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O-IIa型低異型度分化型癌の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
中原慶太

はぜの木会

熊本

2011/1/8
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15

Sorafenib投与中急速に悪化した
Stage IV-B 肝細胞癌症例に対す
る動注化学療法

永松洋明、岩本英希、中野聖士、
鳥村拓司、佐田通夫

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

岩本英希、中野聖士、佐田通夫

ソラフェニブ投与における軟便、下
痢に対する漢方製剤の効果

堀まいさ、田中正俊、下瀬茂男、大
野美紀、倉岡 圭、原田和徳、佐田
通夫

第3回日本肝がん分子標的 下関
治療研究会

主観的包括的評価による栄養障害
を示す消化器疾患患者のスクリー
ニング効果

谷口英太郎、川口 巧、伊藤
実、居石哲治、今永美波、荻原ゆ
かり、末継拓郎、武藤美智子、大
津山樹理、内田夕希、大塚百香、
田中粹子、小野 緑、佐田通夫

第14回日本病態栄養学会
年次学術集会

CTC (CT colonography：三次元画
像)が有効であった上行結腸癌の
十二指腸浸潤の１例

垣内誠也、酒見亮介、森光洋介、
宗 祐人、下河辺正行、久保保
彦、佐田通夫

第292回日本内科学会九州 福岡
地方会

骨髄生検により診断に至ったBcell lymphoma(intravascular
lymphoma)の１例

森 敦、有永照子、奥英二郎、住
江修治、井出達也、岡村 孝、佐
田通夫

第292回日本内科学会九州 福岡
地方会

嘔吐を繰り返し、約一週間でウェ
ルニッケ脳症を来たした１例

安本 潔、豊永 純、大塚容子、
平木啓正、立石 勉、石川 巌、
坂田清彦、安本紗代

第292回日本内科学会九州 福岡
地方会

榊美奈子、原口和大、後藤和人、
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292回日本内科学会九州 福岡
地方会

EOB-MRI肝細胞相と超音波画像の
フュージョンイメージが診断に有用で
あった多発肝細胞癌の一例

大野美紀、田中正俊、下瀬茂男、山
口 倫、中島 収、矢野博久、佐田
通夫

第17回肝血流動態イメージ 横浜
研究会

クローン病とサイトメガロウイル
ス（CMV）感染を併発し小腸・全
結腸の潰瘍病変を生じ下血による
出血性ショックをきたした一例

日野知仁、野田 悠、伊藤陽平、
平田和之、上野恵里奈、清水義
久、岡村修祐、住江博明、吉貝浩
史、酒井輝文

第61回聖マリア医学会研
究会

若年発症の慢性活動性EBウイルス
を感染症で、間質性肺炎と肝機能
障害を来たし、肝生検にて確定診
断に至った一例

竹中里紗、伊藤陽平、野田 悠、
平田和之、清水義久、上野恵里
奈、岡村修祐、住江博明、吉貝浩
史、酒井輝文

第61回聖マリア医学会研
究会

後期高齢者に発症した自己免疫性
肝炎の２症例

第3回日本肝がん分子標的 下関
治療研究会
2011/1/15

第3回日本肝がん分子標的 下関
治療研究会
2011/1/15

2011/1/15

2011/1/15 -16

2011/1/29

2011/1/29

2011/1/29

2011/1/29

2011/1/29 -30

久留米

2011/1/29 -30

久留米

2011/1/29 -30

EOB-MRI時代においてSPIO-MRIは 東南辰幸、内田政史、高田晃男、藤
乏血性肝細胞癌の検出に有用か？ 本公則、隈部 力、黒松亮子、中島
収、早渕尚文

第16回筑後肝癌研究会

大野美紀、田中正俊、下瀬茂男、山
口 倫、中島 収、矢野博久、佐田
通夫

第16回筑後肝癌研究会

肝に多発性の結節を形成し、転移性 末次理成、城野智毅、梶原雅彦、田
肝癌との鑑別が困難であったトキソカ 口 順、馬場真二、熊本正史、石井
邦英、安倍弘彦、佐田通夫
ラ症の１例

