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Impact of ribavirin dosage in chronic hepatitis C 
patients treated with simeprevir, pegylated interferon 
plus ribavirin combination therapy
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職業性胆管癌の疫学研究 -1. 職歴との関連 -
久保田昌詞、金子麗奈、萩原秀紀、佐藤　譲

日本職業・災害医学会会誌 64(2):93-100,2016 

職業性胆管癌の疫学研究 -2. 症例対照による研究 -
久保田昌詞、金子麗奈、萩原秀紀、佐藤　譲

日本職業・災害医学会会誌 64(3):150-155,2016

学会報告

転移性脳腫瘍による症状を契機に発見された小腸悪性黒色腫の
1例

芦田宗宏、山口真二郎、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、村井大毅、
水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、太田高志、糸瀬一陽、伊藤善基、

萩原秀紀、林　紀夫
日本消化器病学会近畿支部第 104 回例会 2016.2.6 大阪市

肝細胞癌と肝内胆管癌の異時発癌と考えられる 3 症例
糸瀬一陽、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、村井大毅、

水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、太田高志、山口真二郎、伊藤善基、
萩原秀紀、林　紀夫

第 102 回日本消化器病学会総会 2016.4.21-23 東京都

ヘモグロビン低値の C 型慢性肝炎に対するシメプレビル / ペグ
インターフェロン /リバビリン併用療法におけるリバビリン減量
投与の治療効果について－多施設共同研究－

卜部彩子、平松直樹、小瀬嗣子、田畑優貴、森下直樹、山田涼子、
薬師神崇行、三田英治、萩原秀紀、山田幸則、伊藤敏文、肱岡泰三、

稲田正巳、片山和宏、田村信司、今井康陽、竹原徹郎
第 102 回日本消化器病学会総会 2016.4.21-23 東京都

当院における急性出血性直腸潰瘍の臨床的特徴と内視鏡的特
徴

前田篤史、 太田高志、 芦田宗宏、 福本賢二、 水谷直揮、 村井大毅、 
水本　塁、 有本雄貴、 戸田万生良、 山口真二郎、 糸瀬一陽、 伊藤善基、 

萩原秀紀、 林　紀夫
第 91 回日本消化器内視鏡学会総会 2016.5.12-14 東京都

経皮的ラジオ波焼灼療法を施行した初発肝細胞癌の予後、再発
に寄与する因子－多施設共同研究
瀧川貴生、阪森亮太郎、巽　智秀、薬師神崇行、平松直樹、糸瀬一陽、

萩原秀紀、法水　淳、吉原治正、松本健吾、内藤雅文、伊藤敏文、
大川和良、片山和宏、今井康陽、西尾久美子、石田　永、三田英治、

竹原徹郎
第 52 回日本肝臓学会総会 2016.5.19-20 千葉市

シメプレビル・ペグインターフェロン・リバビリン 3 剤併用療法
における治療終了後 24 週以降再燃例についての検討

糸瀬一陽、萩原秀紀、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、水谷直揮、
村井大毅、水本　塁、有本雄貴、太田高志、戸田万生良、山口真二郎、

伊藤善基、林　紀夫
第 52 回日本肝臓学会総会 2016.5.19-20 千葉市

Genotype2 型 C 型慢性肝疾患に対する Sofosbuvir/
Ribavirin 併用療法の治療効果および安全性について

卜部彩子、平松直樹、小瀬嗣子、薬師神崇行、山田涼子、森下直樹、
田畑優貴、宮城琢也、法水　淳、金子　晃、萩原秀紀、三田英治、

山田幸則、伊藤敏文、田村信司、今井康陽、疋田隼人、阪森亮太郎、
吉田雄一、巽　智秀、林　紀夫、竹原徹郎
第 52 回日本肝臓学会総会 2016.5.19-20 千葉市

