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1

ラットにおけるLCAP療法の確立と
DSS腸炎に対する効果

日程の下は掲載誌と、その頁です
山崎 博

第7回北部九州消化管リ
サーチカンファランス

福岡

2010/1/9

2

ラミブジン耐性株に対するアデフォビ
ル単独投与の治療効果

宮島一郎

第9回九州B型肝炎フォーラ 福岡
ム
2010/1/9

3

4

5

6

内田夕希、谷口英太郎、大塚百香、
永松あゆ、川口 巧、伊藤 実、居石
哲治、佐田通夫、田中粹子

第13回日本病態栄養学会
年次学術集会

早田福子、吉村弘美、増田香織、山
下裕江、龍頭綾子、後藤 隆、廣末
佳子、福元俊輔、福泉公仁隆、安武
健一郎

第13回日本病態栄養学会
年次学術集会

一ノ瀬昌子、戸次真知子、安武健一
郎、早田福子、中牟田誠、福泉公仁
隆、吉本剛志

第13回日本病態栄養学会
年次学術集会

第72回大腸癌研究会

5mm以下の大腸微小病変の内視鏡
治療指針

斉藤裕輔、岩下明徳、工藤進英、
小林広幸、清水誠治、多田正大、
田中信治、鶴田 修、津田純郎、
平田一郎、藤谷幹浩、杉原健一、
武藤徹一郎

Systemic chemotherapy不応Stage
IV-B肝細胞癌に対しsorafenibが
著効した１例

永松洋明、德安秀紀、中村日奈、
池園 友、澤田昌幸、天野恵介、
吉田 博、鳥村拓司、佐田通夫

第1回日本肝がん分子標的 神戸
治療研究会

ソラフェニブが有効であった肝細
胞癌肺転移の２例

橋本
兼行
由谷

修、田中正俊、下瀬茂男、
聡、倉岡 圭、堀まいさ、
茂、原田和徳、佐田通夫

第1回日本肝がん分子標的 神戸
治療研究会

Sorafenib投与後、早期に呼吸不
全を発症した下大静脈腫瘍栓を
伴った肝細胞癌の１例

新関 敬、黒木淳一、大野美紀、
相野 一、岩本英希、黒松亮子、
高田晃男、住江修治、中野聖士、
佐谷 学、鳥村拓司、佐田通夫

第1回日本肝がん分子標的 神戸
治療研究会

肝細胞癌におけるTS-1を用いたメ
トロノミックケモセラピーと
Vandetanib併用効果の検討

岩本英希、鳥村拓司、中村 徹、
黒木淳一、新関 敬、相野 一、
黒松亮子、高田晃男、住江修治、
佐谷 学、中野聖士、上野隆登、
佐田通夫

第1回日本肝がん分子標的 神戸
治療研究会

巨大な胃ポリープの1例

中根智幸、松尾 健、中原慶太、
渡辺靖友、向笠道太、白圡睦人、
河野弘志、鶴田 修、佐田通夫

第288回日本内科学会九州 福岡
地方会

寺田 礼、宮島一郎、久原孝一
郎、桑原礼一郎、緒方 啓、杉山
元、加治亮平、有永照子、井出達
也、佐田通夫

第288回日本内科学会九州 福岡
地方会

非代償性C型肝硬変に悪性リンパ
腫を合併し難治性腹水を来した症
例

木梨瑶子、原田 林、大橋朋子、
吉本剛志、福嶋伸良、福泉公仁
隆、中牟田誠、原田直彦、吉本五
一、岡村精一

第288回日本内科学会九州 福岡
地方会

シンポジウム

黒松亮子、住江修治、奥田康司、
中島 収、佐田通夫

第16回肝血流動態イメー
ジ研究会

質的肥満患者における体重変化と
体組成変化との相関

急性期病院における全科型NSTの
介入効果

PEG-IFN-RBV併用療法導入C型慢
性肝炎患者の栄養素摂取量の推移
指定演題
微小大腸病変の取り扱い」プロジェクト研
究班結果報告
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10
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12

13

14

総胆管結石と薬物の関与が考えら
れた肝障害の1例

画像診断による肝細胞癌の肉眼型
の推測と意義

京都

2010/1/9 -10

京都

2010/1/9 -10

京都

2010/1/9 -10

久留米

2010/1/15

2010/1/16

2010/1/16

2010/1/16

2010/1/16

2010/1/30

2010/1/30

2010/1/30

2010/1/30 -31

神戸
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15

胆嚢carcinosarcomaの１切除例

日程の下は掲載誌と、その頁です
和田幸之、高見裕子、桃﨑征也、
村中 光、才津秀樹

第52回日本消化器画像研
究会

東京

2010/2/13

16

ワ−クショップ（7）

河野弘志、鶴田 修、前山泰彦、
有田桂子、長谷川申、安元真希
子、秋葉 純、佐田通夫

第6回日本消化管学会総会 福岡
学術集会

前山泰彦

診断に難渋した腸の炎症性疾患

第6回日本消化管学会総会 福岡
学術集会

症例報告

2010/2/19 -20

副腎腫瘍と鑑別を要した異所性肝細 奥雄一朗
胞癌の一例

第15回筑後肝癌研究会

画像強調内視鏡の将来

NBI観察下微細血管・粘膜模様に
よる大腸腫瘍性病変の診断
17

18

19

20

21

22

23

特別企画症例セッション

ヘモクロマトーシスに発症したと考え
られる混合型肝癌の一例

城野智毅、梶原雅彦、高木浩史、馬
場真二、田口 順、石井邦英、安倍
弘彦、實藤俊昭、中野聖士、佐田通
夫

久留米大学医療センターにおける非 下瀬茂男、田中正俊、兼行 聡、倉
岡 圭、堀まいさ、橋本 修、由谷
B非C肝細胞癌診療の現状
茂、原田和徳、佐田通夫
非癌部肝組織の酸化ストレスマー
カー発現に関する非B非C肝癌と肝
炎ウイルス関連肝癌の比較検討

福嶋伸良、鹿毛政義、佐田通夫

久留米

2010/2/20

第15回筑後肝癌研究会

久留米

2010/2/20

第15回筑後肝癌研究会

久留米

2010/2/20

第15回筑後肝癌研究会

久留米

2010/2/20

Ｃ型慢性肝炎におけるインターフェロ 井出達也
ン治療 - 治療の工夫とウイルス側要
因当院ICUにおける入院患者の栄養
療法の現状と課題

2010/2/19 -20

新田智子、吉竹由佳里、松島君
江、岩崎久美子、新原史子、早田
福子、福元俊輔、福泉公仁隆、山
内 健、山田祐規子

第22回肝臓フォーラム(西
部）

大阪

2010/2/24

第25回日本静脈経腸栄養
学会

千葉

2010/2/25 -26
静脈経腸栄養
25(1):226, 2010

24

25

肝細胞癌・食道胃静脈瘤治療の栄
養状態におよぼす影響 - 多周波
数生体電気インピーダンス法を用
いた評価

化学放射線療法中に経口栄養剤に
よる栄養療法を必要とする食道癌
患者の背景因子の検討

武藤美智子、大津山樹理、鳥居ま
り、末継拓郎、荻原ゆかり、伊藤
実、谷口英太郎、川口 巧、居石
哲治、永松あゆ、内田夕希、田中
粋子、佐田通夫、秋山良子、小野
緑

第25回日本静脈経腸栄養
学会

高木泰子、井樋涼子、古川真奈
美、川口 巧、的野 吾、佐田通
夫、藤田正博、高松むつ子

第25回日本静脈経腸栄養
学会

千葉

2010/2/25 -26
静脈経腸栄養
25(1):263, 2010

千葉

2010/2/25 -26
静脈経腸栄養
25(1):312, 2010

26

入院時栄養スクリーニングにおけ
る総リンパ球数と栄養状態の関係
(第二報)

安武健一郎、早田福子、増田香
織、山下裕江、福泉公仁隆、山内
健

第25回日本静脈経腸栄養
学会
2010/2/25 -26
静脈経腸栄養
25(1):321, 2010

千葉
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27

NST介入により適応障害、多発外
傷、嚥下障害、重症の褥瘡を合併
した患者のQOLの改善を認めた一
例

日程の下は掲載誌と、その頁です
山下裕江、早田福子、福泉公仁
隆、福元俊輔、中島寛子、龍頭綾
子

第25回日本静脈経腸栄養
学会

千葉

2010/2/25 -26
静脈経腸栄養
25(1):337, 2010

28

当院における大腸癌外来化学療法
施行患者の栄養状態について(第2
報)

坂本亜沙美、山田 卓、井上光
鋭、鶴田美恵子、佐田通夫、石橋
生哉、白水和雄

第25回日本静脈経腸栄養
学会

千葉

2010/2/25 -26
静脈経腸栄養
25(1):522, 2010

29

30

31

最近経験したPBC+AIHのオーバー
ラップ症候群の２例

オーバーラップ症候群に合併した自
己免疫性肝炎疑診例

腸間膜及び膵実質に多発腫瘤を形
成したIgG4関連硬化性疾患の一例

大野美紀、野田 悠、桑原礼一郎、
久原孝一郎、緒方 啓、宮島一郎、
有永照子、井出達也、佐田通夫

第22回自己免疫性消化器
疾患研究会

深堀 理、福田直樹、福森一太、藤
岡丈士、杉原 充、小柳孝太郎、矢
野洋一、佐田通夫

第22回自己免疫性消化器
疾患研究会

酒見亮介、久保保彦、佐田通夫

第22回自己免疫性消化器
疾患研究会

久留米

2010/3/2

久留米

2010/3/2

久留米

2010/3/2

32

33

34

35

竹田津英稔、光山慶一、小林哲平、
山崎 博、桑木光太郎、長山幸路、
吉岡慎一郎、鶴田 修、佐田通夫

第22回自己免疫性消化器
疾患研究会

当施設におけるEUS-FNAの現状 EUS-FNAから学んだこと -

石田祐介

第12回熊本EUSセミナー

急性期病院における全科型NSTの
介入効果 - 111例の検討 -

早田福子、吉村弘美、増田香織、山
下裕江、龍頭綾子、後藤 隆、廣末
佳子、福元俊輔、福泉公仁隆、安武
健一郎

第35回九州代謝・栄養研究 熊本
会

中原慶太、渡辺靖友、松尾 健、
向笠道太、鶴田 修、佐田通夫

久留米・筑紫野消化管研
究会

久留米大学における炎症性腸疾患
の内科治療の実際および治療指針

IIa型SM2癌の1例

久留米

2010/3/2

熊本

2010/3/5

2010/3/6

久留米

2010/3/11

36

EUS-FNAで診断し得たサルコイドー
シスの1例

杉山 元

第2回インターベンショナル
EUS九州研究会

福岡

2010/3/13

37

経十二指腸的乳頭部切除術を施行
し、膵管チューブの迷入が4年後
に急性膵炎を発症した1例

勝本 充、川原隆一、木下壽文、
岡部義信

第46回日本腹部救急医学
会総会

富山

2010/3/18 -19
日本腹部救急医学会雑誌
30(2):299, 2010

38

39

車間接検診で発見された典型的LP
型癌の1例

向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、
松尾 健、鶴田 修、佐田通夫

筑後胃研究会

Poster

Goto T, Yoshida H, Miyase S,
Fujimaya S, Imazeki F,
Yokosuka O, Matsumura H,
Moriyama M, Yamamoto Y,
Nishiguchi S, Kondo Y, Ueno Y,
Sindo M, Yasutake A, Yamada G,
Genda T, Ichida T, Ide T, Sata
M, Shibuya A, Omata M, Koike K

20th Conference of the
Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL)

Prospective randomized
controlled " Head to Head"
trial of peginterferon alpha
-2a versus peginterferon alpha
-2b in combination with
ribavirin (IHIT-II) study: the
second report

久留米

2010/3/25

2010/3/25 -28
Hepatology International
4(1):190, 2010

Beijing,
China
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41

42

日程の下は掲載誌と、その頁です

256 slice CTを用いたWhole
Pancreatic Perfusionによる慢性
膵炎と糖尿病患者の膵血流評価の
試み

有川俊二、内田政史、久能由記
子、魚住 淳、早渕尚文、岡部義
信、中山ひとみ、室谷健太、徳安
真一、福田圭助

第69回日本医学放射線学
会総会

256 slice CTを用いたWhole
Pancreas Perfusion CTによる膵
癌血流診断の初期経験

久能由記子、内田政史、有川俊
二、魚住 淳、品川正治、早渕尚
文、岡部義信、室谷健太、福田圭
助

第69回日本医学放射線学
会総会

Poster: Category 5ｇ: Viral hepatitis

Nakamuta M, Yoshimoto T,
Harada S, Ohashi T, Fukushima
N, Fukuizumi K, Fujino T,
Nishi H, Mizutani T, Harada N,
Nomura H, Enjoji M

The 45th Annual Meeting Vienna,
of the European
Austria
Association for the
Study of the Liver
(EASL)

Lipid modulators (statins and
eicosapentaenoic acid)
accelerate the decline of HCV
virus load during treatment
with peg-interferon and
ribavirin

横浜

2010/4/8 -11

横浜

2010/4/8 -11

2010/4/14 -18
Journal of Hepatology
52(Suppl.1):S119, 2010

43

Poster: Category 3ｂ: Liver tumors

Alteration in lipid and
glucose (insulin signaling
pathway) metabolism-related
gene expression in
hepatocellular carcinoma has
implications for treatment
using lipid modulators
44

Poster: Category 3ｂ: Liver tumors

The incidence of
hepatocellular carcinoma
associated with hepatitis C
infection decreased in Kyushu,
Japan

Nakamuta M, Yada R, Taketomi
A, Yada M, Yoshimoto T,
Fukushima K, Maehara Y, Nomura
H, Enjoji M