第16回筑後肝癌研究会

EOB-MRI肝細胞相と超音波画像の
フュージョンイメージが診断に有用で
あった多発肝細胞癌の一例

横浜

久留米

2011/2/5

久留米

2011/2/5

2011/2/5

久留米
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18

19

日程の下は掲載誌と、その頁です

肝内悪性リンパ腫における造影超音
波検査の特徴

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

第16回筑後肝癌研究会

閉塞性黄疸を発症した肝原発腫扁
平上皮癌の一例

丸岡浩人、永松洋明、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、石井
慶、石田祐介、佐田通夫

第16回筑後肝癌研究会

伝染性単核球症経過中に発生した
脾臓破裂の１例

角 明子、有川俊二、小金丸雅道、
魚住 淳、内田政史、早渕尚文、牛
島知之、坂本照夫、西村 浩、福嶋
博文

第172回日本医学放射線学 宮崎
会九州地方会、第46回日
本核医学会九州地方会

中原慶太

はぜの木会

胃体下部後壁の小さなSM2癌の１例

久留米

2011/2/5

久留米

2011/2/5

2011/2/5 -6

久留米

2011/2/10

20

腸上皮化生腺管に類似したtub2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

第11回久留米・筑紫野消化 久留米
管疾患研究会
2011/2/10

21

22

23

腸上皮化生を非全層浸潤する印環
細胞癌の１例

中原慶太

肝硬変患者に対する疾患・栄養療
法・生活習慣認知からみた患者教
室の有効性

今永美波、大津山樹理、武藤美智
子、末継拓郎、萩原ゆかり、谷口
英太郎、川口 巧、伊藤 実、居
石哲治、大塚百香、内田夕希、田
中粹子、佐田通夫、秋山良子、小
野 緑