C 型肝炎著効例における肝線維化ならびに肝発癌抑制について
－多施設共同研究－

平松直樹、林　紀夫、竹原徹郎
第 52 回日本肝臓学会総会 2016.5.19-20 千葉市

C 型慢性肝炎におけるダクラタスビル・アスナプレビル併用療
法治療成績ならびに薬剤耐性変異の解析

森下直樹、平松直樹、小瀬嗣子、薬師神崇行、山田涼子、田畑優貴、
卜部彩子、宮城琢也、法水　淳、飯尾禎元、山田 晃、三田英治、

稲田正巳、田村信司、今井康陽、疋田隼人、阪森亮太郎、吉田雄一、
巽　智秀、林　紀夫、竹原徹郎

第 52 回日本肝臓学会総会 2016.5.19-20 千葉市

Genotype1 型 C 型慢性肝疾患に対する Ledipasvir/
Sofosbuvir 療法の有用性と安全性について

田畑優貴、平松直樹、小瀬嗣子、卜部彩子、森下直樹、薬師神崇行、
山田涼子、土居喜宣、尾下正秀、金子　晃、三田英治、肱岡泰三、

片山和宏、井上敦雄、今井康陽、疋田隼人、阪森亮太郎、吉田雄一、
巽　智秀、林　紀夫、竹原徹郎

第 52 回日本肝臓学会総会 2016.5.19-20 千葉市

当院における原因不明消化管出血の検討
前田篤史、山口真二郎、有本雄貴、萩原秀紀

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 96 回支部例会 2016.6.11 京都市

当院における大腸 ESD の治療成績
山口真二郎、太田高志、水本　塁、萩原秀紀

日本消化器内視鏡学会近畿支部第 96 回支部例会 2016.6.11 京都市

●●
●● 消化器内科
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当院における大腸 T1 癌の内視鏡治療成績と臨床経過に関する
検討

有本雄貴、山口真二郎、太田高志、萩原秀紀
日本消化器病学会近畿支部第 105 回例会 2016.9.17 大阪市

当院における肝細胞癌に対する RFA 治療成績
芦田宗宏、糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀

日本消化器病学会近畿支部第 105 回例会 2016.9.17 大阪市

多腺性自己免疫症候群に合併した A 型胃炎を背景とした胃
NET G1 に対し内視鏡治療を施行した 1 例

三重尭文、太田高志、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、水本　塁、
有本雄貴、戸田万生良、山口真二郎、糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、

林　紀夫
日本消化器病学会近畿支部第 105 回例会 2016.9.17 大阪市

術後 17 年目に大腸転移をきたした胃癌の 1 例
東野奈生子、戸田万生良、三重尭文、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、

水本　塁、有本雄貴、太田高志、山口真二郎、糸瀬一陽、伊藤善基、
萩原秀紀、林　紀夫

日本消化器病学会近畿支部第 105 回例会 2016.9.17 大阪市

維持透析中の胆嚢神経内分泌癌術後再発に化学療法を行った 1
例

加藤伸弥、太田高志、三重尭文、芦田宗宏、福本賢二、前田篤史、
水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、山口真二郎、糸瀬一陽、伊藤善基、

萩原秀紀、林　紀夫
日本消化器病学会近畿支部第 105 回例会 2016.9.17 大阪市

当院における 2 型 C 型慢性肝炎に対するソホスブビル・リバビ
リン併用療法の治療成績

前田篤史、糸瀬一陽、三重尭文、芦田宗宏、福本賢二、村井大毅、
水谷直揮、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、太田高志、山口真二郎、

伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
JDDW2016 2016.11.3-6 神戸市

当院での早期胃癌 ESD の治療成績と適応外病変に関する検討
福本賢二、山口真二郎、太田高志、三重尭文、芦田宗宏、前田篤史、
水谷直揮、村井大毅、水本　塁、有本雄貴、戸田万生良、糸瀬一陽、

伊藤善基、萩原秀紀、林　紀夫
JDDW2016 2016.11.3-6 神戸市

Genotype1 型 C 型慢性肝疾患の special population に対
する Sofosbuvir/Ledipasvir 療法の治療効果と安全性－多施設
共同研究－

田畑優貴、平松直樹、藥師神崇行、小瀬嗣子、卜部彩子、森下直紀、
山田涼子、土井喜宣、尾下正秀、萩原秀紀、肱岡泰三、稲田正巳、

片山和宏、田村信司、今井康陽、疋田隼人、阪森亮太郎、巽　智秀、
林　紀夫、竹原徹郎

JDDW2016 2016.11.3-6 神戸市

ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法における薬剤耐性変
異が及ぼす治療効果への影響について

森下直紀、平松直樹、小瀬嗣子、卜部彩子、田畑優貴、山田涼子、
薬師神崇行、法水　淳、飯尾禎元、三田英治、田村信司、今井康陽、

疋田隼人、巽　智秀、林　紀夫、竹原徹郎
JDDW2016 2016.11.3-6 神戸市

腫瘍径 2 cm 以下・乏血性の初発肝細胞癌に対するラジオ波焼
灼療法後の再発、予後に寄与する因子の多施設共同研究
瀧川貴生、阪森亮太郎、巽　智秀、藥師神崇行、氣賀澤斉史、古田訓丸、

糸瀬一陽、萩原秀紀、法水　淳、吉原治正、内藤雅文、伊藤敏文、
今井康陽、西尾公美子、三田英治、大川和良、片山和宏、平松直樹、

竹原徹郎
JDDW2016 2016.11.3-6 神戸市

Genotype 2 型 C 型慢性肝疾患の special population に対
する Sofosbuvir/Ribavirin 併用療法の有効性－多施設共同研
究－

