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原発性硬化性胆管炎の増悪時に自
己免疫性溶血性貧血の発症を認め
た症例

第328回日本内科学会九
州地方会

福岡市1

2020/1/25

国武和也、川口俊弘、有永照子、
森重　聡、佐野有哉、天野恵介、
桑原礼一郎、井出達也、鳥村拓司

治療に難渋した若年性ポリポーシ
スの1例

第328回日本内科学会九
州地方会

福岡市2

2020/1/25

田中寛士、南　真平、小林哲平、
白地美紀、梶原雅彦、小野典之、
冨岡竜介、鳥村拓司

進行肝細胞癌に対する分子標的一
次治療の予後予測における好中球
/リンパ球比の有用性

第21回日本肝がん分子標
的治療研究会

東京3

2020/1/11

中野聖士、黒松亮子、新関　敬、
岡村修祐、岩本英希、下瀬茂男、
城野智毅、野田　悠、蒲池直紀、
古賀浩徳、鳥村拓司

肝細胞癌に対するレンバチニブ投
与における有害事象出現時期と
外来テレフォンフォローアップの
重要性について

第21回日本肝がん分子標
的治療研究会

東京4

2020/1/11

岩本英希、下瀬茂男、新関　敬、
津村紗代、中野聖士、城野智毅、
山口泰三、田中正俊、古賀浩徳、
鳥村拓司

健診受診者における肝線維化と小
～中等度飲酒の関連：shear
wave elastography を用いた検討
An Association between Mild-
to-moderate Drinking and
Hepatic Fibrosis Evaluated by
Shear Wave Elastography in
Health Check-up Examinees

第39回アルコール医学生
物学研究会学術集会

東京ワ-クショップ(3)
Recent Advances in NASH Research
―from bench to bedside

5

2020/1/24 -25

Kawaguchi T, Yamamura S,
Nakano D, Tomiyasu Y,
Yoshinaga S, Doi Y, Takahashi
H, Anzai K, Eguchi Y, Torimura
T

エンテカビル怠薬によりHBe抗原
のセロコンバージョンと肝不全へ
進行したB型肝硬変の1例

第12回福岡県医学会総会 福岡市6
2020/2/2

江田　誠、有永照子、井出達也、
緒方　啓、桑原礼一郎、天野恵
介、川口俊弘、佐野有哉、新関
敬、鳥村拓司

直腸カルチノイドにおける
INSM1発現の検討

第12回福岡県医学会総会 福岡市7
2020/2/2

石井海人、内藤嘉紀、秋葉　純、
谷川雅彦、矢野博久、川口　巧、
古賀浩徳、鳥村拓司

Scoring model with serum
albumin and CA19-9 in
advanced pancreatic cancer in
second-line treatment:Results
from the NAPOLEON study

2020 Gastrointestinal
Cancers Symposium

Chicago,
USA

8

2020/5/29 -6/2

Komori A, Otsu S, Shimokawa
M, Otsuka T, Koga F, YUeda Y,
Nakazawa J, Arima S, Fukahori
M, Okabe Y, Makiyama A,
Taguchi H, Honda T, Shibuki T,
Nio K, Ide Y, Ureshino N,
Shirakawa T, Mitsugi K

Efficacy of second-line
chemorherapy after standard
combination chemotherapy in
patients with metastatic
pancreatic cancer: The results
from the NAPOLEON study

2020 Gastrointestinal
Cancers Symposium

Chicago,
USA

9

2020/5/29 -6/2

Fukahori M, Okabe Y,
Shimokawa M, Otsuka T,  Koga
F, Ueda Y, Nakazawa J, Komori
A, Arima S, Makiyama A,
Taguchi H, Honda T, Ushijima
T, Miwa K, Shibuki T, Nio K,
Ide Y, Ureshino N, Mitsugi K,
Shirakawa T
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Current Status of Hepatic
Arterial Infusion Chemotherapy

THE 24 TH
International
Symposium of Yonsei
Institute of
Gastroenterology

Avison
Biomedical
Research
Center,
Yonsei
University
Health
System
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2020/2/1

Torimura T

末期がん症例における『食』の満
足度を高める取り組み

第45回九州代謝・栄養研
究会

久留米市11

2020/2/1

坂口美紀、白石智巳、東恵理子、
堀まいさ、吉村哲広、緒方　啓、
内田信治、亀井英樹

当院におけるカルニチン投与の効
果

第45回九州代謝・栄養研
究会

久留米市12

2020/2/1

渡邊悦富、中垣春美、山崎聡士、
坂口美紀、白石智巳、川口勝輝、
茂木恒俊、緒方　啓

周術期がん患者の栄養管理～病病
連携の症例に学ぶ～

第23回日本病態栄養学会
年次学術集会

京都市シンポジウム(9)
がん患者の栄養管理　周術期における支援

13

2020/1/24 -26

坂口美紀、白石智己、東恵理子、
堀まいさ、吉村哲広、杉山　元、
北川理香、緒方　啓

Opposite functions of Claudin-2
involving Wnt signaling in liver
cancer cells

The（110th）Virtual
Annual Meeting of the
American Association
for Cancer Research
(AACR)

WEB14

2020/4/27 -28

Koga H, Imamura Y, Nakamura
T, Iwamoto H, Sakaue T,
Masuda A, Tanaka T, Nakano
D, Suzuki H, Yano H, Torimura
T

Pancreatic juice biomarker for
detection of early stage
pancreatic cancer using
tumorspecific exosomal
microRNAs

The（110th）Virtual
Annual Meeting of the
American Association
for Cancer Research
(AACR)

WEB15

2020/6/22 -24

Sakaue T, Koga H, Iwamoto H,
Imamura Y, Nakamura T,
Masuda A, Tanaka T, Suzuki H,
Ushijima T, Okabe Y, Torimura
T

IPNBとIPMNの臨床像と細胞診へ
の期待：臨床医の立場から

第61回日本臨床細胞学会
春期大会

WEBワ-クショップ（4）
IPMNとIPNB―臨床病理像と細胞診―

16

2020/6/20 -7/19

59(Suppl.2):158, 2020
日本臨床細胞学会雑誌

岡部義信、内藤嘉紀、高瀬頼妃
呼、安元真希子

分子標的治療薬による癌及び臓器
微小環境の変化は、有害事象の出
現や癌の進展及び薬剤抵抗性に関
与しうる

第56回日本肝臓学会総会 大阪市シンポジウム（4）
肝疾患と微小環境

17
2020/8/28 -29

岩本英希、古賀浩徳、鳥村拓司

当院・関連施設におけるC型非代
償性肝硬変におけるソホスプビル
/ベルパタスビル（SOF/VEL）26
症例での治療効果・副作用に関す
る検討

第56回日本肝臓学会総会 大阪市パネルディスカッション（1）
C型非代償性肝硬変に対する抗ウイルス治療

18
2020/8/28 -29

川口俊弘、井出達也、鳥村拓司
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当院における炎症性腸疾患合併妊
娠の現状と問題点

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催シンポジウム（2）
IBD special situationにおける諸問題（消
化器病・内視鏡）

19

2020/6/19 -20

吉岡慎一郎、山内亨介、荒木俊
博、鶴田耕三、森田　俊、吉村哲
広、森　敦、桑木光太郎、光山慶
一、鳥村拓司

分子標的治療薬の時代における進
行肝細胞癌に対するTACE,肝動注
化学療法の役割

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催シンポジウム（3）
肝がん治療の最前線（消化器病）

20

2020/6/19 -20

新関　敬、下瀬茂男、鳥村拓司

超拡大内視鏡とAIが潰瘍性大腸炎
関連腫瘍のサーベイランスに有用
であった一例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催21