The 45th Annual Meeting Vienna,
of the European
Austria
Association for the
Study of the Liver
(EASL)
2010/4/14 -18
Journal of Hepatology
52(Suppl.1):S228, 2010

Taura N, Yatsuhashi H, Nakao K,
Sata M

The 45th Annual Meeting Vienna,
of the European
Austria
Association for the
Study of the Liver
(EASL)
2010/4/14 -18
Journal of Hepatology
52(Suppl.1):S236, 2010

45

Poster: Category 8a: Alcoholic drug induced
and fatty liver disease

Adiponectin expressed in liver
directly improves nonalcoholic
steatohepatitis (NASH) by way
of anti-inflammation and antioxidative stress

Nakayama H, Ueno T, Otabe S,
Nakamura A, Yan X, Fkutani T,
Iwamoto H, Nakamura T, Torimura
T, Sata M, Yamada K

The 45th Annual Meeting Vienna,
of the European
Austria
Association for the
Study of the Liver
(EASL)
2010/4/14 -18
Journal of Hepatology
52(Suppl.1):S312, 2010

46

Poster: : Category 6: Autoimmune and chronic
cholestatic liver diseases

Roles of the multidrug
resistance gene 3 and
phospholipid in the
pathogenesis of primary
biliary cirrhosis

Nakamuta M, Nozaki Y, Yoshimoto
T, Fukushima N, Fukuizumi K,
Fujino T, Mizutani T, Harada N,
Nakajima A, Enjoji M

The 45th Annual Meeting Vienna,
of the European
Austria
Association for the
Study of the Liver
(EASL)
2010/4/14 -18
Journal of Hepatology
52(Suppl.1):S429, 2010

47

パネルディスカッション
陥凹型早期胃癌のＸ線所見と判断
基準

中原慶太

胃X線精度管理研究会（第 東京
13回学術集会）
2010/4/17
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48

Poster Section 15

Low dose metronomic
chemotherapy of S-1 and
Vandetanib produces
nontoxically good therapeutic
results for hepatocellular
carcinoma (HCC)
49

Poster Section 13

Hepatitis C virus core protein
in combination with
interleukin-6 induces
epithelial-mesenchymal
transition through
upregulation of Snail and E2A
in human hepatocyte-derived
cells
50

Poster Section 1

Characterization and function
of unique T-cell factor-4
splicing isoforms that exhibit
tumor repressive phenotypes in
hepatocellular carcinoma
51

Poster Section 8

A T-cell factor-4 motif
regulates the phenotype of
hepatocellular carcinoma cells

日程の下は掲載誌と、その頁です
Iwamoto H, Torimura T, Nakamura
T, Ueno T, Yano H, Sata M

101st Annual Meeting of Washington,
the American
DC, USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2010/4/17 -21

Abe H, Koga H, Yoshida T, Hanada
S, Kawaguchi T, Sakata M,
Taniguchi E, Torimura T, Yano H,
Ueno T, Sata M

101st Annual Meeting of Washington,
the American
DC, USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2010/4/17 -21

Tsedensodnom O, Koga H, Wands
JR, Kim M

101st Annual Meeting of Washington,
the American
DC, USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2010/4/17 -21

Koga H, Walker EJ, Tsedensodnom
O, Wands JR, Kim M

101st Annual Meeting of Washington,
the American
DC, USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2010/4/17 -21

52

パネルディスカッション（1）
肝細胞癌：集学的治療の現況と新たな展開

黒松亮子、田中正俊、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
総会

過去14年間における肝癌の予後改
善と集学的治療

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌

新潟

107(Suppl.):A121, 2010

53

ワークショップ（2）

石田祐介、岡部義信、鶴田

修

胆膵画像診断の進歩

Stage IV-A 肝細胞癌症例に対す
る長期予後を目標とした集学的治
療

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌

新鮮摘出標本を用いた胆管非腫瘍
粘膜のNBI併用拡大観察と病理組
織の比較検討
54

第96回日本消化器病学会
総会

107(Suppl.):A172, 2010

永松洋明、平城 守、佐田通夫、
德安秀紀、澤田昌幸、天野恵介、
吉田 博、岩本英希、鳥村拓司

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A231, 2010

55

クローン病の新規バイオマーカー
の検討

光山慶一、増田淳也、山崎 博、
桑木光太郎、竹田津英稔、吉岡慎
一郎、小林哲平、鶴田 修、佐田
通夫

第96回日本消化器病学会
総会
2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A243, 2010

新潟
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56

ラットにおけるLCAP療法の確立と
DSS腸炎に対する効果（第2報）腸粘膜血流改善効果を中心として

日程の下は掲載誌と、その頁です
山崎 博、光山慶一、増田淳也、
小林哲平、吉岡慎一郎、竹田津英
稔、鶴田 修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A244, 2010

57

当院で内視鏡的治療を行った早期
大腸癌の追跡調査結果報告

倉岡 圭、下瀬茂男、堀まいさ、
原田和徳、田中正俊、山口 倫、
村上直孝、緒方 裕、鶴田 修、
佐田通夫

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A253, 2010

58

肝細胞癌大腿骨転移からの骨接合
術後出血に緊急動脈塞栓術が有効
だった一例

下瀬茂男、田中正俊、兼行 聡、
倉岡 圭、堀まいさ、橋本 修、
由谷 茂、原田和徳、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A408, 2010

59

多発性胃炎症性ポリープを認めた
自己免疫性膵炎の一例

佐々木優、加治亮平、岡部義信、
國武泰史、前川隆一郎、鶴田
修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A415, 2010

60

当院における最近2年間の食道ス
テントの検討

吉貝浩史、酒井輝文、佐田通夫、
住江博明、岡村修祐、上野恵里
奈、近藤礼一郎、伊藤陽平、平田
和之、黒田久志

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A421, 2010

61

上部消化管内視鏡検査で経過が追
えたCrohnkhite Canada症候群の
一例

澤田昌幸、永松洋明、德安秀紀、
中村日奈、池園 友、天野恵介、
立石秀夫、吉田 博、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A425, 2010

62

Whole Pancreatic Perfusion CT
の経時的画像を用いた慢性膵炎に
おける膵機能評価の初期経験

有川俊二、内田政史、久能由記
子、魚住 淳、早渕尚文、岡部義
信

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A286, 2010

63

64

当院における抗血栓剤関連上部消
化管出血に関する検討

胃MALTリンパ腫の画像所見 - 特
にFDG-PET画像所見について -

柿ヶ尾佳奈、澤村紀子、植田圭二
郎、原田 林、杉真紀子、大橋朋
子、原口和大、水谷孝弘、吉本剛
志、福嶋伸良、原田直彦、河邊
顕、福泉公仁隆、中牟田誠、中村
和彦

第96回日本消化器病学会
総会

廣瀬靖光、魚住 淳、有川俊二、
石橋正敏、早渕尚文、中原慶太

第96回日本消化器病学会
総会

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A336, 2010

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A384, 2010

新潟
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65

66

67

日程の下は掲載誌と、その頁です
水谷孝弘、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、植田圭二郎、杉真紀子、原田
林、原口和大、大橋朋子、吉本剛
志、福嶋伸良、河邊 顕、福泉公
仁隆、中牟田誠、武岡宏明、岸原
康浩、桃崎征也、原田直彦

第96回日本消化器病学会
総会

肝細胞癌と細胆管細胞癌よりなる混
合型肝癌の一切除例

田口 順、中島 収、渡辺次郎、矢
野博久

第99回日本病理学会総会

Oral Session : Immunology, microbiology &

Shih DQ, Barrett R, Zhang X, Ko B,
Wong MH, Phaosawasdi P, Yeager
N, Martins G, Takedatsu H,
Michelsen KS, Targan SR

DDW-2010 (The 111th
American
Gastroenterological
Association Institute)
(AGA)

肝・脾・消化管に多発した血管肉
腫の1例

inflammatory bowel diseases

Constitutive in vivo
expression of TNFSF15 in
myeloid or lymphoid cells
induce mild small bowel
inflammation in mice

新潟

2010/4/22 -24
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A386, 2010

東京

2010/4/27 -28

New Orliens,
USA

2010/5/1 -6
Gastroenterology
138(Suppl.1):S-15, 2010

68

NBI観察下微細血管模様による大
腸腫瘍性病変の診断．pit
pattern診断と比較して

前山泰彦、鶴田 修、河野弘志、
有田桂子、長谷川申、佐田通夫

第5回大腸拡大内視鏡研究 東京
会（第79回日本消化器内
視鏡学会総会 附置研究
会）
2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):1152, 2010

69

特別シンポジウム
2010（1）

コンセンサス

河野弘志、鶴田

修、佐田通夫

一を目指して

Endoscopy

大腸上皮性腫瘍に対するNBI併用
拡大内視鏡検査による微小血管構
築像と表面微細構造の評価法の有
用性
ワークショップ（2）

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological

大腸腫瘍に対するNBI拡大観察所見分類の統

70

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

52(Suppl.1):755, 2010

長谷川申、鶴田

修、河野弘志

鋸歯状構造を有する大腸病変の内視鏡診断
と治療

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological

Sessile Serrated Adenoma/Polyp
の内視鏡診断

Endoscopy
52(Suppl.1):911, 2010

71

ミニビデオワークショップ
ERCP関連手技

岡部義信、加治亮平、佐田通夫

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

嵌頓した膵胆管結石に対する内視
鏡的対処法の工夫

2010/5/13 -15
Gastroenterological

東京

Endoscopy
52(Suppl.1):931, 2010

72

当院における緊急内視鏡的止血術
の現状と人員対策の検討

吉貝浩史、酒井輝文、佐田通夫、
住江博明、岡村修祐、上野恵里
奈、近藤礼一郎、清水義久、伊藤
陽平、平田和之、井手耕一

第79回日本消化器内視鏡
学会総会
2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):941, 2010

東京
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73

大腸病変におけるAuto
fluorescence Imagingの有用性

日程の下は掲載誌と、その頁です
有田桂子、鶴田 修、前山泰彦、
長谷川申、河野弘志、佐田通夫

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):980, 2010

74

胃陥凹型粘膜内癌のNBI拡大内視
鏡所見と組織構築の特徴

渡辺靖友、中原慶太、松尾 健、
向笠道太、河野弘志、光山慶一、
鶴田 修、佐田通夫

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):992, 2010

75

NBI拡大内視鏡による胃隆起性病
変の腫瘍･非腫瘍の鑑別能

向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、
松尾 健、河野弘志、鶴田 修、
佐田通夫

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):993, 2010

76

十二指腸乳頭部生検に伴う偶発症
の検討

岡部義信、石田祐介、加治亮平、
杉山 元、安元真希子、佐々木
望、鶴田 修、佐田通夫

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):1016, 2010

77

限局性自己免疫性膵炎の２切除例

石田祐介、岡部義信、加治亮平、
安元真希子、杉山 元、北里雄
平、勝本 充、御鍵和弘、赤須
玄、久下 亨、堀内彦之、木下壽
文、鶴田 修、佐田通夫

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):1074, 2010

78

巨大な胃ポリープの一例

松尾 健、中原慶太、渡辺靖友、
向笠道太、白圡睦人、鶴田 修、
佐田通夫

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):1082, 2010

79

Cowden病の１例

澤村紀子、柿ヶ尾佳奈、杉満紀
子、原口和大、水谷孝弘、吉本剛
志、河邊 顕、福嶋伸良、福泉公
仁隆、中牟田誠、原田直彦、吉村
理江、那須 繁、中村和彦

第79回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2010/5/13 -15
Gastroenterological
Endoscopy
52(Suppl.1):1087, 2010

80

81

EUSガイド下経胃的嚢胞ドレナー
ジ術が著効した膵仮性嚢胞の1例

分子標的製剤の癌治療について 肝がん -

牛島知之、本田 和、増田淳也、
隈本朝子、大本将之、坂本照夫、
岡部義信、加治亮平、石田祐介、
杉山 元、中根智之、佐田通夫

第14回日本救急医学会九
州地方会

中野聖士

第19回久留米BCM研究会

宜野湾

2010/5/14 -15

2010/5/26

久留米
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82

83

膵体尾部切除後のIPMNに対して残
膵全摘術を施行した1例

ワ−クショップ（3）

日程の下は掲載誌と、その頁です
北里雄平、安永昌史、勝本 充、
御鍵和弘、木下壽文、石田祐介、
杉山 元、加治亮平、岡部義信、
安元真希子、中島 収

第22回日本肝胆膵外科学
会・学術集会

川口

第46回日本肝臓学会総会

巧、谷口英太郎、佐田通夫

仙台

2010/5/26 -28

山形

2010/5/27 -28
肝臓

肝発癌・進展とインスリン抵抗性

糖尿病治療薬とHCV関連肝細胞癌

51(Suppl.1):A68, 2010

84

ワ−クショップ（6）
肝画像診断におけるEOB MRIの有用性と課題

Gd-EOB-DTPA造影MRIの肝細胞造影
相を中心とした肝細胞癌診断能の
検討
85

移植・再生医療ワークショップ
肝再生医学 - 臨床応用を目指した研究の新

高田晃男、黒松亮子、住江修治、
中野聖士、佐谷 学、東南辰幸、
中島 収、鳥村拓司、佐田通夫

中村
橋本

徹、鳥村拓司、岩本英希、
修、上野隆登、佐田通夫

健常ヒト末梢血CD34陽性細胞移植
による免疫不全ラット肝線維化モ
デルに対する肝再生治療
高齢女性におけるＣ型慢性肝疾患
のインターフェロン治療効果の検
討

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A84, 2010

展開

86

第46回日本肝臓学会総会

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A115, 2010

井出達也、有永照子、宮島一郎、
緒方 啓、久原孝一郎、桑原礼一
郎、佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A162, 2010

