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特別企画 8 研修医・専攻医セッション 1

第 2 日目 6 月 3 日（金）8：00～9：10
第 10 会場（パシフィコ横浜 会議センター 4F 418）

司会 能祖 一裕 岡山市立市民病院消化器内科

小林 省吾 大阪大学消化器外科

仁科 惣治 川崎医科大学肝胆膵内科学

SP8―1 超短期間のレンバチニブ投与で抗腫瘍効果に差異を認めた肝細胞癌の一例
佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科 福本 一樹（ふくもと かずき）

SP8―2 抗血栓薬使用症例での食道静脈瘤に対する内視鏡的治療の有効性と安全性に関する検討
新潟大学医歯学総合病院消化器内科 山﨑 駿（やまざき しゅん）

SP8―3 播種性 BCG 症に随伴した granulomatous hepatitis の一例
岐阜県総合医療センター消化器内科 増田 直也（ますだ なおや）

SP8―4 肝膿瘍治療の実態と再発/再燃危険因子
岡山市立市民病院 村上 詩歩（むらかみ しほ）

SP8―5 COVID-19 ワクチン接種を契機に自己免疫性肝炎を発症した 3 症例の検討
岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科肝臓分野 阿部 弘昭（あべ ひろあき）

SP8―6 PTHrP 産生肝細胞癌に対し Atezolizumab+Bevacizumab 併用療法を行った一例
JCHO 北海道病院 南 秀明（みなみ ひであき）

SP8―7 生前に腫瘍生検で診断しえた肝血管肉腫の 1 例
愛媛県立中央病院臨床研修センター 井戸田 聡（いどた さとし）

SP8―8 肝細胞癌に対するアテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法により下垂体機能低下症を来した 1 例
熊本大学大学院生命科学研究部生体機能病態学分野

消化器内科学 豊田 俊徳（とよだ としのり）

SP8―9 C 型慢性肝炎による肝細胞癌の経過中に発症した脾サルコイドーシスの一例
大阪医科薬科大学第二内科 宮 智成（みや ともなり）

SP8―10 肝細胞癌の多発肺転移に対してアテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法を導入し，ギラン・バ
レー症候群を来した一例

国立病院機構大阪医療センター消化器内科 高橋 実佑（たかはし みゆ）
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特別企画 8 研修医・専攻医セッション 2

第 2 日目 6 月 3 日（金）9：10～10：20
第 10 会場（パシフィコ横浜 会議センター 4F 418）

司会 海堀 昌樹 関西医科大学外科学講座

多田 俊史 姫路赤十字病院内科

森 奈美 広島赤十字・原爆病院

SP8―11 長期生存し得た進行肝型 IV 型糖原病の 1 例
広島大学大学院医系科学研究科/

国立国際医療研究センター国府台病院 美野 正彰（みの まさあき）

SP8―12 高度腎機能障害を伴う肝硬変患者の門脈血栓症の診断に EUS が有用であった一例
国立病院機構大阪医療センター消化器内科 田邊元太郎（たなべ げんたろう）

SP8―13 医療機関連携急性肝不全ネットワークを円滑に行い生体肝移植にて救命できた急性肝不全昏
睡型の 1 例

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野 武田 信峻（たけだ のぶたか）

SP8―14 C 型慢性肝疾患 SVR からの長期経過後肝発癌症例の特徴
虎の門病院肝臓センター 岸岡 歩（きしおか あゆみ）

SP8―15 高度脈管浸潤を伴う肝細胞癌に対して New FP 療法が奏功し Conversion Surgery を施行しえ
た一例

国立病院機構大阪医療センター消化器内科 原田 理史（はらだ さとし）

SP8―16 集学的治療による原発性肝癌の放射線学的完全奏功後に，肝内局所再発として診断された肉腫
様肝内胆管癌の一例

長崎医療センター肝臓内科 西原 敬仁（にしはら たかひと）

SP8―17 急速な経過で増大・破裂した未分化 HCC に対してレンバチニブを投与した一例
富山大学付属病院第三内科 後藤 柚乃（ごとう ゆの）

SP8―18 当院で経験したアテゾリズマブ・ベバシズマブ療法における重篤な有害事象について
鳥取大学医学部附属病院消化器内科 木原 琢也（きはら たくや）

SP8―19 COVID-19 ワクチンを被疑薬とした薬物性肝障害の一例
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター肝臓内科 二宮 辰光（にのみや たつみつ）

SP8―20 COVID19 ワクチン後の肝障害に対して腹腔鏡下肝生検を行った一例
順天堂大学医学部消化器内科 西村安梨沙（にしむら ありさ）
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特別企画 8 研修医・専攻医セッション 3