2020/6/19 -20

福永秀平、草場喜雄、荒木俊博、
長　知徳、中根智幸、永田　務、
大内彬弘、向笠道太、秋葉　純、
光山慶一、鶴田　修、鳥村拓司

動脈塞栓術で止血しえた大腸憩室
出血の1例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催22

2020/6/19 -20

榊原重成、松垣　諭、宋　祐人、
平塚裕也、武田和大、別府剛志、
寺部寛哉、酒見亮介、鳥村拓司

AFP産生胃癌の2例 第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催23

2020/6/19 -20

中根智幸、向笠道太、福永秀平、
長　知徳、南　真平、大内彬弘、
永田　務、草場喜雄、光山慶一、
鶴田　修、鳥村拓司

肝内に非典型的画像所見を呈した
IgG4関連疾患の一例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催24

2020/6/19 -20

蒲池直紀、岡村修祐、安元真希
子、野田　悠、中野聖士、岡部義
信、黒松亮子、鳥村拓司

仕事と子供と私ー時々、夫ー 第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催25

2020/6/19 -20

堀まいさ、緒方　啓、吉村哲広、
東恵理子、有永照子、鳥村拓司

大腸悪性狭窄に対して留置した大
腸ステントによって腸管穿孔をき
たしかけた一例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催26

2020/6/19 -20

田中寛士、中尾昴史、白地美紀、
梶原雅彦、小野典之、鳥村拓司

食道原発悪性黒色腫の一例 第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催27

2020/6/19 -20

南　真平、向笠道太、福永秀平、
中根智幸、長　知徳、永田　務、
大内彬弘、草場喜雄、荒木俊博、
秋葉　純、森　直樹、的場　吾、
光山慶一、鶴田　修、鳥村拓司
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膵賜吻合部狭窄に対して経消化管
（輸入脚）的膵管ドレナージ術を
行なった1例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催28

2020/6/19 -20

平井真吾、安元真希子、岡部義
信、牛島知之、深堀　理、島松
裕、鶴田　修、鳥村拓司

診断に苦慮した胃GIST術後32年
目に多発肝転移をきたした一例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催29

2020/6/19 -20

桑野　徹、山口翔太郎、宮崎
健、林　大樹、豊増　靖、森田
拓、河野克俊、坂田研二、野口和
典、杉町圭史、鳥村拓司

肝原発腺扁平上皮癌の1例 第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催30

2020/6/19 -20

河野　隆、蒲池直紀、野田　悠、
下瀬茂男、新関　敬、岩本英希、
城野智毅、岡村修祐、中野聖士、
黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

扁平上皮下進展を伴った表在型
Barrett食道腺癌の1例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催31

2020/6/19 -20

石橋英樹、今給黎宗、松岡弘樹、
向坂秀人、松岡　賢、萱嶋善行、
久能宣昭、阿部光市、船越禎広、
竹田津英稔、平井郁仁

内視鏡的整復後に腹腔鏡下で切除
した巨大脂肪腫による腸重積の1
例

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催32

2020/6/19 -20

江上弥之介、松岡弘樹、石橋英
樹、今給黎宗、向坂秀人、松岡
賢、萱嶋善行、久能宣昭、阿部光
市、船越禎広、竹田津英稔、愛洲
尚哉、太田和弘、長谷川傑、平井
郁仁

一次治療としてGnP療法を導入し
た切除不能膵癌患者における長期
生存例の臨床的特徴

第115回日本消化器病学
会九州支部例会　第109
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

誌上開催ワ-クショップ(４)
胆膵悪性腫瘍への取り組み（消化器病）

33

2020/6/19 -20

植田圭二郎、下川雄三、將口佳
久、沸坂孝太、多田美苑、横山
梓、向坂誠一郎、丸岡浩人、福田
慎一郎、麻生　暁、水谷孝弘、中
村　聡、小薗真吾、空閑啓高、西
原一善、藤森　尚、大野隆真、秋
穂裕唯

ROSEの新たな取り組み

第61回日本臨床細胞学会
春期大会

WEBワ-クショップ（6）
ROSEの最前線―診断・治療につながる取り
組みと工夫―

34

2020/6/20 -7/19

59(Suppl.2):140, 2020
日本臨床細胞学会雑誌

高瀬頼妃呼、安倍秀幸、内藤嘉
紀、岡部義信、村田和也、河原明
彦、秋葉　純

NAFLD/NASHにおける運動療法
のSystematic Reviewとハイブ
リッドトレーニングの有効性

第52回日本動脈硬化学会
総会・学術集会

WEB合同シンポジウム（1）
日本動脈硬化学会・日本肝臓学会合同シン
ポジウム

35

2020/7/17 -31

川口　巧、橋田竜騎、鳥村拓司
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FIB-4indexとshear wave
elastographyを用いた検診受診者
の肝硬度の実態と病態：データマ
イニング解析

第106回日本消化器病学
会総会

WEBパネルディスカッション（4）
NAFLD診療の最前線

36

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A87, 2020
日本消化器病学会雑誌

川口　巧、山村咲良、鳥村拓司

抗ウイルス治療が肝癌予防に有効
に行われているか. 最近の初発肝
癌例の治療状況の検討

第106回日本消化器病学
会総会

WEBワ-クショップ（1）
消化器癌一次予防の新たなコンセンサス

37

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A134, 2020
日本消化器病学会雑誌

井出達也、有永照子、鳥村拓司

27年間に診断された肝癌症例の臨
床的特徴と生存の推移-短期死亡
例の検討

第106回日本消化器病学
会総会

WEBワ-クショップ（2）
肝疾患の疫学と自然史

38

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A140, 2020
日本消化器病学会雑誌

黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

肝細胞癌に対する血管新生阻害剤
の正常臓器血管への影響と癌血管
特異的遺伝子の探索

第106回日本消化器病学
会総会

WEBワ-クショップ（6）
臨床応用に向けた肝癌の病態解明

39

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A161, 2020
日本消化器病学会雑誌

岩本英希、古賀浩徳、鳥村拓司

SGLT2阻害剤がNASH関連肝癌マ
ウスモデルの腫瘍増殖と肝癌細胞
の代謝におよぼす影響：Multi-
omics analysis

第106回日本消化器病学
会総会

WEB40

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A210, 2020
日本消化器病学会雑誌

中野　暖、川口　巧、岩本英希、
古賀浩徳、鳥村拓司

3年間のステロイド維持療法後に
投与を中止した自己免疫性膵炎の
再熱に関わる因子の検討

第106回日本消化器病学
会総会

WEB41

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A214, 2020
日本消化器病学会雑誌

牛島知之、島松　裕、鶴田　修、
鳥村拓司

当院における胆管狭窄に対する経
乳頭的病理診断能の成績と問題点

第106回日本消化器病学
会総会

WEB42

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A244, 2020
日本消化器病学会雑誌

阪上尊彦、岡部義信、石田祐介、
安元真希子、牛島知之、島松
裕、平井真吾、深堀　理、鳥村拓
司

当院におけるC型非代償性肝硬変
におけるソホスブビル/ベルパタ
スビル（SOF/VEL）14症例での
治療効果・副作用に関する検討

第106回日本消化器病学
会総会

WEB43

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A377, 2020
日本消化器病学会雑誌

川口俊弘、井出達也、鳥村拓司

レンバチニブは腫瘍免疫微小環境
を免疫学的‘cold’から‘hot’へ変化
させる

第56回日本肝臓学会総会 大阪市44
2020/8/28 -29

鈴木浩之、岩本英希、中村　徹、
増田篤高、阪上尊彦、田中俊光、
中野　暖、古賀浩徳、鳥村拓司

レンバチニブにおける有害事象発
現時期と有害事象による治療中止
に関わる因子の検討

第56回日本肝臓学会総会 大阪市45
2020/8/28 -29

下瀬茂男、新関　敬、岩本英希、
城野智毅、蒲池直紀、野田　悠
岡村修祐、中野聖士、黒松亮子、
田中正俊、古賀浩徳、鳥村拓司
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SGLT2阻害剤が肝細胞癌の増殖と
代謝に及ぼす影響

