏡的切除を行った肝細胞癌胃転移の 1例

……………………………………………………兵庫県立西宮病院消化器内科 藤井恭太郎，ほか
OY―9 同時性に胃癌・盲腸癌を重複合併し自然退縮した肝細胞癌の 1例

…………………………………………………………市立豊中病院消化器内科 曽 莉莎，ほか
OY―10 C 型肝炎抗ウイルス療法前から存在し SVR後 9年目に多血化した非濃染結節

…………………………………………………………大垣市民病院消化器内科 三宅 望，ほか
OY―11 Fontan 術後肝疾患に発生した肝細胞癌に対し Low-dose FP 療法及び放射線療法で治療を行った

一例 …………………………………………久留米大学病院医学部消化器内科 江田 誠，ほか
OY―12 胆管過誤腫に合併し，画像評価に難渋した肝細胞癌の 1例

…………………………………………JA岐阜厚生連中濃厚生病院消化器内科 相羽 優志，ほか
OY―13 hepatocellular carcinoma fibrolamellar type に対する緩和治療の経過の一例

…………………………………………………国立病院機構京都医療センター 浅野 陽一，ほか
OY―14 MSI-High 進行肝細胞癌に対して Pembrolizumab が著効した 1例

…………………………………………………広島大学病院消化器・代謝内科 安藤 雄和，ほか
OY―15 巨大肝腫瘍精査中に診断された先天性門脈欠損症の一例

……………………………………国立病院機構大阪医療センター消化器内科 早田菜保子，ほか
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若手 2 HCC-TKI 9：45～10：50
司会 道堯浩二郎（愛媛県立中央病院消化器病センター）

清家 正隆（大分循環器病院消化器内科）
OY―16 当院での cTACE不応・不適進行肝癌に対する Sorafenib およびDEB-TACEの使用成績

…………………………………………大阪医科大学医学部付属病院第二内科 岡本 紀夫，ほか
OY―17 2nd line としてのソラフェニブが有効であった進行肝細胞癌症例の検討

…………………………………………京都桂病院消化器センター消化器内科 青木謙太郎，ほか
OY―18 肝細胞癌に対するRegorafenib 抗腫瘍効果の検討：in vitro の検討

……………………………………香川大学医学部附属病院消化器・神経内科 琢磨 慧，ほか
OY―19 Vp4 合併進行肝細胞癌に対し放射線治療併用肝動注化学療法先行後レンバチニブ，DEB-TACE

による集学的治療を行っている 1例 …………広島大学病院消化器代謝内科 小坂 祐未，ほか
OY―20 異所性肝細胞癌に対してレンバチニブを投与した 1例

……………………………大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 林下 晃士，ほか
OY―21 肝細胞癌に対するレンバチニブ治療中に肝胃瘻を伴う穿通性肝膿瘍を生じた一例

…………………………………………JA岐阜厚生連中濃厚生病院消化器内科 渡邊啓太郎，ほか
OY―22 レンバチニブ-ソラフェニブ sequential 療法で長期生存が得られた門脈本幹腫瘍塞栓合併肝細胞

癌の 1例 ……………………………………………川崎医科大学肝胆膵内科学 大海 宏暢，ほか
OY―23 レンバチニブ導入後に下部消化管穿孔を来した肝細胞癌の一例

………………………………………………………済生会中和病院消化器内科 依岡 伸幸，ほか
OY―24 レンバチニブにより腫瘍出血をきたしたものの奏功した閉塞性黄疸を伴う巨大肝細胞癌の 1例

………………………………………………………鹿児島市立病院消化器内科 竹内 彰教，ほか

若手 3 興味深い症例 1 10：50～11：35
司会 中本 安成（福井大学医学部内科学（2）分野）

能祖 一裕（岡山市立市民病院消化器内科）
OY―25 診断に難渋し，肝生検にて診断し得た粟粒結核の一例

……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 安岡 遼，ほか
OY―26 急性胆囊炎に肝静脈血栓症を合併した一例

…………………………………………JA岐阜厚生連中濃厚生病院消化器内科 古川 穂高，ほか
OY―27 回結腸動静脈シャントによる門脈動脈化が有効であった生体肝移植の一例