第 2 日目 6 月 3 日（金）10：20～11：30
第 10 会場（パシフィコ横浜 会議センター 4F 418）

司会 小森 敦正 国立病院機構長崎医療センター

土屋 淳紀 新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野

山田 涼子 大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学

SP8―21 SARS-Cov-2 ワクチン接種後に増悪をきたした非代償性肝硬変の 2 例
姫路聖マリア病院臨床研修センター 箱田 圭吾（はこだ けいご）

SP8―22 COVID-19 感染後に再燃した自己免疫性肝炎の一例
岡山市立市民病院消化器内科 藤田 莉緒（ふじた りお）

SP8―23 当科で経験した重症アルコール性肝炎の女性 3 症例の検討
香川大学医学部附属病院卒後臨床研修センター 平場 真優（ひらば まゆ）

SP8―24 Fontan 術後関連肝障害に発症した若年肝細胞癌の一例
倉敷中央病院消化器内科 奥山 駿佑（おくやま しゅんすけ）

SP8―25 レンバチニブと各種治療の組み合わせが奏功した進行肝細胞癌の 3 例
岐阜県総合医療センター消化器内科 小泉 拓也（こいずみ たくや）

SP8―26 アテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法中に食道静脈瘤破裂を来した肝細胞癌の 2 例
国立病院機構高崎総合医療センター消化器内科 古澤 愛（ふるさわ あい）

SP8―27 肝癌合併肝硬変患者における血清亜鉛値と血漿 BCAA レベル・サルコペニアの関係
東北大学病院消化器内科 澤橋 里子（さわはし さとこ）

SP8―28 根治術を施行した C 型肝炎ウイルス関連肝細胞癌における DAA 治療登場前後の変化
愛媛県立中央病院消化器病センター内科 加藤 雅也（かとう まさや）

SP8―29 肝囊胞に対する肝動脈塞栓術と硬化療法併用による治療成績の検討
仙台厚生病院消化器センター肝臓内科/

仙台厚生病院肝腫瘍治療センター 南 宗一郎（みなみ そういちろう）

SP8―30 研修医による左撓骨動脈穿刺の腹部血管造影の経験報告
高松赤十字病院消化器内科/
香川大学医学部消化器内科 福家 和諭（ふけ かずとし）
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特別企画 8 研修医・専攻医セッション ポスター 1

第 2 日目 6 月 3 日（金）15：20～15：55
ポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 301＋302）

司会 谷合 信彦 日本医科大学武蔵小杉病院消化器外科

SP8―31 経口避妊薬服用中の若年女性に発症した多血性肝腫瘍に対して腹腔鏡下肝部分切除を施行し
た 1 例

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター外科 梅村 卓磨（うめむら たくま）

SP8―32 経皮的肝生検に伴う有害事象のリスク因子の検討
昭和大学病院消化器内科 冨士 貴弘（ふじ たかひろ）

SP8―33 Punc Touch を用いた肝穿刺治療の教育指導
高松赤十字病院消化器内科/
香川大学医学部消化器内科 戸田 拓也（とだ たくや）

SP8―34 インフルエンザワクチン接種後に発症した急性肝不全に対してネクロプシーを施行した 1 症例
奈良県立医科大学消化器代謝内科 山本 千紗（やまもと ちさ）

SP8―35 転移性肝腫瘍が疑われた肝サルコイドーシスの 1 例
広島赤十字・原爆病院消化器内科 大家進太郎（おおいえ しんたろう）

特別企画 8 研修医・専攻医セッション ポスター 2

第 2 日目 6 月 3 日（金）16：00～16：28
ポスター会場（パシフィコ横浜 会議センター 3F 301＋302）

司会 飯室 勇二 山梨県立中央病院外科

SP8―36 健診受診者における代謝異常に関連する脂肪性肝疾患と非アルコール性脂肪性肝疾患の罹患
率およびその特徴の検討

JCHO 北海道病院消化器内科 田中 智之（たなか ともゆき）

SP8―37 高度門脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対し，肝動注化学療法と Atezolizumab + Bevacizumab 療法
で腫瘍制御できた一例

関西労災病院初期研修医 三木佑一郎（みき ゆういちろう）

SP8―38 アテゾリズマブ・ベバシズマブ併用療法で Conversion therapy を行い，組織学的に CR を得ら
れた切除不能進行肝細胞癌の一例

久留米大学病院臨床研修センター 村井 麻衣（むらい まい）

SP8―39 特発性細菌性腹膜炎（SBP）を契機に Enterococcus cecorum による右陰囊膿瘍を発症した 1 例
長崎大学病院消化器内科 深水 翔大（ふかみ しょうた）