第56回日本肝臓学会総会 大阪市46
2020/8/28 -29

中野　暖、川口　巧、岩本英希、
古賀浩徳、鳥村拓司

肝細胞癌（HCC）に対する
Balloon-Occluded Transarterial
Chemoembolization（B-TACE）
とCoventional TACE（C-
TACE）のTE4

第56回日本肝臓学会総会 大阪市47
2020/8/28 -29

城野智毅、新関　敬、岩本英希、
下瀬茂男、蒲池直紀、野田　悠、
岡村修祐、中野聖士、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

分子標的治療薬の時代における肝
動脈化学塞栓術と肝動注化学療法
の適応をそのCR例から考察する

第56回日本肝臓学会総会 大阪市48
2020/8/28 -29

新関　敬、下瀬茂男、岩本英希、
城野智毅、中野聖士、野田　悠、
岡村修祐、蒲池直紀、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

高齢者C型肝疾患でのDAA治療
SVR例の発癌についての検討
―propensity score matchingを
用いた検討も含めて―

第56回日本肝臓学会総会 大阪市49
2020/8/28 -29

井出達也、江口有一郎、原田
大、磯田広史、本間雄一、有永照
子、桑原礼一郎、天野恵介、川口
俊弘、佐野有哉、鳥村拓司

肝性浮腫患者のトルバプタン効果
と予後の予測

第56回日本肝臓学会総会 大阪市50
2020/8/28 -29

足立卓哉、高木章乃夫、佐藤秀
一、大山淳史、和田　望、坂田雅
浩、安中哲也、大西秀樹、白羽英
則、岡田裕之

NAFLD由来肝がん患者における
血清ミオスタチンおよび筋肉脂肪
化と術後予後との関連―運動療法
によるミオスタチン制御の可能性

第56回日本肝臓学会総会 大阪市51
2020/8/28 -29

由雄祥代、島垣智成、吉田祐一、
筒井由梨子、河合裕成、吉川詩
織、山添太士、森　泰三、大澤陽
介、橋田竜騎、川口　巧、考藤達
哉

REIC/Dkk-3遺伝子治療併用によ
る肝癌治療の効果増強

第56回日本肝臓学会総会 大阪市52
2020/8/28 -29

白羽英則、大山淳史、足立卓哉、
和田　望、 坂田雅浩、安中哲
也、大西秀樹、岡田裕之、高木章
乃夫

糖尿病外来患者における慢性肝疾
患スクリーニングマーカーの検討

第56回日本肝臓学会総会 大阪市53
2020/8/28 -29

大山淳史、高木章乃夫、足立卓
哉、和田　望、坂田雅浩、安中哲
也、大西秀樹、白羽英則、岡田裕
之

運動療法が肝細胞癌患者のフレイ
ルに及ぼす影響

第56回日本肝臓学会総会 大阪市54
2020/8/28 -29

土橋　仁、川口　巧、真田　拓、
橋田竜騎、鳥村拓司、野ツ俣和夫

福岡県における無料肝炎ウイルス
検査陽性者の精密検査受診の状況

第56回日本肝臓学会総会 大阪市55
2020/8/28 -29

井出達也、天野恵介、鳥村拓司

福岡県，拠点病院と連携した協会
けんぽ福岡支部の肝炎対策

第56回日本肝臓学会総会 大阪市56
2020/8/28 -29

大江千恵子、上村景子、井出達
也、中原真由美、是永匡紹

肝炎ウイルス検査受検勧奨～ペッ
パー君による勧奨～

第56回日本肝臓学会総会 大阪市57
2020/8/28 -29

岡田尚子、福井卓子、井出達也、
中原真由美、江口有一郎、藤岳夕
歌、張替賢一

当院の多職種による肝炎ワーキン
グチームの立ち上げと活動

第56回日本肝臓学会総会 大阪市58
2020/8/28 -29

原﨑礼子、緒方　啓、堀まいさ、
東恵理子、吉村哲広、北川利香、
江﨑祐子、益永　愛、渡邊悦富、
白石智己、森下麻子、中島由佳
里、井出達也、鳥村拓司
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NAFLD患者におけるpatient-
reported outcomes（PROs）の
実態：倦怠感とPROsの関連

第56回日本肝臓学会総会 大阪市59
2020/8/28 -29

山村咲良、矢田ともみ、江口有一
郎

再発時に神経内分泌マーカーの発
現を獲得したと考えられる肝細胞
癌の一例

第56回日本肝臓学会総会 大阪市60
2020/8/28 -29

岩尾直樹、岡村修祐、蒲池直紀、
野田　悠、城野智毅、下瀬茂男、
岩本英希、中野聖士、新関　敬、
黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

急速に増大傾向を示した多発肝腫
瘤に対してフローサイトメトリー
を用いて早期診断と治療が可能で
あった悪性リンパ腫の一例

第56回日本肝臓学会総会 大阪市61
2020/8/28 -29

河原聡一郎、高木章乃夫、大山淳
史、足立卓哉、和田　望、坂田雅
浩、安中哲也、白羽英則、岡田裕
之

レンバチニブは肝細胞癌の免疫微
小環境をimmune cold から hot
へと変化させる

第57回日本消化器免疫学
会総会

誌上開催シンポジウム(1)
肝免疫と微細環境

62

2020/7/2 -3

鈴木浩之、岩本英希、中村　徹、
増田篤高、阪上尊彦、田中俊光、
中野　暖、今村恭子、早川政子、
古賀浩徳、鳥村拓司

新規血清バイオマーカーを活動性
指標とした炎症性腸疾患治療への
試み

第57回日本消化器免疫学
会総会

誌上開催シンポジウム(1)
肝免疫と微細環境

63

2020/7/2 -3

吉岡慎一郎、酒見亮介、光山慶
一、荒木俊博、鶴田耕三、森田
俊、吉村哲広、森　敦、山内亨
介、桑木光太郎、鳥村拓司

当院の TS1 膵癌における EUS-
FNA の成績と問題点の検討

第99回日本消化器内視鏡
学会総会

京都市64

2020/9/2 -3

安元真希子、岡部義信、牛島知
之、阪上尊彦、島松　裕、内藤嘉
紀、深堀　理、鶴田　修、鳥村拓
司

当院における悪性十二指腸・胆管
閉塞に対する内視鏡的ダブルステ
ンティングの成績と問題点

第99回日本消化器内視鏡
学会総会

京都市65

2020/9/2 -3

牛島知之、岡部義信、島松　裕、
阪上尊彦、深堀　理、安元真希
子、鶴田　修、鳥村拓司

当院で経験した膵神経内分泌腫瘍
（PNEN）に対する EUS-FNA の
診断能の検討

第99回日本消化器内視鏡
学会総会

京都市66

2020/9/2 -3

島松　裕、岡部義信、安元真希
子、阪上尊彦、牛島知之、深堀
理、谷川雅彦、内藤嘉紀、鶴田
修、鳥村拓司

Current Treatment and
Unsolved Issue for Portal
Hypertension Based on
Japanese Guidelines of Liver
Cirrhosis