………………………………………………長崎大学大学院移植・消化器外科 濱田 隆志，ほか
OY―28 抗結核薬による薬剤性急性肝不全を発症した一例

…………………………………………東京歯科大学市川総合病院消化器内科 須永 将吾，ほか
OY―29 著明な好酸球増多を伴った非昏睡型急性肝不全の一例

……………………………………………慶應義塾大学医学部内科学（消化器） 星 瞳，ほか
OY―30 集学的治療により救命し得た Spur cell anemia を合併した若年アルコール性肝硬変の 1例

…………………………………………JA岐阜厚生連中濃厚生病院消化器内科 三輪 貴生，ほか
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第 1日 12 月 12 日（木）
第 5会場（海峡メッセ下関 8F 804 会議室）

若手 4 肝硬変/門亢症 1 8：00～9：00
司会 西口 修平（兵庫医科大学内科学肝・胆・膵科）

高木章乃夫（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科学）
OY―31 肝内門脈肝静脈シャントによる肝性脳症に対して経皮経肝塞栓術が奏功した 1例

………………………………関西医科大学内科学第三講座（消化器肝臓内科） 齊藤 夏子，ほか
OY―32 経皮経肝的塞栓療法が奏功したシャント型肝性脳症の一例

………………………………………………………佐世保中央病院消化器内科 石田 智士，ほか
OY―33 繰り返す肝性昏睡に対してAMPLATZER™ Vascular Plug（血管用プラグ）を用いた脾腎シャン

ト塞栓術が奏功したC型肝硬変の 1例 ……………中国労災病院消化器内科 岸 雄太郎，ほか
OY―34 plug-assisted retrograde transvenous obliteration が奏功した治療抵抗性シャント脳症の 2例

……………………………………………鳥取大学医学部附属病院消化器内科 星野 由樹，ほか
OY―35 繰り返すシャント型脳症に対し経皮的脾静脈分流術が奏功した 1例

…………………………………………………………長崎大学病院消化器内科 平井 哲，ほか
OY―36 BRTO施行困難で治療に難渋した胃静脈瘤の 2例

………………………………………………………JA岐阜厚生連中濃厚生病院 小居 幹太，ほか
OY―37 部分的脾動脈塞栓術（PSE）併用 B-RTOが著効した胃静脈瘤合併アルコール性肝硬変の一例

………………………………地方独立行政法人市立吹田市民病院消化器内科 岡部 悟，ほか
OY―38 BRTOによる門脈-脾静脈系血行動態の是正によって劇的に肝機能が改善したC型非代償性肝硬

変の 1例 …………………………山口大学大学院医学系研究科消化器内科学 津山 高典，ほか

若手 5 肝硬変/門亢症 2 9：00～10：05
司会 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）

川口 巧（久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門）
OY―39 臍静脈-腹壁静脈シャントに対する結紮術および脾摘術後，経皮的局所療法と抗ウイルス治療を

行えた肝細胞癌合併非代償期C型肝硬変の 1例 ………和歌山ろうさい病院 岡村 順平，ほか
OY―40 健診にて発見された肝外門脈閉塞症の一例

………………………………………………奈良県立医科大学内科学第三講座 植山 俊一，ほか
OY―41 Budd-Chiari 症候群様血流動態を示した横隔膜ヘルニアの一例

……………………………………………………金沢大学附属病院消化器内科 長井 一樹，ほか
OY―42 抗血栓療法により血流動態の著明な改善を認めた二次性Budd-Chiari 症候群の一例

………………………………………………………大阪赤十字病院消化器内科 中西 梨紗，ほか
OY―43 高ホモシステイン血症を呈した門脈血栓症の 2例

………………………………独立行政法人国立病院機構埼玉病院消化器内科 渡邊 文乃，ほか
OY―44 出血性ショックをきたした門脈血栓を伴う肝硬変の一例

…………………………………………………伊勢赤十字病院消化器肝臓内科 河俣 真由，ほか
OY―45 肝硬変に合併した筋肉内血腫を契機に診断されたTTPの 1例

…………………………………………………三重大学医学部消化器肝臓内科 玉井 康将，ほか
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OY―46 肝硬変を合併したプロリダーゼ欠損症の 1例
………………………………………………………金沢医科大学肝胆膵内科学 平川 祐希，ほか

OY―47 難治性腹水に対するトルバプタン投与例における効果と予後予測因子の検討
………………………………………くまもと森都総合病院肝臓・消化器内科 片岡 文，ほか