卜部彩子、平松直樹、小瀬嗣子、藥師神崇行、山田涼子、森下直紀、
田畑優貴、法水　淳、宮城琢也、金子　晃、萩原秀紀、三田英治、

山田幸則、伊藤敏文、今井康陽、疋田隼人、阪森亮太郎、巽　智秀、
林　紀夫、竹原徹郎

JDDW2016 2016.11.3-6 神戸市

早期胃癌に対する内視鏡切除時の抗血栓薬服用と後出血との関
連性についての検討

太田高志、有本雄貴、山口真二郎、萩原秀紀
日本消化器内視鏡学会近畿支部第 97 回支部例会 2016.11.26 京都市

まれな内視鏡所見を呈した大腸原発びまん性大細胞性 B 細胞リ
ンパ腫の 1 例

芦田宗宏、山口真二郎、三重尭文、前田篤史、福本賢二、水本　塁、
有本雄貴、戸田万生良、太田高志、糸瀬一陽、伊藤善基、萩原秀紀、

林　紀夫
日本消化器内視鏡学会近畿支部第 97 回支部例会 2016.11.26 京都市

狭窄により外科的切除を要した S 状結腸憩室炎の 1 例
宮田佐崇、前田篤史、三重尭文、芦田宗宏、福本賢二、水本　塁、

有本雄貴、山口真二郎、伊藤善基、萩原秀紀
日本内科学会第 214 回近畿地方会 2016.12.3 大阪市

講演会やテレビ出演

C 型肝炎の最新治療
萩原秀紀

豊岡エリア C 型肝炎治療学術講演会 2016.1.27 豊岡市

C 型肝炎治療の現状と未来
糸瀬一陽

伊丹市薬剤師会研修会 2015.1.28 伊丹市

ソホスブビル /リバビリン併用による C 型肝炎治療
糸瀬一陽

第 29 回尼崎肝疾患懇話会 2016.1.30 尼崎市

阪神間における肝疾患診療の取り組み
萩原秀紀

 第 1 回大阪消化器診療懇話会 2016.5.28 大阪市

C 型肝炎の最新の話題
萩原秀紀

篠山市医師会学術講演会 2016.6.9 篠山市
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C 型肝炎治療の現況
萩原秀紀

尼崎市内科医会学術講演会 2016.6.30 尼崎市

シメプレビル・ペグインターフェロン・リバビリン 3 剤併用療法
における治療終了後 24 週以降再燃例についての検討

糸瀬一陽
第 30 回尼崎肝疾患懇話会　2016.7.23 尼崎市

C 型肝炎 今後の展望と課題
萩原秀紀

ハーボニー発売 1 周年記念講演会 in 兵庫 2016.9.28 神戸市

当院における高齢者に対する総胆管結石治療
三重尭文

第 9 回 Osaka Pancreas Forum　2016.9.30 大阪市

ウイルス性肝炎の最新治療
萩原秀紀

平成 28 年度尼崎市難病連医療講演会 2016.10.2 尼崎市

当院における C 型慢性肝炎に対する DAA 治療の成績
糸瀬一陽

第 8 回伊丹・尼崎肝疾患懇話会 2016.10.8 尼崎市

肝がんの内科的治療－穿刺局所治療、経カテーテル治療、分子
標的治療薬－

萩原秀紀
兵庫県肝がんセミナー 2016.10.15 神戸市

急性膵炎の診断と治療
糸瀬一陽

大阪消化器内科レジデントセミナー 2016.11.19 大阪市

GERD の最新の知見
太田高志

消化器内視鏡セミナー 2016.11.22 尼崎市

C 型肝炎の病態と治療
萩原秀紀

市民公開講座「なるほど！肝炎－肝がんにならないために－」 2016.11.27 神戸市

萩原秀紀
「時間です！林編集長」 2016.7.19 ラジオ関西

座長を務めた学会・研究会

萩原秀紀
第 29 回尼崎肝疾患懇話会 2016.1.30 尼崎市

萩原秀紀
第 22 回 OLF 研究発表会 2016.6.24 大阪市

萩原秀紀
第 30 回尼崎肝疾患懇話会 2016.7.23 尼崎市

糸瀬一陽
肝疾患とかゆみフォーラム in 神戸 2016.8.26 西宮市

糸瀬一陽
日本消化器病学会近畿支部第 105 回例会 2016.9.17 大阪市

萩原秀紀
第 8 回伊丹・尼崎肝疾患懇話会 2016.10.8 尼崎市

山口真二郎
尼崎市医師会内科医会 Acid-related disease seminar 2016.10.13 尼崎市