第56回日本肝臓学会総会 大阪市JSH-CHESS Joint Session ／ Unmet
Needs in Portal Hypertension

67
2020/8/28 -29

Kawaguchi T、Emori K、
Torimura T

自己免疫性肝炎におけるアザチオ
プリン治療の役割

第56回日本肝臓学会総会 大阪市ワ-クショップ（5）
自己免疫性肝疾患の新展開 Update on
autoimmune liver diseases

68
2020/8/28 -29

有永照子、井出達也、鳥村拓司
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肝臓内科医の肝移植医療への貢献
度を向上させるために―肝臓内科
医が外科肝移植チームでの研修で
得たもの―

第56回日本肝臓学会総会 大阪市パネルディスカッション（8）
肝移植医療における内科・外科連携の現状
と問題点 Current status and Issues of
cooperation between physicians and
surgeons in Liver Transplantation

69
2020/8/28 -29

桑原礼一郎、井出達也、鳥村拓司

進行肝細胞癌に対する分子標的薬
による一次治療に関する
Propensity score matchingを用
いた比較

第56回日本肝臓学会総会 大阪市パネルディスカッション（3）
肝癌に対する分子標的治療および免疫治療
Liver cancer related session（Molecular
Targeted Therapy and Immunotherapy）

70
2020/8/28 -29

中野聖士、古賀浩徳、鳥村拓司

健診受診者における肝線維化進展
に関わるアルゴリズム：shear
wave elastographyとデータマイ
ニングを用いた検討

第56回日本肝臓学会総会 大阪市パネルディスカッション（6）
肝癌・肝炎の拾い上げとリスク評価 How
to find population carrying risk for
hepatitis and/or hepatocellular
carcinoma

71
2020/8/28 -29

川口　巧、山村咲良、鳥村拓司

慢性肝疾患患者におけるJSHサル
コペニア判定基準とLiver Frailty
Indexの筋萎縮予測指標としての
有用性の検討

第56回日本肝臓学会総会 大阪市パネルディスカッション（7）
肝疾患とサルコペニア―現状・課題・将来
展望― Liver disease and sarcopenia:
current status, remaining issues and
future prospects

72
2020/8/28 -29

川口　巧、橋田竜騎、鳥村拓司

小児クローン病患者の肛門病変に
対する外科的治療の経験

第45回日本大腸肛門病学
会九州地方会、第36回九
州ストーマリハビリテー
ション研究会

久留米市ワ-クショップ(2)
IBDに合併した肛門病変への対応

73

2020/8/29

衣笠哲史、溝部智亮、水落建輝、
光山慶一、藤田文彦、赤木由人

造血幹細胞移植後のde novo B型
肝炎に伴う急性肝不全（昏睡型）
から内科的治療で救命し得た1例

第46回日本急性肝不全研
究会

千葉市74

2020/8/27

佐野有哉、芥田憲夫、粕谷加代
子、川村祐介、鈴木義之、鳥村拓
司、熊田博光

我が国のがん対策・がん検診につ
いて

第27回日本CT検診学会学
術集会

東京シンポジウム（1）
低線量CT肺がん検診は対策型検診として導
入できるのか？

75

2020/2/7 -8

堤　翼
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Precise evaluation of TCF-4
isoform expressions in tumors
derived
from digestive organs

第79回日本癌学会学術総
会

WEB76

2020/10/1 -3

Koga H, Sudo T, Akagi Y,
Iwamoto H, Sakaue T, Tanaka
T, Akiba J, Yano H

Elevated serum IGFBP-1 levels
after lenvatinib treatment
reflect
intratumoral ischemia

第79回日本癌学会学術総
会

WEB77

2020/10/1 -3

Suzuki H, Iwamoto H, Sakaue
T, Tanaka T, Koga H, Torimura
T

Anti-PD-L1 antibodies promote
proliferation of sarcomatous
liver
cancer cells

第79回日本癌学会学術総
会

WEB78

2020/10/1 -3

Tanaka T, Koga H, Iwamoto H,
Suzuki H, Sakaue T, Akiba J,
Yano H, Torimura T

肝内病変への診断に有用であった
Fusion・造影エコーの実施症例

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市79

2020/10/4

横山葉子、中島ゆう子、南　翔
太、久冨美希、長瀬　徹、森田恭
代、黒松亮子

小径の肝転移巣の描出に造影超音
波検査が有用であった膵頭部癌の
1例

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市80

2020/10/4

下河邉尭、酒井味和、岡部義信、
安元真希子、平井真吾、牛島知
之、黒松亮子、鳥村拓司

乳房超音波検査で2つの異なる形
態を呈した Mixed invasive
ductal and lobular
carcinoma (MDLC) の1例

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市81

2020/10/4

馬場由梨花、水島靖子、福島奈
央、松本　恵、唐　宇飛、柳場澄
子、川野祐幸、黒松亮子、中島
収

胆管内腫瘍栓と凝血塊の鑑別に造
影超音波検査が有用であった肝細
胞癌の一例

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市82

2020/10/4

酒井味和、新関　敬、牛島知之、
岡村修祐、城野智毅、岩本英希、
下瀬茂男、黒松亮子、鳥村拓司

造影超音波検査が診断の一助と
なった肝細胞癌脾転移の一例

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市83

2020/10/4

大田　諭、酒井味和、城野智毅、
新関　敬、岡村修祐、蒲池直紀、
野田　悠、中野聖士、黒松亮子、
鳥村拓司

造影超音波を施行しえた肝転移の
腹腔内破裂を契機に診断された性
腺外発生の絨毛癌の一例

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市84

2020/10/4

蒲池直紀、黒松亮子、岡村修祐、
野田　悠、城野智毅、中野聖士、
新関　敬、中島　収、鳥村拓司

中年期にみつかった巨大右房憩室
に手術を行い、右室機能が改善し
た一例

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市85

2020/10/4

本多亮博、田原宣広、田原敦子、
戸次宗久、緒方詔子、杦山陽一、
長嶺弘枝、庄嶋賢弘、黒松亮子、
福本義弘

「マルチモダリティ時代に超音波
検査に求められるものは何か」多
様化する肝癌診療における超音波
検査の役割

日本超音波医学会（第30
回九州地方会学術集会）

久留米市86

2020/10/4

岡村修祐、黒松亮子、酒井味和、
蒲池直紀、野田　悠、中野聖士、
中島　収、鳥村拓司
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肝癌根治後のDAAを用いたHCV
排除が肝癌再発に及ぼす影響

28th JDDW（第62回日
本消化器病学会大会、第
24回日本肝臓学会大会、
第18回日本消化器外科学
会大会）

神戸市シンポジウム(４)
肝炎ウィルス制御後の肝癌の実情と治療戦
略

87

2020/11/5 -8

61(Suppl.2):A590, 2020
肝臓

黒松亮子、井出達也、鳥村拓司

筋収縮誘発性マイオカイン
decorinが肝癌患者の身体機能と
予後におよぼす影響

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会、第62回
日本消化器病学会大会、
第18回日本消化器外科学
会大会、第58回日本消化
器がん検診学会大会）

神戸市ワークショップ(２)
肝臓を基軸とした臓器連関

88

2020/11/5 -8

61(Suppl.2):A612, 2020
肝臓

川口　巧、由雄祥代、鳥村拓司

C型非代償性肝硬変患者に対する
自家末梢血CD34陽性細胞の経肝
動脈投与による肝再生医療研究

28th JDDW（第62回日
本消化器病学会大会、第
100回日本消化器内視鏡
学会総会、第24回日本肝
臓学会大会、第18回日本
消化器外科学会大会）

神戸市シンポジウム（２）
消化器疾患に対する再生医療の応用

89

2020/11/5 -8

61(Suppl.2):A583, 2020
肝臓

中村　徹、増田篤高、鳥村拓司

運動療法が肝がん合併肝硬変患者
のフレイルにおよぼす影響

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会、第62回
日本消化器病学会大会、
第100回日本消化器内視
鏡学会総会、第18回日本
消化器外科学会大会、第
58回日本消化器がん検診
学会大会）