若手 6 肝腫瘍（その他/転移性） 10：05～11：35
司会 米田 政志（愛知医科大学肝胆膵内科）

酒井 佳夫（金沢大学医薬保健研究域医学系）
OY―48 腫瘍内出血を契機に診断された若年男性の肝細胞腺腫の一例

……………………………………九州大学大学院医学研究院病態制御内科学 豊田 優貴，ほか
OY―49 肝細胞腺腫の一切除例 ………………………………県立広島病院内視鏡内科 白根 佑樹，ほか
OY―50 メトトレキサート（MTX）の中止により消退した肝炎症性偽腫瘍の 2例

……………………………………国際医療福祉大学三田病院消化器センター 櫻井陽奈子，ほか
OY―51 2 回目の肝腫瘍生検で診断に至った肝類上皮血管内皮腫の一例

…………………………………………山口県立総合医療センター消化器内科 川本 大樹，ほか
OY―52 診断に苦慮した巨大肝血管筋脂肪腫の一例

………………………………………松山赤十字病院肝臓・胆のう・膵臓内科 佐藤 香織，ほか
OY―53 C 型肝炎 SVR後を背景とした肝原発濾胞性リンパ腫の 1例

………………………………………………………広島赤十字・原爆病院外科 島垣 智成，ほか
OY―54 経皮的肝生検で診断し長期経過をみている肝 reactive lymphoid hyperplasia の 1 例

………………………………………社会医療法人近森会近森病院消化器内科 町田 彩佳，ほか
OY―55 慢性 B型肝炎の経過中に古典型HCC様の腫瘤を認めたが，腫瘍生検結果より

Lymphoepithelioma-like cholangiocarcinoma（LEL-CC）と診断した 1例
……………………………………………JCHO横浜中央病院消化器肝臓内科 野上 麻子，ほか

OY―56 転移リンパ節に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUS-FNA）により診断に至った肝原発神経内
分泌腫瘍の 1例 ……………浜松医科大学医学部附属病院第二内科肝臓内科 井田 雄也，ほか

OY―57 肝原発神経内分泌腫瘍により多発骨転移を来した一例
……………………………………国立病院機構京都医療センター消化器内科 南 公人，ほか

OY―58 肝原発神経内分泌癌の 2症例 …………兵庫医科大学病院卒後臨床センター 藤原 葵，ほか
OY―59 興味深い高齢者転移性肝癌（神経内分泌癌，扁平上皮癌）の 2例

……………………………………………………阪和住吉総合病院消化器内科 井上 祐真，ほか

第 1日 12 月 12 日（木）
第 8会場（下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール）

若手 7 AIH/PBC 8：00～9：00
司会 下田 慎治（九州大学病院病態修復内科学）

阿部 雅則（愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学）
OY―60 自己免疫性肝炎に対し副腎皮質ステロイド加療中に肺血栓塞栓症を来たした一例

………………………………………………兵庫医科大学病院肝・胆・膵内科 植嶋 哲也，ほか
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OY―61 特徴的な形態変化を呈した若年男性自己免疫性肝炎の一例
……………………………………………………金沢大学附属病院消化器内科 木戸 秀典，ほか

OY―62 HIV 感染者に発症した自己免疫性肝炎の 1例
…………………………………………三重県立総合医療センター消化器内科 中澤 祐一，ほか

OY―63 サルモネラ腸炎後に発症したと思われる自己免疫性肝炎の 1例
……………………………………………………………………手稲渓仁会病院 南 亮輔，ほか

OY―64 自己免疫性肝炎の加療中に発症した日和見感染の一例
………………………兵庫医科大学病院医療人育成研修センター卒後研修室 米田 英揮，ほか

OY―65 HSV感染により顕在化した自己免疫性好中球減少症を合併した自己免疫性肝炎の 1例
……………………………………………奈良県総合医療センター消化器内科 元川 雄貴，ほか

OY―66 自己免疫性肝炎による遅発性肝不全の 1例 …………大阪医科大学附属病院 安岡 秀高，ほか
OY―67 高齢男性で発症した原発性胆汁性胆管炎の 1例 …………香川県済生会病院 山田 学，ほか

若手 8 代謝/遺伝性/NASH 9：35～10：25
司会 原田 大（産業医科大学医学部第 3内科）

楳村 敦詩（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）
OY―68 ウルソデオキシコール酸治療前後で組織学的評価を行った肝サルコイドーシスの一例