87

88

89

肝細胞癌におけるTS-1を用いたメ
トロノミックケモセラピーの検討
とVandetanib併用による作用増強
効果の検討

岩本英希、鳥村拓司、中村 徹、
黒木淳一、新関 敬、相野 一、
黒松亮子、高田晃男、住江修治、
佐谷 学、中野聖士、矢野博久、
上野隆登、佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

HCV core蛋白とIL-6との協調的作
用による肝細胞上皮間葉移行
（EMT）の誘導

安倍満彦、古賀浩徳、吉田隆文、
花田慎一郎、川口 巧、坂田雅
浩、谷口英太郎、鳥村拓司、矢野
博久、上野隆登、佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

田中正俊、下瀬茂男、倉岡
堀まいさ、橋本 修、兼行
原田和徳、佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

進行肝細胞癌に対する最近９年間
の肝動注化学療法の成績

圭、
聡、

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A164, 2010

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A167, 2010

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A182, 2010

90

Stage-IV 肝細胞癌症例に対する
New FP療法 - 腫瘍，個体条件に
よる効果の比較 -

永松洋明、岩本英希、澤田昌幸、
天野恵介、立石秀夫、吉田 博、
鳥村拓司、佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A183, 2010

91

92

門脈腫瘍栓を伴わない多発肝細胞
癌に対する肝動脈化学塞栓術と肝
動注化学療法の前向き比較試験 多施設共同試験―

黒木淳一、鳥村拓司、岩本英希、
相野 一、新関 敬、永松洋明、
福嶋博文、矢野洋一、田尻能祥、
黒松亮子、佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

小肝細胞癌における従来法と高感
度AFP-L3％ 測定の有用性に関す
る検討

佐谷 学、中野聖士、住江修治、
高田晃男、黒松亮子、鳥村拓司、
佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A183, 2010

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A202, 2010

山形
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93

94

日程の下は掲載誌と、その頁です

Ｃ型慢性肝炎に対するペグイン
ターフェロン＋リバビリン療法に
おける二重濾過血漿交換療法併用
についての検討

天野恵介、永松洋明、德安秀紀、
中村日奈、池園 友、澤田昌幸、
立石秀夫、吉田 博、佐田通夫

HCV陽性小肝癌治療後3年以上無再
発症例の検討

黒松亮子、高田晃男、住江修治、
中野聖士、佐谷 学、鳥村拓司、
佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A289, 2010

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A315, 2010

95

96

97

非アルコール性脂肪性肝炎
（NASH）におけるアディポネクチ
ンの肝内での直接的関与に関する
検討

上野隆登、中村
岩本英希、橋本
佐田通夫

HCV関連肝細胞癌治療後の
PEGIFNα2b／リバビリン併用療法
の現状

福泉公仁隆、吉本剛志、福嶋伸
良、水谷孝弘、河邊 顕、原田
林、大橋朋子、原田直彦、中牟田
誠、和田幸之、高見裕子、才津秀
樹、佐田通夫

第46回日本肝臓学会総会

中牟田誠、吉本剛志、福泉公仁隆

第46回日本肝臓学会総会

シンポジウム（1）

徹、鳥村拓司、
修、森田恭代、

自己免疫性肝疾患研究の進歩

自己免疫性肝炎の肝硬変進展にお
けるIgG4の関与についての検討
99

ワ−クショップ（3）

51(Suppl.1):A374, 2010

阿部和道、菅野有紀子、斉藤広
信、高橋敦史、横川純子、有永照
子、井出達也、西村順子、井上
恵、清家正隆、佐田通夫、入澤篤
志、大平弘正

第46回日本肝臓学会総会

中牟田誠、福嶋伸良、武冨紹信

第46回日本肝臓学会総会

山形

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A61, 2010

山形

2010/5/27 -28
肝臓

肝細胞癌部と非癌部におけるイン
スリンシグナル関連・脂質代謝関
連遺伝子の発現
ME3738のPEG-IFN／リバビリン既
治療のC 型慢性肝炎患者を対象と
した探索的試験

山形

2010/5/27 -28
肝臓

51(Suppl.1):A26, 2010

肝発癌・進展とインスリン抵抗性

100

2010/5/27 -28
肝臓

2010/5/27 -28
肝臓

Ｃ型肝炎抗ウイルス療法における
脂質モジュレーター併用療法の位
置づけ
ワ−クショップ（2）

山形

51(Suppl.1):A324, 2010

Ｃ型肝炎における抗ウイルス療法の近未来

98

第46回日本肝臓学会総会

51(Suppl.1):A65, 2010

西原利治、佐田通夫、大西三朗、
沖田 極、ME3738研究グループ

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A155, 2010

101

102

HCV肝におけるコレステロールの
取り込みとその生合成

Bevacizumabのヒト肝癌細胞株に
対する増殖抑制効果の検討

藤野達也、青柳葉子、矢田亮子、
山本直子、安藤美和子、原田
林、大橋朋子、吉本剛志、福嶋伸
良、福泉公仁隆、水谷孝弘、原田
直彦、矢田雅佳、武冨紹信、前原
喜彦、遠城寺宗近、中牟田誠

第46回日本肝臓学会総会

安元真希子、小笠原幸子、秋葉
純、草野弘宜、谷川 健、中島
収、矢野博久

第46回日本肝臓学会総会

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A157, 2010

山形

2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A337, 2010

103

進行性家族性肝内胆汁うっ滞症1
型および2型の病理組織学的検討

谷川 健、鹿毛政義、草野弘宣、
安元真希子、神代咲子、小笠原幸
子、秋葉 純、中島 収、矢野博
久

第46回日本肝臓学会総会
2010/5/27 -28
肝臓
51(Suppl.1):A341, 2010

山形
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105

106

日程の下は掲載誌と、その頁です
中山ひとみ、小田邊修一、上野隆
登、原 暁紅、福谷知香、橋永俊
彦、和田暢彦、栗田弥生、大木
剛、柿野聡美、田尻祐司、山田研太
郎

第53回日本糖尿病学会年
次学術集会

クローン病に合併した結節性紅斑
にインフリキシマブが著効した1
例

島松奈央、吉岡慎一郎、桑木光太
郎、小林哲平、山崎 博、長山幸
路、竹田津英稔、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第289回日本内科学会九州 大分
地方会

ワ−クショップ（1）

田中正俊、佐田通夫

日本超音波医学会（第83回 京都
学術集会）

マウスのNASH様肝病変に対するア
ディポネクチン遺伝子発現の効果

消化器疾患におけるInterventional Sonograpy

悪性リンパ腫の肝病変における造影
超音波検査の特徴

2010/5/27 -29
糖尿病
53（Suppl.1）:S-160, 2010

2010/5/29

2010/5/29 -31
Journal of Medical Ultrasonics

大型肝細胞癌に対するTAE併用
RFA治療の成績と造影超音波支援
の有用性
107

岡山

37(Suppl.):S250, 2010

中野聖士、黒松亮子、高田晃男、住
江修治、佐谷 学、鳥村拓司、上野
隆登、佐田通夫

日本超音波医学会（第83回 京都
学術集会）
2010/5/29 -31
Journal of Medical Ultrasonics
37(Suppl.):S498, 2010

108

シンポジウム（3）
免疫

Schizophyllan (SPG)によるDDSを利
用したantisense macrophagemigration inhibitory factor の炎症性
腸疾患に対する治療効果の検討
109

Whole pancreatic CT perfusion of
pancreatic adenocarcinoma using
256-slice CT

竹田津英稔、光山慶一、望月慎一、
櫻井和朗、武田宏司、小山芳一、西
平 順、藤山佳秀、佐田通夫

遺伝子･デリバリー研究会
（第10回シンポジウム）

Kunou Y, Uchida M, Arikawa S,
Uozumi J, Shinagawa M, Abe T,
Hayabuchi N, Okabe Y

21st European Society of
Gastrointestinal and
Abdominal Radiology
(ESGAR 2010)

札幌

2010/6/2 -3

Dresden,
Deutschland

2010/6/2 -5
European Radiology
20(Suppl.1):S56, 2010

110

Whole pancreatic CT perfusion of
pancreatic adenocarcinoma using
256-slice CT

Arikawa S, Kunou Y, Uchida M,
Uozumi J, Shinagawa M, Abe T,
Hayabuchi N, Okabe N

21st European Society of
Gastrointestinal and
Abdominal Radiology
(ESGAR 2010)

Dresden,
Germany

2010/6/2 -5

111

Usefulness of tumor markers in
hepatocellular carcinoma

Kuromatsu R, Tanaka M, Torimura
T, Sata M

The 1st Asia-Pacific
Primary Liver Cancer
Expert Meeting (APPLE)

Incheon,
Korea

2010/6/3 -4

112

急性期脳血管障害患者の嚥下障害
に対する取り組み - 病棟間連携を
目指して -

合屋美香、福元俊輔、筒井三記子、
高祖直美、矢坂正弘、岡田 靖、福
泉公仁隆

第12回日本医療マネジメン
ト学会学術総会
2010/6/11 -12
日本医療マネジメント学会雑誌
11:286, 2010

札幌

2010年 学会発表 P. 12
113

急性期総合病院における全科型
NST活動のアウトカム評価

日程の下は掲載誌と、その頁です
増田香織、早田福子、龍頭綾子、廣
末佳子、西本祐子、福元俊輔、福泉
公仁隆、安武健一郎

第12回日本医療マネジメン
ト学会学術総会

札幌

2010/6/11 -12
日本医療マネジメント学会雑誌
11:215, 2010

114

ワ−クショップ
胃がんX線検診の撮影法を含めた今後の展望
- 基準撮影法をめぐって -

渡辺靖友、中原慶太、水町寿伸、
向笠道太、松尾 健、鶴田 修、
佐田通夫

基準撮影法の画像精度の現状と改
善点
115

胃合同症例検討会：胃症例-1

第49回日本消化器がん検
診学会総会

沖縄

2010/6/11 -12
日本消化器がん検診学会雑誌
48(3):65, 2010

向笠道太

第49回日本消化器がん検
診学会総会

沖縄

2010/6/11 -12

116

ワ−クショップ

宮崎武士、大久保秀、右田健治、
長野勝廣、赤澤 武、芹川 習、
前川 進、中原慶太、三原修一

第49回日本消化器がん検
診学会総会

大村伸哉、宮崎武士、大久保秀、
右田健治、長野勝廣、赤澤 武、
三原修一、芹川 習、前川 進

第49回日本消化器がん検
診学会総会

クローン病に対するGCAP療法効果
判定にFDG-PETを用いた有用性の
検討

桑木光太郎、吉岡慎一郎、長山幸
路、竹田津英稔、山崎 博、小林哲
平、光山慶一、鶴田 修、佐田通夫

第5回九州消化器GCAP療
法研究会

膵体尾部切除後のIPMNに対して残
膵全摘術を施行した１例

北里雄平、安永昌史、勝本 充、
御鍵和弘、木下壽文、石田祐介、
杉山 元、加治亮平、岡部義信、
安元真希子、中野 収

第40回九州膵研究会

シンポジウム（2）

桑原礼一郎、佐田通夫、Theise
ND

第17回肝細胞研究会

向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、
松尾 健、鶴田 修、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

胃がんX線検診の撮影法を含めた今後の展望
- 基準撮影法をめぐって -

沖縄

2010/6/11 -12

基準撮影法をめぐって技師の立場
から
117

118

119

120

当センターにおけるDR画質改善の
取り組み

肝幹細胞と肝再生

沖縄

2010/6/11 -12

福岡

2010/6/12

北九州

2010/6/17

秋田

2010/6/18 -19

肝幹細胞Niche 探索とOval cell
kinetics ～アセトアミノフェン
（APAP）急性肝障害マウスモデル
を用いて～
121

パネルディスカッション（1）
食道と大腸病変に対するNBIおよびFICE診断
の有用性と限界

表在食道癌におけるNBI併用拡大
内視鏡観察の有用性と限界
122

パネルディスカッション（1）
食道と大腸病変に対するNBIおよびFICE診断

2010/6/18 -19

有田桂子、河野弘志、前山泰彦、
長谷川申、鶴田 修、佐田通夫

の有用性と限界

早期大腸癌の深達度診断における
NBIシステム下微細血管・微細表
面構造診断能の検討
123

パネルディスカッション（2）
肝疾患における代謝異常の実態と対策

糖尿病治療薬とＨＣＶ陽性肝細胞
癌の関連

北九州

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

川口 巧、谷口英太郎、森田恭
代、白地美紀、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2010/6/18 -19

北九州
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124

125

126

壊死型虚血性腸炎の一例

二度の再発を認めたCronkhiteCanada症候群の1例

当院における胃腫瘍性病変に対す
る内視鏡的粘膜下層剥離術
(endoscopic submucosal
dissection:ESD)の治療成績

日程の下は掲載誌と、その頁です
奥雄一朗、田宮芳孝、大内彬弘、
河野克俊、山内亨介、吉田 光、
久米村寛大、坂田研二、島松一
秀、橋本宏介、西村 拓、末吉
晋、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宮原健輔、和田史孝、國武泰史、
佐々木優、岩永真一、田尻能祥、
前川隆一郎、小林哲平、河野弘
志、光山慶一、鶴田 修、佐田通
夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

大内彬弘、田宮芳孝、河野克俊、
山内亨介、奥雄一朗、吉田 光、
久米村寛大、西村 拓、坂田研
二、野口和典、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

北九州

2010/6/18 -19

北九州

2010/6/18 -19

127

内視鏡的粘膜下層剥離術
(endoscopic submucosal
dissection)にて一括切除しえた
バレット食道腺癌の一例

吉田 光、田宮芳孝、大内彬弘、
河野克俊、山内亨介、奥雄一朗、
久米村寛大、坂田研二、野口和
典、島松一秀、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