神戸市パネルディスカッション(４)
肝硬変のトータルマネジメント：合併症対
策から先進医療まで

90

2020/11/5 -8

61(Suppl.2):A601, 2020
肝臓

堤　翼、土橋　仁、川口　巧

歩行と電気刺激を用いたレジスタ
ンス運動Hybrid Training System
(HTS)がNAFLD患者の肝硬度にお
よぼす影響：ランダム化比較試験

28th JDDW（第62回日
本消化器病学会大会、第
24回日本肝臓学会大会、
第58回日本消化器がん検
診学会大会）

神戸市ワ-クショップ（14）
NAFLD/NASH治療の展望

91

2020/11/5 -8

61(Suppl.2):A620, 2020
肝臓

中野　暖、川口　巧、鳥村拓司
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An association between CLDQ-
NAFLD and brain-derived
neurotrophic factor in Japanese
patients with NAFLD

28th JDDW（第62回日
本消化器病学会大会、第
24回日本肝臓学会大会、
第58回日本消化器がん検
診学会大会）

神戸市International Session
（Symposium）（１）
NAFLD / NASH： 病態解明を目指した最
新情報2020（NAFLD and NASH: Up-to-
date 2020 for elucidation of pathology）

92

2020/11/5 -8

61(Suppl.2):A570, 2020
肝臓

Kawaguchi T, Takahashi H,
Torimura T

肝がん合併肝硬変患者における運
動療法が免疫系に及ぼす影響

28th JDDW（第62回日
本消化器病学会大会、第
24回日本肝臓学会大会、
第58回日本消化器がん検
診学会大会）

神戸市ワ-クショップ（19）
肝疾患と免疫

93

2020/11/5 -8

61(Suppl.2):A627, 2020
肝臓

吉田祐一、川口　巧、由雄祥代

画像強調内視鏡を用いた潰瘍性大
腸炎関連腫瘍の特徴-色素拡大内
視鏡から超拡大内視鏡とAI解析ま
で-

28th JDDW（第100回日
本消化器内視鏡学会総
会）

神戸市94

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):, 2020

吉岡慎一郎、福永秀平、光山慶
一、荒木俊博、鶴田耕三、森田
俊、吉村哲広、森　敦、山内亨
介、桑木光太郎、草場喜雄、永田
務、向笠道太、鶴田　修、鳥村拓
司

急性膵炎後の膵周囲液体貯留に対
する内視鏡治療の有用性と問題点
に関する後方視的検討

28th JDDW（第100回日
本消化器内視鏡学会総
会）

神戸市95

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):, 2020

牛島知之、岡部義信、島松　裕、
平井真吾、深堀　理、安元真希
子、鶴田　修、鳥村拓司

造影CTにおける造影効果を含め
た腫瘍因子からみたレンバチニブ
の治療効果について

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市96

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):A651, 2020

岡村修祐、下瀬茂男、新関　敬、
蒲池直紀、野田　悠、城野智毅、
岩本英希、中野聖士、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

切除不能進行肝細胞癌に対するレ
ンバチニブ5投2休法の基礎と臨床

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市97

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):A650, 2020

岩本英希、下瀬茂男、新関　敬、
中野聖士、城野智毅、高田晃男、
鈴木浩之、古賀浩徳、鳥村拓司

TACE不応肝細胞癌に対するレン
バチニブ療法とrepeated TACEの
有効性の比較　傾向スコアを用い
て

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市98

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):A657, 2020

下瀬茂男、新関　敬、岩本英希、
城野智毅、岡村修祐、中野聖士、
高田晃男、田中正俊、古賀浩徳、
鳥村拓司

切除不能局所進行膵癌に対する
Gemcitabine+nab-Paclitaxel療
法の単施設第II相試験

28th JDDW（第56回日
本消化器病学会大会）

神戸市99

2020/11/5 -8

117(Suppl.):A730, 2020
日本消化器病学会雑誌

深堀　理、牛島知之、岡部義信、
重藤宏太、田中俊光、長主祥子、
阪上尊彦、島松　裕、安元真希
子、三輪啓介、鶴田　修、鳥村拓
司

培養CD34陽性細胞移植はNASH
に伴う肝線維化を抑制する

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市100

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):A698, 2020

増田篤高、中村　徹、鳥村拓司
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当院の膵神経内分泌腫瘍(PNEN)
に対するEUS-FNAの診断能の後
方視的検討

28th JDDW（第62回日
本消化器病学会大会）

神戸市101

2020/11/5 -8

島松　裕、岡部義信、安元真希
子、牛島知之、平井真吾、深堀
理、谷川雅彦、内藤嘉紀、鶴田
修、鳥村拓司

当院の通常型膵癌に対する腫瘍径
別にみたEUS-FNAの成績と問題
点についての後方視的検討

28th JDDW（第62回日
本消化器病学会大会）

神戸市102

2020/11/5 -8

平井真吾、安元真希子、岡部義
信、牛島知之、島松　裕、深堀
理、内藤嘉紀、鶴田　修、鳥村拓
司

当院における切除不能進行肝細胞
癌に対するラムシルマブの初期使
用経験

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市103

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):A656, 2020

蒲池直紀、下瀬茂男、岩本英希、
新関　敬、野田　悠、城野智毅、
岡村修祐、中野聖士、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

当院・関連施設におけるC型非代
償性肝硬変に対するソホスブビル
/ベルパタスビルの治療効果・副
作用に関する検討

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市104

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):A676, 2020

佐野有哉、井出達也、鳥村拓司

Lenvatinibは腫瘍微小環境を
immune cold からhotへと変化さ
せる

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市105

2020/11/5 -8
61(Suppl.2):A694, 2020

鈴木浩之、岩本英希、鳥村拓司

当科における異所性静脈瘤の治療
戦略

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEB要望演題２
異所性静脈瘤

106

2020/10/28 -11/18

26(3):142, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

江森啓悟、井上博人、久永　宏、
於保和彦、豊永　純、鳥村拓司

肝移植医療における外科・内科の
連携と肝臓内科医の貢献

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEBワ-クショップ（３）
肝移植と門脈圧亢進症　-現状と問題点-

107

2020/10/28 -11/18

26(3):110, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

桑原礼一郎、江森啓悟、井上博
人、天野恵介、久永　宏、佐野有
哉、有永照子、井出達也、鳥村拓
司

肉眼的脈管浸潤を有する進行肝細
胞癌に対する New FP 療法を施
行した症例における胃食道静脈瘤
の臨床的危険因子の検討

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEB要望演題６
肝癌合併門脈圧亢進症に対するマネジメン
ト

108

2020/10/28 -11/18

26(3):150, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

新関　敬、江森啓悟、井上博人、
久永　宏、鳥村拓司

食道静脈瘤上に存在する表在食道
癌に対し内視鏡治療を施行した一
例

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEB109

2020/10/28 -11/18

26(3):150, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

向笠道太、江森啓悟、井上博人、
久永　宏、於保和彦、豊永　純、
鳥村拓司

シャント脳症に対するB-RTO後の
肝予備能、長期予後に関する検討

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEB110

2020/10/28 -11/18

26(3):106, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

井上博人、江森啓悟、久永　宏、
於保和彦、豊永　純
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左側門脈圧亢進症に伴う胃静脈瘤
に対する診断と治療

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEB要望演題５
左側門脈圧亢進症

111

2020/10/28 -11/18

26(3):148, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

井上博人、江森啓悟、久永　宏、
於保和彦、豊永　純、鳥村拓司

C型肝炎直接作用型抗ウイルス薬
投与前後における食道胃静脈瘤の
変化に関する検討

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEBパネルディスカッション（１）
ウイルス性肝炎SVR後に門脈圧亢進症は改
善するか