…………………………………………………………松下記念病院消化器内科 濱田 聖子，ほか
OY―69 複合型免疫不全症を合併する遷延性黄疸が免疫グロブリン療法により改善した一例

…………………………新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 小田知友美，ほか
OY―70 病態にせまる特発性銅中毒症の 1例 ………………産業医科大学第 3内科学 森野加帆里，ほか
OY―71 黄疸を契機に診断し得た原発性アミロイドーシスの 1例

………………………………………………………済生会中和病院消化器内科 上野 浩嗣，ほか
OY―72 Wilson 病との鑑別を要した若年者の高度脂肪肝の 1例

………………………………………社会医療法人近森会近森病院消化器内科 前田 真佐，ほか
OY―73 Werner 症候群に合併したNASHの一例

……………………………………………………愛知医科大学病院肝胆膵内科 木本 慧，ほか
OY―74 ciHHV6（chromosomally integrated HHV6）を伴ったNASHの 1例

……………………………………………奈良県西和医療センター消化器内科 田中美彩子，ほか

第 1日 12 月 12 日（木）
第 5会場（海峡メッセ下関 8F 804 会議室）

若手 9 HCV 15：10～16：15
司会 中尾 一彦（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科消化器内科学）

本多 政夫（金沢大学大学院医学系研究科保健学・病態検査学講座）
OY―75 当院における肝炎ウイルス検査陽性患者拾い上げ対策の検討

……………………………………………平成記念病院消化器・肝臓センター 枩本 一祐，ほか
OY―76 当院におけるC型慢性肝炎に対するDAA療法の治療成績

………………………………………………………………………市立池田病院 杉尾 諒，ほか
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OY―77 グレカプレビル/ピブレンタスビル併用療法の治療効果と安全性の検討
…………………………………………香川大学医学部卒後臨床研修センター 細谷 啓人，ほか

OY―78 当院におけるDAA治療後肝線維化指標の推移，および発癌の検討
…………………………………………………………済生会松阪総合病院内科 田中 隆光，ほか

OY―79 服薬アドヒアランスを重視しDAAs 治療を行った 3例
………………………………………パナソニック健康保険組合松下記念病院 池田佳奈美，ほか

OY―80 当院における高齢者のC型肝炎患者に対するDAA治療の現状
…………………………………………香川大学医学部卒後臨床研修センター 木村 駿吾，ほか

OY―81 高齢発症 C型急性肝炎の 1例 …………………岸和田徳洲会病院消化器内科 横村 明高，ほか
OY―82 興味深い臨床経過を観察し得たC型慢性肝炎の 1例と C型急性肝炎の 1例

…………………………………………………………………市立島田市民病院 松本 萌，ほか
OY―83 C 型非代償性肝硬変に対するソホスブビル/ベルパスタビル併用療法の治療効果と安全性

…………………………………………………………虎の門病院肝臓センター 山重 大樹，ほか

若手 10 HBV/肝炎（その他） 16：15～17：15
司会 伊藤 義人（京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学）

疋田 隼人（大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学）
OY―84 施設内感染が疑われたB型急性肝炎の 3症例

……………………………………………鹿児島大学消化器疾患生活習慣病学 豊留 亜衣，ほか
OY―85 悪性リンパ腫に対する化学療法終了後 55 か月後にHBV再活性化し，テノホビルが有効であった

1例 ……………………………………市立福知山市民病院臨床研修センター 長谷部匡毅，ほか
OY―86 当院におけるHBV持続感染者に対しての抗ウイルス療法の経験

……………………………………………………………大阪医科大学内科学 II 谷 樹莉，ほか
OY―87 感染源同定困難な 4類感染症による急性肝炎の 2例

……………………………………………………………大阪医科大学第二内科 服部 頌紘，ほか
OY―88 HIV 感染患者のA型急性肝炎で急性肝不全（非昏睡型）とウイルス関連血球貪食症候群を併発し

た 1例 ……………………………聖マリアンナ医科大学病院消化器肝臓内科 得平 卓也，ほか
OY―89 著明な胆道系酵素の上昇を認めた早期梅毒性肝炎の 1例

…………………………………………………………済生会松阪総合病院内科 小野 隆裕，ほか
OY―90 呼吸器症状を欠き，診断に苦慮したマイコプラズマ肝炎の 1例

…………………………………………………………倉敷中央病院消化器内科 須江 真彦，ほか
OY―91 多発血管炎性肉芽腫症の経過中に慢性活動性EBV感染症を認めた一例