128

胃癌の食道浸潤に対し逆流防止機
能付き消化管ステントが有用で
あった一例

矢野 徹、菅 偉哉、池原龍一
郎、永田 務、重松聡江、於保和
彦、鶴田 修、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

129

同時性多発大腸顆粒細胞腫の一例

前山泰彦、鶴田 修、有田桂子、
長谷川申、河野弘志、中原慶太、
居石哲治、光山慶一、安元真希
子、秋葉 純、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

130

久留米大学医療センターにおける
非B非C肝細胞癌診療の現状

下瀬茂男、田中正俊、倉岡 圭、
堀まいさ、原田和徳、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

131

CT (三次元画像)による術前評価
が有効であった癒着性腸閉塞の一
例

垣内誠也、佐田通夫、下河辺正
行、久保保彦、宋 祐人、森光洋
介、内山大治、濱田 茂、酒見亮
介

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

132

遷延した薬剤性肝内胆汁うっ滞症
に対してベザフィブラート及びツ
ムラ135番(茵陳蒿湯)により改善
を来した一例

酒見亮介、久保保彦、松垣 諭、
垣内誠也、宋 祐人、森光洋介

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

133

広範な小腸狭窄を伴う虚血性腸炎
により門脈ガス血症を来たした一
例

山内亨介、田宮芳孝、大内彬弘、
河野克俊、奥雄一朗、吉田 光、
久米村寛大、西村 拓、坂田研
二、野口和典、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2010/6/18 -19

北九州
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134

腸重積を来した小腸inflammatory
fibroid polypの一切除例

日程の下は掲載誌と、その頁です
城野智毅、高木浩史、馬場真二、
田口 順、梶原雅彦、石井邦英、
安倍弘彦、實藤俊昭、佐田通夫

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

135

パネルディスカッション（2）
肝疾患における代謝異常の実態と対策

Ｃ型肝炎肝における脂質代謝異常
とそれに基づく治療：Peg-IFN
+RBV+脂質モジュレーター療法
136

ワ−クショップ（1）
内視鏡診断・治療のコツと工夫 - 無床クリ
ニックから専門病院まで -

食道表在癌に対するESD後狭窄の
検討
137

ワ−クショップ（2）
肝画像診断におけるGd-EOB-DTPAの役割と可
能性

肝細胞癌(HCC)及びHCCと鑑別を要
する肝病変のGd-EOB-DTPA造影MRI
診断
138

ミニシンポジウム（1）
総胆管結石の治療

当院における総胆管結石症の治療
法

国府島庸之、吉本剛志、大橋朋
子、原田 林、福嶋伸良、福泉公
仁隆、河邊 顕、水谷孝弘、原田
直彦、遠城寺宗近、中牟田誠

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

宋 祐人、石原裕士、酒見亮介、
松嶋 祐、垣内誠也、高根順子、
小野哲二朗、最初大輔、佐々木
英、森光洋介、岩下明徳

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

隈部 力、中島 収、内田政史、
久原麻子、角 明子、矢野博久、
鹿毛政義、木下壽文、佐田通夫、
早渕尚文

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

御鍵和弘、吉富宗宏、川原隆一、
堀内彦之、木下壽文、石田祐介、
杉山 元、加治亮平、岡部義信

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

139

140

141

上下部消化管に広汎な病変を呈し
たサイトメガロウイルス腸炎の一
例

大腸inflammatory fibroid polyp
の一例

閉塞性黄疸を発症した胆管浸潤を
伴う肝細胞癌の1例

柿ヶ尾佳奈、澤村紀子、杉満紀
子、原口和大、水谷孝弘、原田直
彦、河邊 顕、植田圭二郎、中牟
田誠、吉本剛志、大橋朋子、原田
林、福泉公仁隆、福嶋伸良、園田
拓道

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

澤村紀子、柿ヶ尾佳奈、杉満紀
子、原口和大、水谷孝弘、吉本剛
志、河邊 顕、福嶋伸良、福泉公
仁隆、中牟田誠、原田直彦、桃崎
征也、中山吉福、中村和彦

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

光安 彩、原田 林、植田圭二
郎、大橋朋子、水谷孝弘、吉本剛
志、河邊 顕、福嶋伸良、福泉公
仁隆、原田直彦、中牟田誠

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

北九州

2010/6/18 -19

北九州

2010/6/18 -19

142

胆管十二指腸瘻より内視鏡的に載
石し得た高齢者総胆管結石症の2
症例

藤山 隆、植田圭二郎、河邊
顕、柿ヶ尾佳奈、澤村紀子、杉満
紀子、原田 林、大橋朋子、原口
和大、水谷孝弘、吉本剛志、福嶋
伸良、福泉公仁隆、原田直彦、中
牟田誠、伊藤鉄英

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2010/6/18 -19

北九州
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上部消化管内視鏡での十二指腸拡
張を契機に診断された上腸間膜動
脈症候群の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
宮岡正喜、佐藤公昭、金光高雄、
是此田博子、武元良祐、森田幸
彦、福嶋博文、松井敏幸

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

144

145

原発性胆汁性肝硬変を合併した慢
性C型肝炎にペグインターフェロ
ン、リバビリン併用療法を施行し
た２症例

肝細胞癌と直腸癌からの転移性肝
癌の同時性重複癌の１例

吉本剛志、原田 林、大橋朋子、
柿ヶ尾佳奈、澤村紀子、杉満紀
子、原口和大、植田圭二郎、水谷
孝弘、河邊 顕、福嶋伸良、福泉
公仁隆、原田直彦、中牟田誠

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宮瀬祐依子、高見裕子、和田幸
之、龍 知記、立石昌樹、才津秀
樹、桃崎征也

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

北九州

2010/6/18 -19

146

肝類上皮血管内皮腫に対して超音
波造影剤の使用経験

門屋一貴、高見裕子、和田幸之、
龍 知記、立石昌樹、才津秀樹、
中牟田誠、桃崎征也

第95回日本消化器病学会
九州支部例会、第89回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

北九州

2010/6/18 -19

147

パネルディスカッション（1）
肝細胞癌における画像診断法の進歩

Gd-EOB-DTPA造影MRIの肝細胞造影
相を中心とした小肝細胞癌診断の
有効性の検討（病理組織診断との
対比）
148

ワ−クショップ（1）

高田晃男、黒松亮子、東南辰幸、
中島 収、住江修治、佐谷 学、
中野聖士、鳥村拓司、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

中野聖士、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

肝癌における分子標的治療の現状と将来展
望

肝癌に対するソラフェニブの治療
効果と副作用：多施設での検討
149

問題症例検討（2）

相野 一、黒松亮子、狩場宏美、
野田 悠、岩本英希、新関 敬、
黒木淳一、住江修治、鳥村拓司、
佐田通夫、秋葉 純、矢野博久

第46回日本肝癌研究会

岩本英希、永松洋明、武富紹信、
黒木淳一、新関 敬、相野 一、
中野聖士、黒松亮子、高田晃男、
住江修治、佐谷 学、鳥村拓司、
吉田 博、副島雄二、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

下瀬茂男、田中正俊、倉岡 圭、
堀まいさ、橋本 修、由谷 茂、
奥田康司、寺嶋千貴、村上昌雄、
菱川良夫、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

肝動注化学療法の新しい治療効果
判定法：early responseという概
念の導入

田中正俊、下瀬茂男、倉岡 圭、
堀まいさ、橋本 修、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

長期予後を目標とした進行肝細胞
癌に対する治療の工夫

永松洋明、岩本英希、德安秀紀、
池園 友、澤田昌幸、天野恵介、
吉田 博、鳥村拓司、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

診断2

症例
150

問題症例検討（4）
治療

症例

151

問題症例検討（4）
治療

症例
152

153

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

2010/7/8 -9

大阪
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155

156

157

158

159

160

161

162

肝癌症例に対する肝予備能改善を
目的とした摘脾術の有用性

黒松亮子、田中正俊、佐田通夫

Systemic Chemotherapy不応Stage
IV-B 肝細胞癌に対してSorafenib
が有効であった1例

德安秀紀、永松洋明、丸岡浩人、
岩本英希、池園 友、澤田昌幸、
天野恵介、立石秀夫、吉田 博、
鳥村拓司、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

Sorafenib投与後4日目に間質性肺
炎を発症し、早期死亡した１例

新関 敬、大野美紀、黒木淳一、
相野 一、岩本英希、秋葉 純、
鳥村拓司、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

小肝細胞癌における高感度AFPL3%測定の有用性に関する検討

佐谷 学、中野聖士、住江修治、
高田晃男、黒松亮子、鳥村拓司、
佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

ヘモクロマトーシスに発症したと
考えられる混合型肝癌の一例

城野智毅、梶原雅彦、高木浩史、
馬場真二、田口 順、石井邦英、
安倍弘彦、實藤俊昭、中野聖士、
佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

TS-1/CDDP肝動注化学療法が奏功
した低分化型肝細胞癌の一例

黒木淳一、新関 敬、岩本英希、
相野 一、中野聖士、鳥村拓司、
佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

腫瘍肉眼型の治療前予測における
Gd-EOB-DTPA造影MRIの有用性

住江修治、黒松亮子、奥田康司、
高田晃男、中野聖士、佐谷 学、
黒木淳一、新関 敬、岩本英希、
相野 一、鳥村拓司、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

アルコール性肝障害に発生した肝
細胞癌と細胆管細胞癌よりなる混
合型肝癌の１切除例

田口 順、梶原雅彦、中島 収、
今村真大、城野智毅、高木浩史、
馬場真二、石井邦英、安倍弘彦、
矢野博久、佐田通夫

第46回日本肝癌研究会

ワ−クショップ（2）

中島 収、谷川 健、鹿毛政義、
矢野博久、木下壽文、今関文夫、
横須賀収、佐田通夫、九州肝癌研
究会ワーキンググループ

第46回日本肝癌研究会

光山慶一、松本

第47回日本消化器免疫学
会総会

非B非C型肝癌の現況

非B非C肝細胞癌（肝癌）の背景肝
における発癌要因解析のための病
理形態学的検討
163
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シンポジウム(1)

敏、佐田通夫

Comparison of sclerosing
cholangitis with autoimmune
pancreatitis and infiltrative
extrahepatic
cholangiocarcinoma: MDCT
findings

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大阪

2010/7/8 -9

大津

2010/7/8 -9

慢性腸炎および腸炎関連性大腸癌
モデルにおけるIL-6／STAT3シグ
ナルを標的とした治療の有用性
Poster 12: Others 1

大阪

2010/7/8 -9

炎症性腸疾患治療の分子標的を探る

164

第46回日本肝癌研究会

Arikawa S, Uchida M, Hayabuchi N,
Ishida Y, Kaji R, Okabe Y, Kinoshita
H

Joint Meeting of the
Fukuoka,
International
Japan
Association of
Pancreatology and the
Japan Pancreas Society
2010（第14回国際膵臓学
会･第41回日本膵臓学会大
会合同会議）
2010/7/11 -13
膵臓
25(3):445, 2010
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Poster 14: Chronic Pancreatitis
Diagnosis

A difficult case in diagnosis
of focal autoimmune
pancreatitis

日程の下は掲載誌と、その頁です
Ishida Y, Okabe Y, Kaji R, Sugiyama
G, Yasumoto M, Kawahara R,
Hisaka T, Horiuchi H, Kinoshita H,
Tsuruta O, Sata M

Joint Meeting of the
Fukuoka,
International
Japan
Association of
Pancreatology and the
Japan Pancreas Society
2010（第14回国際膵臓学
会･第41回日本膵臓学会大
会合同会議）
2010/7/11 -13
膵臓
25(3):452, 2010

166

A case of total resection of the
residual pancreas due to the
recurrence of IPMN after distal
pancreatectomy

Kitasato Y, Yasunaga M, Kawahara
R, Akasu G, Katsumoto M, Mikagi
K, Ishikawa H, Hisaka T, Kinoshita
H, Ishida Y, Kaji R, Sugiyama G,
Okabe Y, Yasumoto M, Nakashima
O

Joint Meeting of the
Fukuoka,
International
Japan
Association of
Pancreatology and the
Japan Pancreas Society
2010（第14回国際膵臓学
会･第41回日本膵臓学会大
会合同会議）
2010/7/11 -13
膵臓
25(3):435, 2010

167

Proximally migration of pancreatic
duct stent since 1-4 years after
transduodenal papillectomy, and
attempted endoscopic retrieval in
two patients

Katsumoto M, Mikagi K, Akasu G,
Kawahara R, Ishikawa H, Horiuchi
H, Kinoshita H, Ishida Y, Kaji R,
Okabe Y, Yasumoto M

Joint Meeting of the
Fukuoka,
International
Japan
Association of
Pancreatology and the
Japan Pancreas Society
2010（第14回国際膵臓学
会･第41回日本膵臓学会大
会合同会議）
2010/7/11 -13
膵臓
25(3):450, 2010

168

Neoadjuvant chemoradiotherapy and
pancreaticoduodenectomy for locally
advanced pancreatic head cancer
with extrapancreatic nerve plexus
invasion

Ishikawa H, Kinoshita H, Katsumoto
M, Akasu G, Hisaka T, Horiuchi H,
Shirouzu K, Okabe Y

Joint Meeting of the
Fukuoka,
International
Japan
Association of
Pancreatology and the
Japan Pancreas Society
2010（第14回国際膵臓学
会･第41回日本膵臓学会大
会合同会議）
2010/7/11 -13
膵臓
25(3):473, 2010
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A case of peritoneal recurrence of
invasive carcinoma derived from
IPMN after distal pancreatectomy

日程の下は掲載誌と、その頁です
Akasu G, Kinoshita H, Kitasato Y,
Katsumoto M, Kawahara R,
Yasunaga M, Okabe Y

Joint Meeting of the
Fukuoka,
International
Japan
Association of
Pancreatology and the
Japan Pancreas Society
2010（第14回国際膵臓学
会･第41回日本膵臓学会大
会合同会議）
2010/7/11 -13
膵臓
25(3):477, 2010