112

2020/10/28 -11/18

26(3):87, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

久永　宏、江森啓悟、井上博人、
井出達也、於保和彦、豊永　淳、
鳥村拓司

小児食道胃静脈瘤治療の検討

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEB要望演題１
小児の門脈圧亢進症

113

2020/10/28 -11/18

26(3):139, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

久永　宏、江森啓悟、井上博人、
於保和彦、豊永　淳、鳥村拓司

運動療法が肝硬変患者のフレイル
におよぼす影響

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEBワ-クショップ（６）
門脈圧亢進症におけるサルコペニアの実際
と対策

114

2020/10/28 -11/18

26(3):139, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

堤　翼、土橋　仁、川口　巧

原発性骨髄線維症に伴う門脈圧亢
進症、難治性腹水に対してトルバ
プタン、ルキソリチニブを導入し
た一例

第27回日本門脈圧亢進症
学会総会

WEB115

2020/10/28 -11/18

26(3):163, 2020
日本門脈亢進症学会雑誌

江田　誠、佐野有哉、川口俊弘、
天野恵介、桑原礼一郎、江森啓
悟、有永照子、井出達也、於保和
彦、鳥村拓司

胆道内視鏡におけるトラブル
シューティング

第56回日本胆道学会学術
集会

WEB指導医養成講座８116

2020/10/1 -2

岡部義信

レンバチニブにおける有害事象発
現時期と有害事象による治療中止
に関わる因子の検討

第22回日本肝がん分子標
的治療研究会

金沢市117

2020/11/14
プログラム&抄録集

城野智毅、下瀬茂男、新関　敬、
岩本英希、蒲池直紀、野田　悠、
岡村修祐、中野聖士、田中正俊、
古賀浩徳、鳥村拓司

当院における切除不能進行肝細胞
癌に対するラムシルマブの初期使
用経験

第22回日本肝がん分子標
的治療研究会

金沢市118

2020/11/14
プログラム&抄録集

蒲池直紀、下瀬茂男、岩本英希、
新関　敬、野田　悠、城野智毅、
岡村修祐、中野聖士、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

レンバチニブ治療後の血清IGFBP
-1 値の上昇は腫瘍内部の虚血・
低酸素を反映する

第22回日本肝がん分子標
的治療研究会

金沢市プレナリーセッション１119

2020/11/14

鈴木浩之、岩本英希、城野智毅、
下瀬茂男、新関　敬、山口泰三、
蒲池直紀、野田　悠、岡村修祐、
中野聖士、黒松亮子、古賀浩徳、
鳥村拓司

切除不能進行肝細胞癌に対するレ
ンバチニブWeekends-off法（5投
2休法）の基礎と臨床

第22回日本肝がん分子標
的治療研究会

金沢市120

2020/11/14

岩本英希、下瀬茂男、新関　敬、
中野聖士、城野智毅、鈴木浩之、
岡村修祐、野田　悠、蒲池直紀、
山口泰三、黒松亮子、古賀浩徳、
鳥村拓司
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BCLC B 肝細胞癌に対するレンバ
チニブ治療：on demand IVR療
法の付加的意義（多施設共同研
究）

第22回日本肝がん分子標
的治療研究会

金沢市プレナリーセッション２121

2020/11/14

下瀬茂男、田中正俊、新関　敬、
岩本英希、城野智毅、蒲池直紀、
野田　悠、岡村修佑、中野聖士、
山口泰三、菅　偉哉、野口和典、
黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

Roux-en Y 再建腸管例に対する
ショートタイプのダブルバルーン
とシングルバルーン

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEBワ-クショップ(４)
胆膵領域における診断と治療の進歩

122

2020/12/4 -5

p. 107, 2020
プログラム&抄録集

寺部寛哉、岡部義信、宋　祐人、
鳥村拓司

MAFLD Exceeds NAFLD in
Identification of Patients with
Significant Hepatic Fibrosis

The 71th Annual
Meeting of the
American Association
for the Study of Liver
Diseases (AASLD)

WEB123

2020/11/13 -17

72(Suppl.1):982A, 2020
Hepatology

Kawaguchi T, Eslam M,
Yamamura S, Tsutsumi T,
Nakano D, Yoshinaga S,
Takahashi H, Anzai K, George J
and Torimura T

当院・関連施設における C 型非
代償性肝硬変に対するソホスブビ
ル / ベルパタスビルの治療効果の
検討

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEBワ-クショップ(２)
肝炎診療の現在と未来

124

2020/12/4 -5

p. 96, 2020
プログラム&抄録集

佐野有哉、川口俊弘、井出達也、
天野恵介、桑原礼一郎、有永照
子、鳥村拓司

当院での高齢者と比較した若年者
における虚血性腸炎の臨床的特徴

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB125

2020/12/4 -5

p. 158, 2020
プログラム&抄録集

長田修一郎、久賀征一郎、森田恭
代、長田英輔、光山慶一、鳥村拓
司

前下膵十二指腸動脈瘤破裂の治療
後に十二指腸狭窄を来した一例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB126

2020/12/4 -5

p. 151, 2020
プログラム&抄録集

増田　裕、高田珠里、林めぐみ、
佐々木望、松隈則人、鳥村拓司

胃型形質の低異型度分化型胃癌の
一例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB127

2020/12/4 -5

p. 151, 2020
プログラム&抄録集

住江博明、住江修治、安倍満彦、
則松　宏、鳥村拓司
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当院で施行した大腸ステント留置
の検討

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB128

2020/12/4 -5

p. 158, 2020
プログラム&抄録集

田中寛士、石井海人、山口翔太
郎、南　真平、渡邉裕次郎、草場
喜雄、渡辺靖友、白地美紀、梶原
雅彦、小野典之、鳥村拓司

膵癌の浸潤による横行結腸閉塞に
対して金属ステントを挿入後、早
期に閉塞を来たした1例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB129

2020/12/4 -5

p. 137, 2020
プログラム&抄録集

高木孝太、宮島一郎、桑原朝子、
力武祐一郎、桑野　徹、南野隆
一、安倍弘彦、鳥村拓司、木村
有

偽膜性腸炎にクリプトスポリジウ
ム症を併発した1例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB130

2020/12/4 -5

p. 138, 2020
プログラム&抄録集

吉尾智一、野口和典、坂田研二、
河野克俊、豊増　靖、森田　拓、
林　大樹、宮崎　健、桑野　徹、
河野　隆、西村　拓、田宮芳孝、
鳥村拓司

肝障害を契機に C 型肝炎ウイル
ス再感染が判明した一例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB131

2020/12/4 -5

p. 136, 2020
プログラム&抄録集

岩尾直樹

肝細胞癌脾転移に対して、造影超
音波検査での経過観察が有用で
あった一例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB132

2020/12/4 -5

p. 141, 2020
プログラム&抄録集

下河邉尭、酒井味和、城野智毅、
新関　敬、岩本英希、下瀬茂男、
蒲池直紀、野田　悠、岡村修佑、
中野聖士、黒松亮子、古賀浩徳、
鳥村拓司

造影超音波検査で胆管内腫瘍栓の
確定診断に至り、集学的治療を
行った一例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB133

2020/12/4 -5

p. 142, 2020
プログラム&抄録集

大田　諭、新関　敬、酒井味和、
牛島知之、岩本英希、下瀬茂男、
城野智毅、岡村修祐、野田　悠、
蒲池直紀、中野聖士、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

肝原発腺扁平上皮癌の1例 第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB134

2020/12/4 -5

p. 161, 2020
プログラム&抄録集

酒井味和、野田　悠、岡村修祐、
新関　敬、岩本英希、城野智毅、
下瀬茂男、三原勇太郎、草野弘
宣、蒲池直紀、中野聖士、黒松亮
子、古賀浩徳、鳥村拓司
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当院における食道癌治療に対する
Nivolumabの使用経験