……………………………………………………………大阪医科大学第二内科 大江 克昌，ほか

若手 11 興味深い症例 2 17：15～18：00
司会 石川 哲也（名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻）

川中 美和（川崎医科大学総合医療センター内科（総合内科学 2））
OY―92 肝に発生した chronic expanding hematoma の 1 例

……………………………………………………関西医科大学消化器肝臓内科 池田 正俊，ほか
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OY―93 肝囊胞の自然破裂と考えられた 2症例
…………………………………………大阪警察病院臨床研修医指導センター 三好 真央，ほか

OY―94 Fusobacterium nucleatumによる肝膿瘍の一例 ……………済生会吹田病院 渡邉 和久，ほか
OY―95 Streptococcus intermedius による肝膿瘍に合併した肝静脈血栓症の 1例

…………………………………………………………………松阪中央総合病院 木戸 恒陽，ほか
OY―96 完全断酒によりアルコール性肝不全から回復し肝細胞癌の治療が可能となった一例

……………………………………………………岡山市立市民病院消化器内科 井上 佳苗，ほか
OY―97 C 型非代償性肝硬変に合併した Helicobacter cinaedi 菌血症および蜂窩織炎の一例

……………………………大阪市立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学 笠松 彩音，ほか

第 1日 12 月 12 日（木）
第 8会場（下関市生涯学習プラザ 2F 宙のホール）

若手 12 irAE 15：55～17：30
司会 中牟田 誠（国立病院機構九州医療センター肝臓センター・消化器内科）

小玉 尚宏（大阪大学大学院医学研究科消化器内科）
OY―98 当院における免疫チェックポイント阻害薬による肝障害を発症した症例の検討

………………………………神戸市立医療センター中央市民病院消化器内科 田中由香里，ほか
OY―99 免疫チェックポイント阻害薬による肝障害症例の検討

…………………………………………………………新潟市民病院消化器内科 渡邉 雄介，ほか
OY―100 非小細胞肺癌に対する放射線化学療法施行後の抗 PD-L1 抗体投与が影響したと思われる壊死性

多発肝腫瘤の 1例 ………………………………………名古屋第二赤十字病院 鈴木 孝典，ほか
OY―101 ミコフェノール酸モフェチルにより改善したステロイド抵抗性ニボルマブ関連硬化性胆管炎の

一例 ………………………………………………高知大学医学部消化器内科学 宇賀 俊輔，ほか
OY―102 多彩な組織像を呈したニボルマブ関連胆管炎の 1例

…………………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 林 秀美，ほか
OY―103 喉頭癌に対しNivolumab 投与中に免疫関連胆管炎を発症，PSL+UDCA投与にて改善しUDCA

単独投与下にNivolumab 再投与した一例
…………………………………………京都府立医科大学附属病院消化器内科 置塩 伸也，ほか

OY―104 免疫チェックポイント阻害剤による肝障害が疑われた一例
……………………………………三重大学医学部附属病院消化器・肝臓内科 小島 真一，ほか

OY―105 異なる免疫チェックポイント阻害剤によって多様な免疫関連有害事象（irAE）を呈した悪性黒色
腫の一例 …………………………………神戸大学医学部附属病院消化器内科 山本 淳史，ほか

OY―106 Nivolumab/Ipilimumab 併用療法開始後に肝障害をきたし，経皮的肝生検により併用療法前後の
病理像を比較しえた 1例 ………………………………大阪医科大学第二内科 篠原 由倫，ほか

OY―107 高度胆汁うっ滞性肝不全を呈した肝関連 irAEの一例
…………………………………………………………富山大学医学部第三内科 村山 愛子，ほか

OY―108 ステロイドパルス療法が奏効したパゾパニブによる薬剤性肝障害の 1例
………………………………………………………三重県立総合医療センター 水谷 広樹，ほか
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OY―109 pembrolizumab によりステロイド不応の自己免疫性肝炎を発症した 1例
…………………………………………………………関西労災病院消化器内科 山内 亮平，ほか

OY―110 Pembrolizumab による急性肝障害を呈した症例 ………京都第一赤十字病院 土井はるな，ほか