170

Poster: Treatment and Comorbidities

Assessment of anti-obese effect in
obese patients with metabolic
disorders

Taniguchi E, Kawaguchi T, Itou M,
Oriishi T, Sata M

11th International Congress Stockholm,
on Obesity (ICO)
Sweden
2010/7/11 -15
Obesity
11(Suppl.1):284 , 2010

171

172

173

174

175

肝細胞癌におけるS-1を用いた
metronomic chemotherapyと
vandetanibの併用効果の検討

岩本英希、鳥村拓司、中村 徹、黒
木淳一、新関 敬、相野 一、黒松
亮子、高田晃男、住江修治、佐谷
学、中野聖士、矢野博久、上野隆
登、佐田通夫

第12回筑後地区肝胆膵研
究会

血球貪食症候群を伴ったA型急性
肝炎の１症例

平田和之、綱脇瑠璃香、吉貝浩
史、住江博明、岡村修祐、上野恵
里奈、清水義久、野田 悠、伊藤
陽平、酒井輝文、今村 豊

第12回筑後地区肝胆膵研
究会

福與健二郎、勝本 充、赤須
玄、吉富宗宏、衛藤大明、御鍵和
弘、川原隆一、石川博人、久下
亨、安永昌史、堀内彦之、木下壽
文、岡部義信、安元真希子、中島
収

第12回筑後地区肝胆膵研
究会

粘膜内癌量の乏しい未分化型IIc
の1例

向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、
松尾 健、鶴田 修、佐田通夫

筑後胃研究会

Case presentation of colonic cancer

Kawano H

Endoscopy Forum Japan
2010

膵神経鞘腫の２切除例

久留米

2010/7/20

久留米

2010/7/20

久留米

2010/7/20

久留米

2010/7/22

Otaru, Japan

2010/7/24 -25

176

The role of EUS for diagnosis of
pancreatic malignacies

Okabe Y

Endoscopy Forum Japan
2010

Otaru, Japan

2010/7/24 -25

177

16年の経過で下部胆管癌が発症し
た小児発症自己免疫性肝炎の１例

有永照子、岡部義信、有田桂子、桑
原礼一郎、緒方 啓、宮島一郎、井
出達也、佐田通夫、松下優美、西浦
博史、水落建輝、木村昭彦、松石豊
次郎、鹿毛政義、牛島高介

第27回日本小児肝臓研究
会

千葉

2010/7/24 -25
日本小児栄養消化器肝臓学会
雑誌
25(1):35, 2011

178

179

ぐって」

第11回臨床消化器病研究
会

肝MCNの１切除例

2010/7/31

主題（1）：肝「肝のMCN（粘液性嚢胞腫瘍）をめ

石田祐介

内視鏡から拡大観察まで - 」

第11回臨床消化器病研究
会

症例検討：症例提示

2010/7/31

主題（２）：胃「陥凹性病変の内視鏡診断 - 通常

中原慶太

東京

東京

2010年 学会発表 P. 19
180

181
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陥凹性病変の内視鏡診断-通常観
察から拡大観察まで-：指定演
題、類似IIb様のEBV関連胃癌

中原慶太

リンパ濾胞過形成を伴い治療に苦
慮する直腸炎の1例

桑木光太郎

臨床消化器研究会

東京

2010/7/31

第8回IBD CLUB Jr.
Kyushu

福岡

2010/8/7

182

183

184

胃EMR後の再発隆起型早期胃癌の1
例

松尾 健、中原慶太、渡辺靖友、
向笠道太、鶴田 修、佐田通夫、
秋葉 純

九州胃拡大内視鏡研究会

福岡

Colonic F4/80+- and F4/80dendritic cells co-orchestrate the
promotion of inflammation-based
colon tumorigenesis via modulation
of IL6 trans-signaling

Matsumoto S, Yamamoto M, Naito
T, Mitsuyama K, Scheller J, Stefan
RJ, Nanno M

14th International Congress Kobe, Japan
of Immunology

-Effect of treatment with BCAA in

Kawaguchi T

2010/8/21

2010/8/25
International Immunology
22(S1): 140, 2010

The 3st International
Sapporo,
academic conference for Japan
cirrhosis treatment:
The introduction of
BCAA Korea/Japan
advisory board meeting

cirrhosis patients-

BCAA, an anti-hepatoma
nutrient

2010/8/27

185

186

187

ヨードアレルギーを伴う肝細胞癌
症例に対し短期肝動注後TACEを施
行し得た１例

丸岡浩人、永松洋明、德安秀紀、
池園 友、澤田昌幸、天野恵介、
立石秀夫、吉田 博、佐田通夫

第290回日本内科学会九州 佐賀
地方会

家族の勧めで摂取したレオピン
ファイブRにより肝細胞障害型薬
物性肝障害を発症した１例

川口俊弘、川口 巧、黒松亮子、
緒方 啓、佐田通夫

第290回日本内科学会九州 佐賀
地方会

経皮的肝腫瘍生検にて診断した肝
原発血管肉腫の１例

森田

2010/8/28

2010/8/28

拓、住江修治、秋葉

純

第290回日本内科学会九州 佐賀
地方会
2010/8/28

188

消化性潰瘍（出血性潰瘍を含む）

酒井輝文

第8回九州消化管疾患治療 福岡
研究会
2010/8/28

189

Oral Sessions : Session Ⅷ：Progenitor
Cells, Liver Development and
Regeneration-Ⅲ

Nakamura T, Ueno T, Tsutsumi V,
Torimura T, Iwamoto H, Hashimoto
O, Naitou M, Sata M

Human peripheral blood CD34positive cells exhibit
increased potency for
therapeutic hepatic
regeneration in carbon
tetrachloride-induced hepatic
fibrosis model nude rats
190

Poster Sessions : Session I：
Steatohepatitis-NASH

Green tea catechin improves
steatohepatitis in transgenic
mice overexpressing nSREBP-1c
in adipose tissue

15th International
Symposium on Cells of
the Hepatic Sinusoid

Pasadena,
USA

2010/8/29 -9/1

Ueno T, Nakamura T, Nakamura A,
Otabe S, Yamada K, Torimura T,
Hashimoto O, Iwamoto H, Sata M

15th International
Symposium on Cells of
the Hepatic Sinusoid
2010/8/29 -9/1

Pasadena,
USA
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日程の下は掲載誌と、その頁です

術前診断に苦慮したSolid
Pseudopapillary neoplasm
（SPN）の１男性例

菅 偉哉、於保和彦、永田 務、
池原龍一郎、矢野 徹、重松聡
江、吉田 正、森松 稔、有馬信
之、鶴田 修、安元真希子

第53回日本消化器画像診
断研究会

嚢胞形成を伴った膵未分化癌の１
例

杉山 元、石田祐介、加治亮平、
岡部義信、安元真希子、永田
務、菅 偉哉、堀内彦之、木下壽
文、佐田通夫

第53回日本消化器画像診
断研究会

体水分評価から考える還元型アル
ブミンの可能性

坂田雅浩

第14回肝と栄養の会

健康食品摂取による増悪を認めた
原発性胆汁性肝硬変の２例

福泉公仁隆、福嶋伸良、光安
彩、藤山 隆、大橋朋子、柿ヶ尾
佳奈、澤村紀子、岡本梨沙、原口
和大、吉本剛志、国府島庸之、水
谷孝弘、河邊 顕、原田直彦、中
牟田誠、桃崎征也、佐田通夫

第23回自己免疫性消化器
疾患研究会

安本紗代、大内彬弘、山内亨介、
河野克俊、奥雄一朗、久米村寛
大、田宮芳孝、坂田研二、野口和
典、佐田通夫

第23回自己免疫性消化器
疾患研究会

宮原健輔、中根智幸、和田史孝、
國武泰史、佐々木優、岩永真一、
田尻能祥、前川隆一郎、小林哲
平、河野弘志、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第23回自己免疫性消化器
疾患研究会

桑木光太郎、小林哲平、山崎
博、長山幸路、吉岡慎一郎、竹田
津英稔、光山慶一、鶴田 修、佐
田通夫

第23回自己免疫性消化器
疾患研究会

都田憲司、熊本正史、井上博人、
江森啓悟、森田幸彦、於保和彦、
鶴田 修、佐田通夫

第17回日本門脈圧亢進症
学会

真性多血症を基礎疾患とする胃穹
窿部静脈瘤治療後に脾静脈血栓を
生じた1例

江森啓悟、熊本正史、井上博人、
都田憲司、於保和彦、佐田通夫

第17回日本門脈圧亢進症
学会

自己免疫性膵炎に合併した胃静脈
瘤の1例

井上博人、熊本正史、都田憲司、
江森啓悟、岡部義信、鶴田 修、
佐田通夫

第17回日本門脈圧亢進症
学会

Iwaoto H, Torimura T, Ueno T,
Kerbel R, Sata M

International Liver
Montreal,
Cancer Association,4th Canada
Annual Conference (ILCA
2010)

IgG4関連硬化性胆管炎の１例

二度の再発を認めたCronkhiteCanada症候群の１例

初期病変から経過を観察し得た潰
瘍性大腸炎の１例

シャント脳症に対してB-RTOを
行った17例の検討

Metronomic chemotherapy of S-1
and vandetanib:an efficacious
and non-toxic treatment for
hepatocellular carcinoma

北九州

2010/9/3 -4

北九州

2010/9/3 -4

東京

2010/9/4 -5

久留米

2010/9/7

久留米

2010/9/7

久留米

2010/9/7

久留米

2010/9/7

富山

2010/9/9 -10

富山

2010/9/9 -10

富山

2010/9/9 -10

2010/9/10 -12

202

Tumor-initiating potential of
T-cell factor-4 variants
derived from human
hepatocellular carcinoma

Koga H, Walker EJ, Tsedensodnom
O, Wands JR, Kim M

International Liver
Montreal,
Cancer Association,4th Canada
Annual Conference (ILCA
2010)
2010/9/10 -12
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Multicentric phase ii study
evaluating the clinical
effects of intra-arterial
combination therapy of
cisplatin suspension in
lipiodol and 5-fluorouracil
infusion for unresectable
advanced hepatocellular
carcinoma

Nagamatsu H, Torimura T, Iwamoto
H, Sata M

International Liver
Montreal,
Cancer Association,4th Canada
Annual Conference (ILCA
2010)

細胆管細胞癌 - 病理組織とCT･
MRIの対比を中心に -

隈部 力、中島 収、矢野博久、
鹿毛政義、東南辰幸、早渕尚文、
黒松亮子、佐田通夫、安永昌史、
木下壽文

第12回九州肝癌研究会学
術講演会

アルコール性肝障害に発生した肝
細胞癌と細胆管細胞癌よりなる混
合型肝癌の一切除例

田口 順、中島 収、梶原雅彦、
城野智毅、安倍弘彦、矢野博久、
佐田通夫

第12回九州肝癌研究会学
術講演会

非B非C肝癌の腫瘍病期に関わる因
子の検討

川口 巧

第12回九州肝癌研究会学
術講演会

2010/9/10 -12

福岡

2010/9/18

福岡

2010/9/18

福岡

2010/9/18

207

208

209

210

大津山樹理、伊藤 実、武藤美智
子、末継拓郎、荻原ゆかり、川口
巧、谷口英太郎、居石哲治、内田
夕希、大塚百香、永松あゆ、田中
粹子、佐田通夫、秋山良子、小野
緑

第2回日本静脈経腸栄養学 久留米
会九州支部学術集会

化学放射線療法中に経口栄養剤に
よる栄養療法を必要とする食道癌
患者の背景因子の検討

赤崎真子、井樋涼子、高木泰子、
川口 巧、的野 吾、藤田博正、
佐田通夫、斧 明美、高松むつ子

第2回日本静脈経腸栄養学 久留米
会九州支部学術集会

肝細胞癌に対するS-1を用いた
metronomic hemotherapyと
vandetanibの併用療法

岩本英希、鳥村拓司、橋本 修、
上野隆登、矢野博久、佐田通夫

第69回日本癌学会学術総
会

マウス肝癌モデルにおけるアフリ
バセプトの血管新生抑制機序

鳥村拓司、上野隆登、岩本英希、
橋本 修、矢野博久、佐田通夫

肝癌･食道医静脈瘤治療の栄養状
態におよぼす影響

2010/9/18

2010/9/18

大阪

2010/9/22 -24

第69回日本癌学会学術総
会

大阪

2010/9/22 -24

211

212

膵腫瘍の病理診断における２種類
の新規抗体の有用性

シンポジウム（2）
分子標的薬剤の治療の進歩と問題点

マウス肝癌におけるAflibercept
の血管形成抑制機序に関する検討
213

シンポジウム（3）
移植・再生医療を分子形態学的アプローチ
から解析する

健常ヒト末梢血CD34<SUP>+</SUP>
細胞を用いた免疫不全ラット肝線
維症モデルに対する肝再生療法

安元真希子、濱走優人、秋葉
純、小笠原幸子、大長亜矢、多比
良朋希、岡部義信、大島孝一、中
島 学、佐田通夫、矢野博久

第69回日本癌学会学術総
会

鳥村拓司、上野隆登、岩本英希、
中村 徹、橋本 修、矢野博久、
佐田通夫

第42回日本臨床分子形態
学会総会･学術集会

中村
橋本

第42回日本臨床分子形態
学会総会･学術集会

徹、鳥村拓司、岩本英希、
修、上野隆登、佐田通夫

大阪

2010/9/22 -24

静岡県三島
市

2010/9/24 -25

2010/9/24 -25

静岡県三島
市
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シンポジウム（4）
基底膜の形成異常（線維化）と病態