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB135

2020/12/4 -5

p. 161, 2020
プログラム&抄録集

福田慎一郎、將口佳久、丸山
薫、梅北慎也、横山　梓、松林江
里子、丸岡浩人、國木康久、水谷
孝弘、秋穂裕唯、末原伸泰、佐藤
栄一

小腸出血、食道静脈瘤、門脈血栓
を併発した原発性胆汁性胆管炎の
一例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB136

2020/12/4 -5

p. 122, 2020
プログラム&抄録集

大浦路子、井出達也、緒方　啓、
堀まいさ、江森啓悟、鳥村拓司

潰瘍性大腸炎の呼吸器合併症とし
て好酸球性肺炎を生じた一例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB137

2020/12/4 -5

p. 135, 2020
プログラム&抄録集

山内大夢、酒見亮介、別府剛志、
小島俊樹、榊原重成、平塚裕也、
佐々木優、宋　祐人

ウステキヌマブが著効したクロー
ン病小腸型の1例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB138

2020/12/4 -5

p. 155, 2020
プログラム&抄録集

小林起秋、菅原脩平、後藤諒介、
深水　航、柴田　翔、上野恵里
菜、河野弘志

HCV のウイルス学的著効
（SVR）後に多発肝細胞癌を発症
した1例

第116回日本消化器病学
会九州支部例会　第110
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会　合同

WEB139

2020/12/4 -5

p. 155, 2020
プログラム&抄録集

菅原脩平、小林起秋、後藤諒介、
深水　航、柴田　翔、上野恵里
菜、河野弘志、鶴田　修、光山慶
一、鳥村拓司

潰瘍性大腸炎に対するアドレノメ
デュリン療法の開発医師主導全国
多施設共同二重盲検治験（第Ⅱa
相）

第11回日本炎症性腸疾患
学会学術集会（JSIBD）

WEBシンポジウム
日本から発信するIBD研究

140

2020/12/5

p.31, 2020
プログラム&抄録集

山本隆行、芦塚伸也、北　俊弘、
大宮直木、金井隆典、本谷　聡、
平井郁仁、仲瀬裕志、森山智彦、
中村正直、鈴木康夫、上村修司、
小林　拓、日比紀文、大井秀久、
野崎良一、光山慶一、山本章二
郎、渡辺孝二、北村和雄

潰瘍性大腸炎に対する新規治療薬
としてのCGRPの効果の検討

第11回日本炎症性腸疾患
学会学術集会（JSIBD）

WEBシンポジウム
日本から発信するIBD研究

141

2020/12/5

p.32, 2020
プログラム&抄録集

山崎　博、荒木俊博、光山慶一



2020年 学会発表  P. 17 日程の下は掲載誌と、その頁です

IBDモデルマウスへのコルヒチン
投与による治療効果の検討

第11回日本炎症性腸疾患
学会学術集会（JSIBD）

WEB142

2020/12/5

p.71, 2020
プログラム&抄録集

向坂秀人、竹田津英稔、向坂彰太
郎、平井郁仁

慢性大腸炎モデルに対する青黛の
有効性と作用機序についての検討

第11回日本炎症性腸疾患
学会学術集会（JSIBD）

WEB143

2020/12/5

p.72, 2020
プログラム&抄録集

森田　俊、鶴田耕三、荒木俊博、
吉村哲広、山崎　博、桑木光太
郎、吉岡慎一郎、竹田津英稔、光
山慶一、鳥村拓司

炎症性腸疾患診療における
Leucine-rich Alpha-2
Glycoproteinと血清Calprotectin
を用いた非侵襲的な粘膜活動性モ
ニタリングの可能性

第11回日本炎症性腸疾患
学会学術集会（JSIBD）

WEBパネルディスカッション(2)
Tight Controlの実践とその課題

144

2020/12/5

p.50, 2020
プログラム&抄録集

吉岡慎一郎、酒見亮介、荒木俊
博、鶴田耕三、森田　俊、吉村哲
広、森　敦、桑木光太郎、竹田津
英稔、光山慶一

ラット大腸潰瘍モデルにおける自
己組織化ハイドロゲルの効果とそ
の機序

第11回日本炎症性腸疾患
学会学術集会（JSIBD）

WEB145

2020/12/5

p.83, 2020
プログラム&抄録集

荒木俊博、山崎　博、森田　俊、
鶴田耕三、吉村哲広、桑木光太
郎、吉岡慎一郎、竹田津英稔、光
山慶一

炎症性腸疾患における血清LRG測
定の有用性についての検討

第11回日本炎症性腸疾患
学会学術集会（JSIBD）

WEB146

2020/12/5

p.97, 2020
プログラム&抄録集

酒見亮介、吉岡慎一郎、森田
拓、森田　俊、鶴田耕三、森
敦、吉村哲広、荒木俊博、桑木光
太郎、宗　祐人、光山慶一、鳥村
拓司

進行肝細胞癌に対するNew FP療
法の予後良好群の設定、及び分子
標的治療薬の介入の意義

第56回日本肝癌研究会 大阪市ワ-クショップ(1)
高度進行肝細胞癌に対する集学的治療の展
開

147
2020/12/22 -23

p.125, 2020
プログラム&抄録集

新関　敬、下瀬茂男、鳥村拓司

BCLC B 肝細胞癌に対するレンバ
チニブ、IVR療法のAlternation
Therapyの意義

第56回日本肝癌研究会 大阪市パネルディスカッション(2)
経動脈的治療における進歩と個別化

148
2020/12/22 -23

p.104, 2020
プログラム&抄録集

下瀬茂男、田中正俊、新関　敬、
岩本英希、城野智毅、蒲池直紀、
野田　悠、岡村修祐、中野聖士、
山口泰三、菅　偉哉、野口和典、
黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

造影CTにおける造影効果を含め
た腫瘍因子からみたレンバチニブ
の治療効果について

第56回日本肝癌研究会 大阪市149
2020/12/22 -23

p.186, 2020
プログラム&抄録集

岡村修祐、下瀬茂男、新関　敬、
蒲池直紀、野田　悠、城野智毅、
岩本英希、中野聖士、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

切除不能進行肝細胞癌に対するレ
ンバチニブWeekends-off法(5投2
休法)の試み

第56回日本肝癌研究会 大阪市150
2020/12/22 -23

p.220, 2020
プログラム&抄録集

岩本英希、新関　敬、下瀬茂男、
中野聖士、城野智毅、鈴木浩之、
岡村修祐、野田　悠、蒲池直紀、
山口泰三、古賀浩徳、鳥村拓司
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レンバチニブ治療後の血清IGFBP
-1値の上昇は腫瘍内虚血を反映す
る

第56回日本肝癌研究会 大阪市151
2020/12/22 -23

p.220, 2020
プログラム&抄録集

鈴木浩之、岩本英希、城野智毅、
下瀬茂男、新関　敬、山口泰三、
蒲池直紀、野田　悠、岡村修祐、
中野聖士、黒松亮子、古賀浩徳、
鳥村拓司

当院における切除不能進行肝細胞
癌(HCC)に対するラムシルマブの
初期使用経験

第56回日本肝癌研究会 大阪市152
2020/12/22 -23

p.229, 2020
プログラム&抄録集

蒲池直紀、下瀬茂男、岩本英希、
新関　敬、中野聖士、岡村修祐、
城野智毅、野田　悠、黒松亮子、
古賀浩徳、鳥村拓司

肝細胞癌に対するBalloon-
Occluded TACEとCoventional
TACEのTE4結節の比較

第56回日本肝癌研究会 大阪市153
2020/12/22 -23

p.233, 2020
プログラム&抄録集

城野智毅、新関　敬、岩本英希、
下瀬茂男、古賀浩徳、鳥村拓司

肝原発腺扁平上皮癌の1例 第56回日本肝癌研究会 大阪市154
2020/12/22 -23

p.239, 2020
プログラム&抄録集

野田　悠、酒井味和、三原勇太
郎、岡村修祐、蒲池直紀、中野聖
士、城野智毅、下瀬茂男、岩本英
希、新関　敬、草野弘宣、黒松亮
子、古賀浩徳、鳥村拓司

CD34陽性細胞を用いた肝硬変症
に対する細胞移植治療

第52回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

WEBシンポジウム(1)
消化器疾患研究の最先端

155

2020/12/3 -4

中村　徹

NASHモデルマウスに対する培養
CD34陽性細胞移植の抗線維化作
用

第52回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

WEB156

2020/12/3 -4

増田篤高、中村　徹、古賀浩徳、
鳥村拓司

Wntシグナル中枢転写因子TCE-4
バリアントの癌細胞における高精
度発現解析

第52回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

WEB157

2020/12/3 -4

古賀浩徳、阪上尊彦、増田篤高、
中村　徹、矢野博久、鳥村拓司

肝細胞癌における癌血管特異的
micro RNA を利用した血管新生
抑制治療

第34回肝類洞壁細胞研究
会学術集会

久留米市158

2020/12/17 -18

岩本英希、鈴木浩之、阪上尊彦、
今村恭子、早川政子、中村　徹、
増田篤高、田中俊光、古賀浩徳、
鳥村拓司

NASH モデルマウスにおける培
養 CD34陽性細胞移植療法の抗線
維化作用の検討

第34回肝類洞壁細胞研究
会学術集会

久留米市159

2020/12/17 -18

増田篤高、中村　徹、岩本英希、
鈴木浩之、阪上尊彦、田中俊光、
古賀浩徳、鳥村拓司

クローン病患者における適切な手
術適応とタイミング

第75回日本大腸肛門病学
会学術集会

WEB160

2020/11/13 -14

衣笠哲史、光山慶一、藤田文彦、
赤木由人

HCC に対する分子標的治療が腫
瘍免疫微小環境に与える影響の検
討

第34回肝類洞壁細胞研究
会学術集会

久留米市161

2020/12/17 -18

鈴木浩之、岩本英希、中村　徹、
増田篤高、阪上尊彦、田中俊光、
今村恭子、早川政子、古賀浩徳、
鳥村拓司
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A Data Mining-based Metabolic
Risk Abnormalities for Lean-
NASH in Japan

The 71th Annual
Meeting of the
American Association
for the Study of Liver
Diseases (AASLD)

WEBSymposium
AASLD/Japan Society of Hepatology
Joint Symposium

162

2020/11/13 -17

Kawaguchi T

Antimitochondrial antibodies in
patients with autoimmune
hepatitis:a large multicenter
study

The 55th Annual
Meeting of the
European Association
for the Study of the
Liver (EASL)

WEB163

2020/8/27 -29

73: S471, 2020
Journal of Hepatology

Gatselis N, Zachou K, Montano-
Loza A, Cançado ELR, Arinaga-
Hino T, Muratori P, Efe C,
Floreani A, Invernizzi P,
Takahashi A, Takaki A, Beretta-
Piccoli BT, Van Hoek B,
Lytvyak E, Vilar Guedes L,
Purnak T, Cazzagon N, Lygoura
V, Arvaniti P, Rigopoulou E,
Muratori L, Dalekos G

当科におけるHelicobacter pylori
除菌後胃癌の臨床病理学的特徴

28th JDDW（第24回日
本肝臓学会大会）

神戸市164

2020/11/5 -8

石橋英樹, 今給黎宗, 松岡弘樹, 向
坂秀人, 松岡　賢, 久能宣昭, 阿部
光市, 船越禎広, 竹田津英稔, 平井
郁仁

腎臓癌に対するニボルマブ/イピ
リムマブ併用治療で非昏睡型急性
肝不全を来した 1 例

第46回日本急性肝不全研
究会

大阪市165

2020/8/27

坂田雅浩、竹井健介、松枝真由、
安中哲也、高木章乃夫

多発肝嚢胞性病変の稀な成因 第114回日本消化器病学
会中国支部例会・第125
回日本消化器内視鏡学会
中国支部例会

WEB166

2020/12/5 -6

坂田雅浩、金吉俊彦、伏見　崇、
藤田明子、住井遼平、中西　彬、
原　友太、上田裕也、野間康宏、
藤田勲生、堀井城一朗、豊川達
也、渡辺次郎

内科的集中治療で救命し得た原因
不明の昏睡型急性肝不全（急性
型） の1例

香川LIVERフォーラム
2020

香川市167

2020/2/8

坂田雅浩、和田　望、安中哲也

大腸憩室出血の再出血に与える因
子の検討と黄連解毒湯による止血
効果の可能性について

第16回日本消化管学会学
術集会

姫路ワ-クショップ（3）
消化管疾患に対する漢方薬のエビデンスの
構築をめざして

168

2020/2/7

坂田雅浩、藤田勲生、堀井城一
朗、表　静馬、上田祐也、豊川達
也

急性膵炎後の被包化壊死に対して
経皮的な内視鏡的necrosectomy
が奏効した1例

第114回日本消化器病学
会中国支部例会・第125
回日本消化器内視鏡学会
中国支部例会

WEB169

2020/12/5 -6

守山雅晃、伏見　崇、原　友太、
上田祐也、坂田雅浩、野間康宏、
藤田勲生、堀井城一朗、豊川達也

C型非代償性肝硬変症に対する自
家末梢血CD34陽性細胞を用いた
肝再生治療開発

第106回日本消化器病学
会総会

WEBシンポジウム（1）
消化器疾患に対する再生医療の現状と展望

170

2020/8/11 -13

117(Suppl.):A22, 2020
日本消化器病学会雑誌

中村　徹、増田篤高、鳥村拓司
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FEASIBILITY OF BILIARY
STENTING USING A NOVEL
DESIGNED ANTI-REFLUX
METAL STENT (ARMS) WITH
DUCKBILL SHAPED DESIGN -
AN EXPERIENCE OF 2
JAPANESE INSTITUTIONS -

DDW-2020 誌上171
2020/5/2 -5

91(6)(Suppl.):AB387-
AB388, 2020

Gastrointestinal Endoscopy

Kin T, Okabe Y, Katanuma A

膵・呼吸器領域の神経内分泌腫瘍
細胞診断における免疫細胞化学

第59回日本臨床細胞学会
秋期大会

横浜市シンポジウム（14）
臓器横断的神経内分泌腫瘍の細胞診

172

2020/11/21 -22

59(Suppl.2):389, 2020
日本臨床細胞学会雑誌

安倍秀幸、内藤嘉紀、河原明彦、
高瀬頼妃呼、岡部義信、村田和
也、福満千容、吉田友子、篠田由
佳子、牧野諒央、秋葉　純

炎症性腸疾患合併妊娠の実際

第13回日本性差医学・医
療学会学術集会

久留米市シンポジウム（１）
性差と消化器疾患

173

2020/1/18 -19

吉岡慎一郎、山内亨介、光山慶
一、鳥村拓司

Role of hepatic arterial infusion
chemotherapy（New FP）for
advanced HCC in the era of
molecular target therapy

THE 24 TH
International
Symposium of Yonsei
Institute of
Gastroenterology

Avison
Biomedical
Research
Center,
Yonsei
University
Health
System

174

2020/2/1

Niizeki T, Iwamoto H, Shirono
T, Shimose S, Koga H,
Torimura T