肝細胞癌における基底膜形成およ
び肝癌細胞と基底膜との相互作用
に関する検討
215

ワ−クショップ（5）
肝胆膵領域：形態学を駆使した肝胆膵疾患
の病態・診断の探求

日程の下は掲載誌と、その頁です
鳥村拓司、上野隆登、岩本英希、
中村 徹、橋本 修、矢野博久、
佐田通夫

第42回日本臨床分子形態
学会総会･学術集会

花田慎一郎、原田 大、Snider
N、Brunt E、鳥村拓司、上野隆
登、佐田通夫、Omary B

第42回日本臨床分子形態
学会総会･学術集会

渡辺次郎、島松一秀、田口
自見厚朗

第42回日本臨床分子形態
学会総会･学術集会

静岡県三島
市

2010/9/24 -25

静岡県三島
市

2010/9/24 -25

DDC投与マウスモデルにおける
Mallory-Denk Body形成と性差
216

Lipomatous meningiomaの１例

順、

静岡県三島
市

2010/9/24 -25

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

有田桂子、鶴田 修、野田哲裕、長
田修一郎、前山泰彦、長谷川申、河
野弘志、安元真希子、秋葉 純、佐
田通夫

第20回大腸IIc研究会

短期間に肉眼形態変化を来たした
大腸SM癌の１例

前山泰彦、鶴田 修、野田哲裕、長
田修一郎、有田桂子、長谷川申、河
野弘志、安元真希子、秋葉 純、佐
田通夫

第20回大腸IIc研究会

隆起型胃病変の拡大内視鏡診断

向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、
松尾 健、鶴田 修、佐田通夫

第257回筑後地区胃研究会 久留米

皮下埋め込みリザーバーポートか
らのミリプラチン投与における安
全性の検討

德安秀紀、永松洋明、岩本英希、
佐田通夫

第35回リザーバー研究会

動注に伴う肝動脈狭窄後もイン
ターフェロン併用PMC療法で完治
しえた肝細胞癌症例の1例

酒井輝文

第35回リザーバー研究会

肝細胞癌に対する肝動注化学療法

永松洋明、板野 哲、德安秀紀、
岩本英希、佐田通夫

第35回リザーバー研究会

高度肥満を伴った劇症肝炎亜急性
型の１救命例

高木浩史、城野智毅、馬場真二、
田口 順、梶原雅彦、石井邦英、
安倍弘彦、佐田通夫

第14回九州肝不全研究会

造影超音波検査にて病変が明瞭と
なった腹腔内膿瘍の一例

椛島有美、水島靖子、笠 弘佳、
山口 倫、東谷孝徳、佐川公矯、
下瀬茂男、大野美紀、田中正俊

日本超音波医学会（第20
回九州地方会学術集会）

Sonazoid造影超音波検査が末梢型
胆管細胞癌の診断の一助となった
一例

原 香織、高田晃男、福井智一、
角扶佐子、牟田口茂子、池園
友、永松洋明

日本超音波医学会（第20
回九州地方会学術集会）

A-P shuntを伴う肝血管腫の診断
にSonazoid造影超音波検査が有用
であった1 例

高田晃男、黒松亮子、住江修治、
中野聖士、佐谷 学、山田慎吾、
佐田通夫

日本超音波医学会（第20
回九州地方会学術集会）

体外式超音波を契機に発見された
十二指腸GISTの一切除例

酒井味和、岡部義信、後藤祐一、
赤須 玄、杉山 元、石田祐介、
佐田通夫

日本超音波医学会（第20
回九州地方会学術集会）

大腸有茎性pSM massive癌の一例

東京

2010/9/26

東京

2010/9/26

2010/9/30

札幌

2010/10/1 -2

札幌

2010/10/1 -2

札幌

2010/10/1 -2

福岡

2010/10/2

長崎

2010/10/3

長崎

2010/10/3

長崎

2010/10/3

2010/10/3

長崎
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加藤真里、水島靖子、田中正俊、
大野美紀、下瀬茂男、中川 優、
東谷孝徳、佐川公矯、笠 弘佳、
山口 倫

日本超音波医学会（第20
回九州地方会学術集会）

超音波検査，MRI検査, 病理組織
が比較検討できた多発肝細胞癌の
一例

大野美紀、田中正俊、下瀬茂男、
水島靖子、加藤真里、笠 弘佳、
山口 倫、中島 収、中川 優、
佐田通夫

日本超音波医学会（第20
回九州地方会学術集会）

シンポジウム(6)

石井邦英、安倍弘彦、佐田通夫

平成22年度アルコール・
薬物依存関連学会合同学
術総会(第45回日本アル
コール・薬物医学会総
会、第22回日本アルコー
ル精神医学会、第13回ニ
コチン・薬物依存研究
フォーラム 合同)

ファントムを用いたElastography
の再現性についての検討

内科医、救急医と精神科医の連携のあり方

アルコール性臓器障害における内
科医、救急医、精神科医の役割

長崎

2010/10/3

長崎

2010/10/3

小倉

2010/10/7 -9

231

232

233

234

235

NASHにおけるCD14 receptorの発
現とKupffer細胞機能障害：SPIOMRIと病理組織学的所見との相関

東南辰幸、藤本公則、Qayyum A、
森田恭代、中島 収、小野典之、
内田政史、早渕尚文、上野隆登

第25回筑後DDF

Gd-EOB-DTPA造影MRIの肝細胞造影
相を中心とした小肝細胞癌診断の
有効性の検討 – 病理組織診断と
の対比 –

高田晃男、東南辰幸、中島 収、
黒松亮子、住江修治、佐谷 学、
中野聖士、山田慎吾、鳥村拓司、
佐田通夫

第25回筑後DDF

脾破裂をきたした伝染性単核球症の
１例

牛島知之、本田 和、増田淳也、中
根智幸、野田 悠、今村太一、坂本
照夫、佐田通夫

第38回日本救急医学会総
会・学術集会

ラット慢性腸炎モデルを用いた白血
球除去療法の効果と作用機序の検
討

山崎 博

第8回IBD勉強会（18th
JDDW 附置研究会）

ワ−クショップ（16）

佐田通夫

久留米

2010/10/8

久留米

2010/10/8

東京

2010/10/9 -11

横浜

2010/10/13

特別発言

肝胆膵疾患と組織幹細胞
/progenitor cell：病態解析と治
療戦略

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会、第52回日本
消化器病学会大会 合同)
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A512, 2010

236

ワ−クショップ（13）
慢性肝疾患からの発癌：背景肝疾患（病
理，画像，遺伝子異常を含む）からみた検
討

HCV関連肝細胞癌と糖尿病治療薬
の関連

川口

巧、谷口英太郎、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会、第52回日本
消化器病学会大会、第48
回日本消化器がん検診学
会大会 合同)
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A477, 2010
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シンポジウム（1）

日程の下は掲載誌と、その頁です
永松洋明、吉田

博、佐田通夫

肝細胞癌治療のこれからの展開

長期予後を目標とした進行肝細胞
癌に対する治療の工夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会、第52回日本
消化器病学会大会、第8回
日本消化器外科学会大会
合同）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A429, 2010

238

自己免疫性肝炎における診断基準
としてのIAIHG改訂版と
simplified criteriaの評価検討

有永照子、井出達也、宮島一郎、
緒方 啓、久原孝一郎、桑原礼一
郎、古賀郁利子、鳥村拓司、神代
龍吉、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A549, 2010

239

非B非C肝癌とインスリン抵抗性お
よびIGF-1の関連についての検討

福嶋伸良、福泉公仁隆、吉本剛
志、国府島庸之、大橋朋子、原田
林、中牟田誠

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A561, 2010

240

Gd-EOB-DTPA造影MRIで早期濃染の
ない結節を肝腫瘍生検にて病理診
断後、経過観察をしている結節の
検討

高田晃男、黒松亮子、東南辰幸、
中島 収、住江修治、佐谷 学、
中野聖士、鳥村拓司、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A563, 2010

241

動注CTによる肝細胞癌の悪性度診
断と短期動注を併用した治療の試
み

澤田昌幸、永松洋明、丸岡浩人、
德安秀紀、池園 友、天野恵介、
立石秀夫、吉田 博、水上直久、
平城 守、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A564, 2010

242

病理学的高度門脈侵襲の臨床的重
要性と画像診断による腫瘍肉眼型
予測の意義

住江修治、黒松亮子、中島 収、
奥田康司、高田晃男、中野聖士、
佐谷 学、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A565, 2010

243

当院におけるStage4-A HCCに対す
るNew FP療法の短期治療成績

新関 敬、黒木淳一、相野 一、
岩本英希、鳥村拓司、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A569, 2010

244

メチル化カテキン（metylated(3”)-epigallocatechin
gallate）の肝癌細胞に対する抗
腫瘍効果の検討

橋本

修、上野隆登、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A572, 2010

245

右房内腫瘍栓を伴う進行肝細胞癌
に対する集学的治療

池園 友、永松洋明、丸岡浩人、
德安秀紀、澤田昌幸、天野恵介、
立石秀夫、水上直久、吉田 博、
佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A574, 2010
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246

B型慢性肝疾患に対する核酸アナ
ログ製剤投与中止例の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
宮島一郎、井出達也、桑原礼一
郎、久原孝一郎、緒方 啓、有永
照子、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A584, 2010

247

C型慢性肝炎難治例に対する
IFNβ1日2回投与および二重濾過
血漿交換療法の応用とHCVアミノ
酸変異

井出達也、有永照子、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A591, 2010

248

HCV陽性小肝癌治療後3年以上無再
発症例の検討 - 長期生存を得る
ために -

黒松亮子、高田晃男、住江修治、
中野聖士、佐谷 学、鳥村拓司、
佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A620, 2010

249

遠隔転移を有する進行肝細胞癌に
対する治療成績

岩本英希、永松洋明、鳥村拓司、
黒木淳一、新関 敬、相野 一、
中野聖士

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A620, 2010

250

DDC投与マウスモデルにおいて性
差がMallory-Denk Body形成に与
える影響について

花田慎一郎、原田 大、Snider
N、Brunt E、Hollenberg P、佐田
通夫、Omary B

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A628, 2010

251

健常ヒト末梢血CD34陽性細胞を用
いた肝再生医療

中村
橋本

徹、鳥村拓司、岩本英希、
修、上野隆登、佐田通夫

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A629, 2010

252

253

254

慢性肝疾患における肝発癌に関わ
る栄養学的因子の検討：多施設共
同研究

Genotype1bのC型慢性肝炎に対す
るPegIFNα2a/Ribavirin併用療法
とPegIFNα2a/Ribavirin併用療法
の早期ウイルス動態の比較

AIH様の所見で発症し、その後AMA
陽性PBCの病態へ移行した１症例

片山和宏、川村直弘、岩佐元雄、
川口 巧、遠藤龍人、白木 亮、
大竹孝明、徳本良雄、内田耕一、
是枝ちづ、白石光一、羽生大記、
酒井浩徳、三輪佳行、加藤章信、
西口修平、鈴木壱知、久保木真、
森脇久隆、鈴木一幸

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）

藤野達也、青柳葉子、国府島庸
之、福嶋伸良、吉本剛志、福泉公
仁隆、佐藤丈顕、酒井浩徳、杉
和洋、室 豊吉、古賀満明、八橋
弘、中牟田誠

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）

吉本剛志、桃崎征也、大橋朋子、
原田 林、国府島庸之、福嶋伸
良、福泉公仁隆、中牟田誠

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会）

2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A558, 2010

2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A537, 2010

2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A550, 2010
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255

シンポジウム（17）

日程の下は掲載誌と、その頁です
岩本英希、鳥村拓司、佐田通夫

肝がんのメカニズムと治療戦略

肝細胞癌におけるS-1を用いたメ
トロノミックケモセラピーと
vandetanib併用の有効性検討：血
管新生抑制による抗腫瘍効果
256

シンポジウム（5）

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会、第14回
日本肝臓学会大会 合同)
2010/10/13 -14
肝臓
51(Suppl.2):A447, 2010

有川俊二、内田政史、岡部義信

自己免疫性肝胆道疾患：最近のトピックス

IgG4関連硬化性胆管炎のMDCT所見

18th JDDW (第14回日本肝 横浜
臓学会大会、第52回日本
消化器病学会大会 合同)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A491, 2010

257

パネルディスカッション（15）

有川俊二、内田政史、岡部義信

基礎と臨床

Whole Pancreatic Perfusion CT
を用いた慢性膵炎の血流評価 膵外分泌機能との比較も含めて -

18th JDDW (第52回日本消 横浜
化器病学会大会、第8回日
本消化器外科学会大会、
第41回日本消化吸収学会
総会 合同)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A623, 2010

258

パネルディスカッション（7）

伊藤

実、川口

巧、佐田通夫

代謝異常（金属代謝を含む）からみたC型肝
炎の病態解析

2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌

C型肝炎におけるGlucagon-like
peptide-1とDipeptidyl
peptidase IVの変化
259

ワ−クショップ（7）

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会、第52回日本
消化器病学会大会 合同)

107(Suppl.):A457, 2010

石田祐介、岡部義信、鶴田

修

画像と病理の対比からみた肝内胆管系疾患
の診断・病態解析

新鮮摘出標本を用いた胆管非腫瘍
粘膜のNBI併用拡大観察と病理組
織の比較検討

18th JDDW（第14回日本肝 横浜
臓学会大会、第52回日本
消化器病学会大会、第8回
日本消化器外科学会大会
合同)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A674, 2010

260

クローン病の病変部位把握と治療
効果評価におけるFDG-PETの有用
性

桑木光太郎、吉岡慎一郎、長山幸
路、竹田津英稔、山崎 博、小林
哲平、河野弘志、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A869, 2010

261

肝癌に対するソラフェニブの治療
効果と副作用：多施設での検討

中野聖士、佐田通夫

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A889, 2010

262

慢性肝疾患における酸化型アルブ
ミンと体水分貯留との関連

坂田雅浩、川口 巧、安倍満彦、
花田慎一郎、谷口英太郎、佐田通
夫

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A902, 2010
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主観的包括的評価による消化器疾
患患者の栄養評価と栄養学的特徴

日程の下は掲載誌と、その頁です
谷口英太郎、川口 巧、伊藤
実、居石哲治、佐田通夫

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A926, 2010

264

限局性自己免疫性膵炎切除例と
TS1膵癌切除例の臨床病理学的な
比較検討

加治亮平、岡部義信、石田祐介、
杉山 元、安元真紀子、堀内彦
之、久下 亨、木下壽文、鶴田
修、佐田通夫

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A949, 2010

265

胃MALTリンパ腫画像所見とH.
pylori除菌治療有効性の関連につ
いて

廣瀬靖光、魚住 淳、久能由記
子、有川俊二、石橋正敏、早渕尚
文、中原慶太、大島 孝一

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)
2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A784, 2010

266

267

腸閉塞を発症した回腸子宮内膜症
の１例

偽膜性大腸炎の臨床的検討

河野克俊、田宮芳孝、大内彬弘、
山内亨介、奥雄一朗、吉田 光、
久米村寛大、坂田研二、笹原弘
子、末吉 晋、島松一秀、野口和
典、佐田通夫

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)

阿部光市、蔵原晃一、船田摩央、
渡辺 隆、堺 勇二、米湊 健、
古賀千晶、川崎啓祐、松本由華、
大津健聖、渕上忠彦

18th JDDW（第52回日本消 横浜
化器病学会大会)

2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A815, 2010

2010/10/13 -15
日本消化器病学会雑誌
107(Suppl.):A837, 2010

268

残胃癌手術症例の臨床病理学的検
討

堤 敬文、山口将平、遠藤和也、
桃崎征也、池尻公二

18th JDDW（第8回日本消
化器外科学会大会）

横浜

2010/10/13 -15
日本消化器外科学会雑誌

269

パネルディスカッション（13）

江森啓悟、熊本正史、佐田通夫

肝癌合併食道・胃静脈瘤に対する治療戦略

2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌

高度門脈腫瘍栓を認める肝細胞癌
症例における食道胃静脈瘤治療の
検討
270

ワ−クショップ（26）

52(Suppl.2):2297, 2010

前山泰彦、鶴田

修、佐田通夫

消化管癌の診断における画像強調観察
（Image-Enhanced Endoscopy）の位置付け

高齢者の胃腫瘍性病変に対する
ESDの安全性及び妥当性の検討

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)
2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌

画像強調観察を用いた大腸腫瘍の
効率的な深達度診断方法
271

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)

52(Suppl.2):2358, 2010

大内彬弘、田宮芳孝、河野克俊、
山内亨介、奥雄一朗、吉田 光、
久米村寛大、坂田研二、野口和
典、佐田通夫

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)
2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌
52(Suppl.2):2440, 2010

272

手技不成功あるいは追加治療を要
したEUS下膵仮性嚢胞/膿瘍ドレ
ナージ(EUS-CD)の検討

岡部義信、加治亮平、石田祐介、
杉山 元、安元真希子、鶴田
修、佐田通夫

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)
2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌
52(Suppl.2):2554, 2010
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273

274

275

276

277

膵管ステントで結腸瘻を形成した
1例

胃前庭部横走びらんの臨床的意義
の検討

舌癌局所切除＋放射線化学療法後
肉腫様再発病変が胃転移をきたし
た一例

大腸憩室内部および周囲に潰瘍性
大腸炎様所見を呈し憩室出血との
関連が疑われた１症例

重症逆流性食道炎症例の臨床的検
討

日程の下は掲載誌と、その頁です
杉山 元、加治亮平、岡部義信、
石田祐介、安元真希子、橋口俊
洋、北里雄平、勝本 充、御鍵和
弘、木下壽文、鶴田 修、佐田通
夫

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)

澤村紀子、柿ヶ尾佳奈、杉満紀
子、原口和大、水谷孝弘、吉本剛
志、河邊 顕、福嶋伸良、福泉公
仁隆、中牟田誠、原田直彦、桃崎
征也、中山吉福、中村和彦

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)

原口和大、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、杉満紀子、水谷孝弘、吉本剛
志、河邉 顕、中牟田誠、原田直
彦、平賀聖久、上杉憲子、中山吉
福、桃崎征也、中村和彦

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)

水谷孝弘、杉満紀子、柿ヶ尾佳
奈、澤村紀子、植田圭二郎、原田
林、原口和大、大橋朋子、吉本剛
志、福嶋伸良、河邉 顕、福泉公
仁隆、中牟田誠、中山吉福、中村
和彦、原田直彦

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)

古賀千晶、船田摩央、蔵原晃一、
堺 勇二、米湊 健、阿部光市、
川崎啓祐、松本由華、大津健聖、
渕上忠彦

18th JDDW（第80回日本消 横浜
化器内視鏡学会総会)

2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌
52(Suppl.2):2556, 2010

2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌
52(Suppl.2):2413, 2010

2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌
52(Suppl.2):2424, 2010

2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌
52(Suppl.2):2495, 2010

2010/10/13 -16
日本消化器内視鏡学会雑誌
52(Suppl.2):2392, 2010

278

Harada K, Ohno M, Shimose S,
Kuraoka K, Hori M, Hashimoto O,
Yutani S, Tanaka M, Tsuruta O,
Sata M

18th United European
Gastroenterology Week
(UEGW)

永松洋明、鳥村拓司、新関 敬、
田尻能祥、松垣 諭、梶原雅彦、
岩本英希、黒木淳一、佐田通夫

第48回日本癌治療学会学
術集会

標準治療抵抗性消化器がんに対す
るペプチドワクチン療法第II相試験
（中間解析）

由谷 茂

第48回日本癌治療学会学
術集会

Poster Sessions（1）： Steatohepatitis:

Kawaguchi T, Shiba N, Maeda T,
Matsugaki T, Takano Y, Inou M,
Sakata M, Taniguchi E, Nagata K,
Sata M

Poster Sessions

Evaluation of the factors associated
with higher achievement for
helicobacter pylori eradication in the
second-line therapy
279

280

281

進行肝細胞癌に対するNew FP療法
の多施設共同Phase Ⅱ試験

Clinical

Hybrid-training of voluntary
and electrical muscle
contractions improves
nonalcoholic fatty liver
disease and reduces insulin
resistance and interleukin-6
levels

Barcelona,
Spain

2010/10/23 27

京都

2010/10/28 -30

京都

2010/10/28 -30

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):654A, 2010
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282

Poster Sessions（2） : HCV: Virology

Comparative study of mutations
of HCV IRES is useful for the
prediction of the
effectiveness of the pegylated
interferon/ribavirin
combination therapy for
chronic hepatitis C
283

Poster Sessions（3） : Ascites and Acute on
Chronic Liver Failure

Branched-chain amino acid
(BCAA) treatment may improve
insulin resistance by
elevating circulating levels
of pigment epithelium derived
factor (PEDF) in cirrhotic
patients with HCV infection
284

Poster Sessions（3） : Experimental
Hepatocarcinogenesis

日程の下は掲載誌と、その頁です
Ogata K, Ide T, Arinaga-Hino T,
Koga Y, Kuwahara R, Miyajima I,
Kumashiro R, Sata M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):824A, 2010

Kawaguchi T, Yamagishi S, Matsui
T, Taniguchi E, Itou M, Sakata M,
Abe M, Hanada S, Oriishi T, Sata M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):917A, 2010

Iwamoto H, Torimura T, Nakamura
T, Yano H, Ueno T, Sata M

Effect of metronomic
chemotherapy with S-1 +
vandetanib in a mouse model of
hepatocellular carcinoma

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):944A, 2010

285

Poster Sessions（3） : Steatohepatitis:
Experimental

Adiponectin suppresses
endoplasmic reticulum (ER)
stress in nonalcoholic
steatohepatitis (NASH)

Ueno T, Nakamura A, Nakamura T,
Iwamoto H, Hashiomto O, Torimura
T, Nakayama H, Otabe S, Yuan X,
Yamada K, Sata M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):1044A, 2010

286

Poster Sessions（4） : Clinical
Hepatobiliary Neoplasia

Multicentric phase II study
evaluating the clinical
effects of intra-arterial
combination therapy of
cisplatin suspension in
lipiodol and 5-fluorouracil
infusion for unresectable
advanced hepatocellular
carcinoma
287

Poster Sessions（4）: Clinical
Hepatobiliary Neoplasia

Periostin, a matrix protein,
is a novel serodiagnostic
marker for cholangiocarcinoma

Nagamatsu H, Torimura T, Niizeki
T, Tajiri N, Matsugaki S, Kajiwara
M, Iwamoto H, Kurogi J, Sata M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):1144A, 2010

Kawaguchi T, Fujimoto K,
Nakashima O, Ono J, Ohta S,
Kawaguchi A, Tonan T, Oshima K,
Yano H, Hayabuchi N, Izuhara K,
Sata M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):1145A, 2010
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Poster Sessions（4） : Clinical
Hepatobiliary Neoplasia

Data mining revealed clinical
feature profiling associated
with staging of non HBV- and
Non HCV-related hepatocellular
carcinoma

289

Poster Sessions（4）: Non-parenchymal Cell
Biology and Fibrosis

Dose-dependent contribution of
human peripheral blood CD34positive cell transplantation
to hepatic regeneration after
CCl4 chronic liver injury

日程の下は掲載誌と、その頁です
Kawaguchi T, Yatsuhashi H,
Watanabe H, Saitsu H, Nakano K,
Taketomi A, Ohta S, Tabaru A,
Takenaka K, Mizuta T, Nagata K,
Komorizono Y, Fukuizumi K, Seike
M, Matsumoto S, Maeshiro T,
Tsubouchi H, Muro T, Inoue O,
Akahoshi M, Sata M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)

Nakamura T, Tsutsumi V, Torimura
T, Naitou M, Iwamoto H, Hashimoto
O, Taniguchi E, Ueno T, Sata M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)

2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):1189A, 2010

2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):1271A, 2010

290

Poster Sessions（1）: Signal Transduction

A T-cell factor-4 isoform
promotes an aggressive
hepatocellular carcinoma (HCC)
phenotype involving hypoxiainducible factor-2α

Koga H, Walker E, Tsedensodnom
O, Nakashima O, Yano H, Wands
JR, Kim M

The 61st Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2010/10/29 -11/2
Hepatology
52(4)(Suppl.):592A, 2010
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292

293

クローン病における血球成分除去療
法（Cytapheresis）で抗凝固剤をメシ
ル酸ナファモスタットからヘパリンに
変更した症例

今井徹朗、篠田真教、木嶋涼二、安
達 梢、佐野 茂、久木原通、酒井
和子、薗田和弘、玻座真琢磨、松本
貴史、楠本拓生、深水 圭、山崎
博、光山慶一

第31回日本アフェレシス学
会学術大会

当院における閉塞性動脈硬化症患
者の栄養管理

宮西民子、廣末佳子、辻丸祐規子、
増田香織、吉村弘美、池本美智子、
福元俊輔、小野原俊博、福泉公仁
隆

第9回福岡NST研究会

特別企画（1）

神代龍吉、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

これからを担う消化器専門医の育成：われ
われの取り組みと課題 －内科系の立場から
－

これからを担う消化器専門医の育
成：われわれの取り組みと課題内科系の立場から294

295

当院で経験した食道小細胞癌

小腸、大腸に多発腫瘍を形成した
Peutz-Jeghers syndromeに対して
小腸３次元CTを用いて術前精査を
施行した一例

浦安

2010/11/4 -6

福岡

2010/11/5

宜野湾

2010/11/12 -13

岩永真一、中根智幸、國武泰史、
宮原健輔、和田史孝、田尻能祥、
前川隆一郎、橋本宏介、田中裕
穂、中原慶太、鶴田 修、佐田通
夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

酒見亮介、宗 祐人、垣内誠也、
石原裕士、松嶋 祐、小野哲二
朗、高根順子、佐々木英、下河辺
正行、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

2010/11/12 -13

宜野湾
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S状結腸に発生した化膿性肉芽腫
（Pyogenic granuloma）の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
永田 務、菅 偉哉、於保和彦、
池原龍一郎、矢野 徹、重松聡
江、岩本元一、藤下真奈美、赤司
昌謙、鶴田 修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

297

超音波検査、MRI検査、病理組織
が比較検討できた多発肝細胞癌の
一例

大野美紀、田中正俊、下瀬茂男、
倉岡 圭、堀まいさ、由谷 茂、
原田和徳、山口 倫、中島 収、
佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

298

肝細胞癌に対するソラフェニブの
治療効果と副作用：多施設での検
討

中野聖士、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

299

再発難治C型肝炎に対するフェロ
ン前投与の効果

石井邦英、末次理成、城野智毅、
馬場真二、田口 順、梶原雅彦、
安倍弘彦、井出達也、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

300

転移巣が低分化腺癌様の形態をな
し、診断に苦慮した肉腫様肝癌の
１剖検例

田口 順、梶原雅彦、今村真大、
城野智毅、末次理成、馬場真二、
石井邦英、安倍弘彦、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

301

巨大結節を肝両葉に伴う進行肝細
胞癌に対してNew FP療法を中心と
した集学的治療が奏効した一例

池園 友、永松洋明、丸岡浩人、
德安秀紀、澤田昌幸、天野恵介、
立石秀夫、水上直久、吉田 博、
佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

302

303

内科閉塞性黄疸を発症した肝原発
腺扁平上皮癌の一例

慢性関節リウマチの経過中、肝障
害にて診断したヘモクロマトーシ
スの症例

坂本六大、永松洋明、丸岡浩人、
德安秀紀、澤田昌幸、池園 友、
天野恵介、立石秀夫、水上直久、
吉田 博、白石 慶、石田祐介、
佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

野田哲裕、森田恭代、立石秀夫、
長田修一郎、是此田博子、増田淳
也、古波倉允、長田英輔、鶴田
修、上野隆登、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

宜野湾

2010/11/12 -13

304

嚢胞形成を伴った退形成膵管癌の
1例

杉山 元、石田祐介、加治亮平、
岡部義信、安元真希子、永田
務、菅 偉哉、堀内彦之、川原隆
一、木下壽文、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

305

上部消化管出血の原因となった十
二指腸脂肪腫の１例

末次理成、田口 順、實藤俊昭、
城野智毅、馬場真二、梶原雅彦、
石井邦英、安倍弘彦、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2010/11/12 -13

宜野湾
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初期病変より内視鏡的・病理組織
学的に経過観察しえた潰瘍性大腸
炎の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
阪上尊彦、桑木光太郎、吉岡慎一
郎、小林哲平、山崎 博、長山幸
路、竹田津英稔、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

307

組織学的に肉芽腫形成を伴った直
腸隆起性病変の一例

森 敦、吉岡慎一郎、小林哲平、
山崎 博、桑木光太郎、長山幸
路、竹田津英稔、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

308

短期間に肉眼形態変化を来たした
大腸SM癌の１例

平井真吾、前山泰彦、鶴田 修、
野田哲裕、長田修一郎、有田桂
子、長谷川申、河野弘志、安元真
希子、秋葉 純、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

309

下膵十二指腸動脈瘤破裂の１例

森田 拓、杉山 元、隈本朝子、
小金丸雅道、岩本良二、石田祐
介、加治亮平、岡部義信、鶴田
修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

310

直腸浸潤した子宮原発間葉系悪性
腫瘍再発病変の１例

永田 翠、有田桂子、野田哲裕、
長田修一郎、前山泰彦、長谷川
申、河野弘志、安元真希子、秋葉
純、鶴田 修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

311

肝腫瘍生検にて診断し得た肝血管
肉腫の１剖検例

浦 和也、佐藤公昭、福嶋博文、
武元良祐、是此田博子、宮岡正
喜、金光高雄、青木良祐、矢野博
久、黒木淳一、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

312

313

314

経鼻内視鏡を用いた食道胃接合部
観察におけるFICE
（Flexiblespectral Imaging
Color Enhancement）の有用性

化学療法導入後に癌性リンパ管症
を認めた肝内胆管癌の一例

混合性結合組織病・シェーグレン
症候群に蛋白漏出性胃腸症を合併
した一例

水谷孝弘、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、藤山 隆、光安 彩、岡本梨
沙、原口和大、大橋朋子、国府島
庸之、吉本剛志、福嶋伸良、河邉
顕、福泉公仁隆、中牟田誠、松浦
秀司、原田直彦

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

津田康雄、福嶋伸良、岩田真悠
子、門屋一貴、大橋朋子、光安
彩、吉本剛志、国府島庸之、河邉
顕、水谷孝弘、福泉公仁隆、原田
直彦、中牟田誠

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

柿ヶ尾佳奈、福嶋伸良、宮村知
也、水谷孝弘、原口和大、岡本梨
沙、澤村紀子、大橋朋子、光安
彩、藤山 隆、吉本剛志、国府島
庸之、河邉 顕、福泉公仁隆、中
牟田誠、原田直彦

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

宜野湾

2010/11/12 -13

2010/11/12 -13

宜野湾
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316

膵鉤部から骨盤腔にまで進展した
重症急性膵炎後仮性嚢胞に対し
て、経乳頭的膵管ステント留置術
が有効であった1例

潰瘍性大腸炎に対し、インフリキ
シマブを投与した一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
藤山 隆、河邉 顕、植田圭二
郎、光安 彩、大橋朋子、柿ヶ尾
佳奈、澤村紀子、岡本梨沙、原口
和大、水谷孝弘、国府島庸之、吉
本剛志、福嶋伸良、福泉公仁隆、
原田直彦、中牟田誠

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

下津浦康隆、原田和徳、倉岡
圭、下瀬茂男、大野美紀、堀まい
さ、竹田津英稔、田中正俊、鶴田
修、佐田通夫

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

宜野湾

2010/11/12 -13

317

下血を契機に発見された直腸肛門
部悪性黒色腫の1例

鎌田和宏、上原英雄、立石昌樹、
楠元英次、山口将平、櫻井真人、
遠藤和也、池尻公二、桃崎征也、
中山吉福

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

318

胸腺腫からの孤立性腹腔内リンパ
節転移の一例

幸山敦子、高見裕子、龍 知記、
和田幸之、才津秀樹、福嶋伸良、
安森弘太郎、桃崎征也

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

319

C型慢性肝炎に対するペグイン
ターフェロンα-2b治療中に、I型
糖尿病とバセドウ病を同時発症し
た一例

島ゆかり、伊藤陽平、平田和之、
上野恵里奈、近藤礼一郎、清水義
久、岡村修祐、住江博明、吉貝浩
史、酒井輝文

第96回日本消化器病学会
九州支部例会、第90回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宜野湾

2010/11/12 -13

320

321

322

323

324

Ishida Y, Okabe Y, Taira T,
Yamaguchi T, Kawahara A,
Yasumoto M, Kaji R, Sugiyama G,
Kitazato Y, Kage M, Kinoshita H,
Tsuruta O, Sata M

17th International
Symposium on Endoscopic
Ultrasonography (EUS
2010)

花田慎一郎、原田 大、Snider N、
Brunt E、鳥村拓司、上野隆登、佐
田通夫、Omary B

第7回酸化ストレスと肝研究
会

呼吸困難を契機に発見された右心
房内腫瘍塞栓、肺塞栓を伴う進行
肝癌の１例

増田

第291回日本内科学会九州 鹿児島
地方会

魚骨の小腸穿通により側腹筋膿瘍
を生じた１例

吉岡 励、佐藤恭一、平野浩二、
菅 偉哉、於保和彦、赤司昌謙、
藤下真奈美、岩本元一、美根美和
子

第291回日本内科学会九州 鹿児島
地方会

Ueno T

The 9th Single Topic
Conference (JSH)“NASH
2010”

Assessment of ThinPrep method for
endoscopic ultrasound-guided fine
needle aspirates

DDC投与マウスモデルにおける
Mallory-Denk Body形成と性差

Oral Session(4)：Immunity and cytokine
responses in NASA

Cytokine regulation in NASH

裕、新関

敬、佐田通夫

Shanghai,
China

2010/11/12 -14

福岡

2010/11/13 -14

2010/11/14

2010/11/14

2010/11/18 -19

Tokyo,
Japan
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Poster Presentation & Discussion(3)：
Clinical-noninvasive examination for
NASH diagnosis

日程の下は掲載誌と、その頁です
Tonan T, Fujimoto K, Qayym A,
Morita Y, Nakashima O, Ono N,
Hayabuchi N, Ueno T

Expression of CD14 receptor
and phagocytic dysfunction of
Kupffer cells in nonalcoholic
steatohepatitis: correlation
between superparamagnetic iron
oxide-enhanced MRI and
pathological findings
326

327

松尾 健、中原慶太、渡辺靖友、
向笠道太、鶴田 修、佐田通夫

筑後胃研究会

主題（1）

花田慎一郎、原田 大、Snider
N、Brunt E、鳥村拓司、上野隆
登、長田英輔、佐田通夫、Omary
B

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

田口 順、石井邦英、梶原雅彦、
馬場真二、城野智毅、末次理成、
安倍弘彦、佐田通夫

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

黒松亮子、高田晃男、住江修治、
中野聖士、佐谷 学、山田慎吾、
鳥村拓司、佐田通夫

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

非Ｂ非Ｃ肝細胞癌（肝癌）の発癌
要因解明に関する背景肝の病理形
態学的検討 – 特にアルコール摂
取との関連について –

中島 収、谷川 健、鹿毛政義、
矢野博久、木下壽文、佐田通夫、
九州肝癌研究会ワーキンググルー
プ

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

アルコール性肝硬変症に溶血性貧
血を合併した１例

宮原健輔、中根智幸、國武泰史、
和田史孝、岩永真一、田尻能祥、
前川隆一郎、宮島一郎、佐田通夫

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

NASHモデルマウス肝病変に対する
アディポネクチン遺伝子肝発現の
効果

中山ひとみ、小田辺修一、上野隆
登、原 暁紅、和田暢彦、橋永俊
彦、森田恭代、佐田通夫、山田研
太郎

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

NASHにけるCD14 receptorの発現
とKupffer細胞機能障害：SPIOMRIと病理組織学的所見との相関

東南辰幸、藤本公則、Qayyum A、
森田恭代、中島 収、小野典之、
早渕尚文、上野隆登

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

宇宙医学用に開発された“ハイブ
リッド訓練システム”による
NAFLD患者の脂肪肝・インスリン
抵抗性・高IL-6に対する改善効果

川口 巧、志波直人、前田貴司、
松垣 亨、高野吉朗、伊藤 実、
坂田雅浩、安倍満彦、谷口英太
郎、佐田通夫

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

主題（3）

石井邦英、田口 順、馬場真二、
安倍弘彦、佐田通夫

第30回アルコール医学生
物学研究会学術集会

DDCマウス投与モデルにおける
Mallory-Denk Body形成と性差
主題（4）
アルコールと肝癌

アルコール性肝障害に発生した肝
細胞癌と細胆管細胞癌よりなる混
合型肝癌の１切除例
329

330

331

332

333

334

335

アルコール性肝障害に合併した肝
細胞癌の特徴

アルコール性肝障害の診断基準の検討

336

Tokyo,
Japan

2010/11/18 -19

陥凹様の辺縁所見を呈した0-IIa
型M癌の1例

アルコール性肝障害の病態

328

The 9th Single Topic
Conference (JSH)“NASH
2010”

久留米

2010/11/25

久留米

2010/11/26 -27

久留米

2010/11/26 -27

久留米

2010/11/26 -27

久留米

2010/11/26 -27

久留米

2010/11/26 -27

久留米

2010/11/26 -27

久留米

2010/11/26 -27

久留米

2010/11/26 -27

プロトロンビン時間50％以下を満
たさなかった重症型アルコール性
肝炎の１例

2010/11/26 -27

九州医療センターにおける入院時栄 山内 健、吉村弘美、池本美智子、
末廣佳子、濱地暁子、龍頭綾子、合
養スクリーニング法の変遷とその結
屋美香、福元俊輔、福泉公仁隆
果

第64回国立病院総合医学
会
2010/11/26 -27

久留米

福岡
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クリニカルカンファレンス（2）

日程の下は掲載誌と、その頁です
鶴田 修

内視鏡編 (ESDvsEMR、追加腸切除の適応、
DALMなど）

若手研究者奨励賞応募演題（3）

免疫不全ラット肝線維症モデルに
対する健常ヒト末梢血CD34陽性細
胞移植による肝再生促進作用の検
討
339

340

341

342

343

63(9):25, 2010

中村
橋本

徹、鳥村拓司、岩本英希、
修、上野隆登、佐田通夫

第24回肝類洞壁細胞研究
会

松尾 健、中原慶太、渡辺靖友、
向笠道太、鶴田 修、佐田通夫、
秋葉 純

九州胃と腸大会

ハイブリッド訓練システム”によ
る非アルコール性脂肪性肝障害患
者の脂肪肝・インスリン抵抗性・
高IL-6 血症に対する改善効果

川口
松垣

第17 回日本FES研究会学
術講演会

Strong correlation between
mutations in internal ribosome
entry site(IRES)domain III
region of hepatitis C virus
and sensitivity to anti-viral
therapy for chronic hepatitis
C

Ogata K, Kashiwagi T, Ide T,
Hamada N, Watanabe H, Sata M

Oral:Treatment(2)

Ide T

IIa型SM2癌の1例

巧、志波直人、前田貴司、
亨、髙野吉朗、佐田通夫

345

福岡

2010/12/4

久留米

2010/12/4

BMB2010（第33回日本分子 神戸
生物学会年会・第83回日
本生化学会大会 合同大
会）
2010/12/7 -10

The 7th APASL Single
Topic Conference
"Hepatitis C Virus"

Chiba, Japan

2010/12/17 -18

第6回日本IVR学会九州地
方会

中村 徹、鳥村拓司、岩本英希、黒
木淳一、住江修治、福嶋伸良、熊本
G-CSF動員末梢血CD34陽性細胞
（血管内皮前駆細胞）の肝動注投与 正史、岡村 孝、奥田誠也、上野隆
による非代償性肝硬変患者に対する 登、佐田通夫
肝臓再生細胞移植治療 - 基礎研究
から臨床応用へ -

第18回浜名湖シンポジウム

シンポジウム（3）

福島

2010/11/27 -28

城野智毅、梶原雅彦、末次理成、高
木浩史、馬場真二、田口 順、石井
邦英、安倍弘彦、實藤俊昭、中野聖
士、佐田通夫

TACEおよび肝動注化学療法にて
CRとなったStage III肝細胞癌の１例

福島

2010/11/27 -28

Type IV collagen as predictive
factor of relapsers in elderly
women with chronic hepatitis
C, genotype 1b, treated with
peginterferon and ribavirin
344

第24回肝類洞壁細胞研究
会

鳥村拓司、岩本英希、中村 徹、
橋本 修、佐田通夫、上野隆登、
矢野博久

マウス肝癌におけるAflibercept
の血管形成抑制機序に関する検討

浜松

2010/11/26 -27
日本大腸肛門病学会雑誌

内視鏡編 (ESDvsEMR、追加腸切除
の適応、DALMなど）のプレゼン
テーション
338

第65回日本大腸肛門病学
会学術集会

福岡

2010/12/18

2010/12/25 -26

浜松