第26回日本静脈経腸栄養
学会

村松博士、川口
森脇久隆

第26回日本静脈経腸栄養
学会

肝疾患患者の検査前補食に関する
アンケート調査

はぜの木会

福岡

2011/2/12

巧、鈴木壱知、

名古屋

2011/2/17 -18
静脈経腸栄養
26(1): 326, 2011

名古屋

2011/2/17 -18
静脈経腸栄養
26(1): 353, 2011

24

消化器疾患患者における肥満の実
態調査

後藤恵美子、小川由美、友永愛
美、川口 巧、谷口英太郎、伊藤
実、居石哲治、石橋紀子、上田真
理子、佐田通夫、平川道子

第26回日本静脈経腸栄養
学会

名古屋

2011/2/17 -18
静脈経腸栄養
26(1): 430, 2011

25

当院のNST介入患者の抽出方法に
おける問題点

増田香織、山下裕江、池本美智子、
宮西民子、福元俊輔、福泉公仁隆

第26回日本静脈経腸栄養
学会

名古屋

2011/2/17 -18
静脈経腸栄養
26(1):314, 2011

26

急性期病院におけるASO患者に対
するNST介入後のアウトカムについ
て

池本美智子、増田香織、山下裕江、
宮西民子、福元俊輔、福泉公仁隆

第26回日本静脈経腸栄養
学会

名古屋

2011/2/17 -18
静脈経腸栄養
26(1):334, 2011

27

難治性下痢に対してシンバイオティ
クス療法が有用であった腸管ベー
チェット病の一例

福泉公仁隆、増田香織、山下裕江、
池本美智子、宮西民子、福元俊輔

第26回日本静脈経腸栄養
学会
2011/2/17 -18
静脈経腸栄養
26(1):586, 2011

名古屋
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ワ−クショップ（10）

日程の下は掲載誌と、その頁です
光山慶一

炎症性腸疾患の治療に向けた新規治療標的

第7回日本消化管学会総会 京都
学術集会年

分子

2011/2/18 -19

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
29

30

31

超音波内視鏡下穿刺吸引法（EUSFNA）施行後に胃内出血を来した巨
大GISTの一例

中嶋哲也、石田康一郎、岡部義信

第9回FNA-Club Japan

東京

EUS-FNAで確定診断しえた非機能
性膵内分泌主要の１例

杉山 元、石田祐介、加治亮平、岡
部義信、安元真希子、内藤嘉紀、久
下 亨、木下壽文、佐田通夫

第9回FNA-Club Japan

嵌頓した膵胆管結石に対する内視
鏡的な解除方法を考える

岡部義信

第3回九山胆膵若手の会： 熊本
総胆管結石の内視鏡的治
療の実際とコツ

2011/2/19

東京

2011/2/19

2011/2/26

32

胃切除総胆管結石に対するラージ
バールーン

加治亮平

第3回九山胆膵若手の会： 熊本
総胆管結石の内視鏡的治
療の実際とコツ
2011/2/26

33

ESTにおける工夫：
sphincterotomeを用いたdirect
cannulation 及びWGCの方法

中嶋哲也

第3回九山胆膵若手の会： 熊本
総胆管結石の内視鏡的治
療の実際とコツ
2011/2/26

34

35

36

C型慢性肝炎の自己免疫性肝炎合
併例

難治性下痢にて発症した消化管原
発悪性リンパ腫の一例

Oral Session 7: Treatment and

堀まいさ、大野美紀、下瀬茂男、
倉岡 圭、有永照子、由谷 茂、
原田和徳、田中正俊、佐田通夫

第24回自己免疫性消化器
疾患研究会

増田淳也、新山修平、小篠洋之、
竹田津英稔、光山慶一、木下正
治、長田英輔、荒木靖三、坂本照
夫、佐田通夫

第24回自己免疫性消化器
疾患研究会

Takedatsu H

2011 ESF-JSPS Frontier
Science Conference for
Young Researchers
(Cutting Edge
Immunology and Its
Clinical Application)

prevention of diseases II

The new therapeutic approach
for inflammatory bowel disease
using an oligonucleotide
delivery system, antisense
Macrophage-migration
inhibitory factor (MIF)/
Schizophyllan (SPG) complex

37

38

2011/3/1

久留米

2011/3/1

Hulshort,
Netherlands

2011/3/1 -6

超音波内視鏡ガイド下膵仮性嚢胞
ドレナージ術 - 基本的な手技を
中心に -

岡部義信

膵尾部

杉山 元

内分泌腫瘍の一例

久留米

第3回インターベンショナ 福岡
ルEUS九州研究会
2011/3/12

第130回福岡膵疾患懇話会 福岡
2011/3/16

39

稀なAFP産生胎児性粘膜内癌

松尾 健、中原慶太、渡辺靖友、向
笠道太、鶴田 修、佐田通夫

第259回筑後地区胃研究会 久留米
2011/3/24
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40

41

Novel therapeutic strategy for
hepatitis C treatment: Double
filtration plasmapheresis and
interferon/ribavirin
combination therapy

Ide T

Poster Section 1

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

Preferential ubiquitination of
hypoxia-inducible factors
depends on the SxxSS motif in
human T-cell factor-4 isoforms
derived from hepatocellular
carcinoma
42

日程の下は掲載誌と、その頁です

Poster Section 18

Antiangiogenic mechanisms of
aflibercept in mouse hepatoma
model

The 6th International
Symposium on Liver
Failure and Artificial
Liver 2011

Xi'an, China

2011/3/24 -26

102nd Annual Meeting of Orland, USA
the American
Association for Cancer
Research (AACR)
2011/4/2 -6

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

102nd Annual Meeting of Orland, USA
the American
Association for Cancer
Research (AACR)
2011/4/2 -6

43

O-IIa型高異型度分化型癌の１例

中原慶太

はぜの木会

熊本

2011/4/9

44

C型肝疾患に対するPEG-IFNα-2a
少量長期投与の治療効果

宮島一郎

九州肝疾患治療戦略研究
会（第8回学術集会）

福岡

2011/4/16

45

血球貪食症候群を伴ったA型急性
肝炎の1例

平田和之、酒井輝文、佐田通夫、
綱脇瑠璃香、野田 悠、伊藤陽
平、上野恵里奈、清水義久、岡村
修祐、住江博明、吉貝浩史

第85回日本感染症学会総
会・学術講演会
2011/4/21 -22
感染症学雑誌
85(3):301-302, 2011

46

47

48

安元真希子、濱走優人、秋葉 純、
小笠原幸子、内藤嘉紀、大長亜矢、
島松一秀、山崎文明、中島 収、大
島光一、中島 学、矢野博久

第100回日本病理学会総会 横浜

局所進行膵癌に対するNeoadjuvant
Chemoradiotherapy後に切除可能と
なった10症例における臨床病理学的
検討

中山正道、内藤嘉紀、秋葉 純、安
元真希子、石川博人、有川俊二、岡
部義信、堀内彦之、木下壽文、中島
収、矢野博久

第100回日本病理学会総会 横浜

術前診断が困難であったIgG4関連
硬化性腸管膜炎の一切除例

野村頼子、内藤嘉紀、安元真希子、
秋葉 純、矢野博久、鹿毛政義

第100回日本病理学会総会 横浜

膵腫瘍の病理診断における新規抗
体の有用性

2011/4/28 -30
日本病理学会会誌
100(1): 389, 2011

2011/4/28 -30
日本病理学会会誌
100(1): 320, 2011

2011/4/28 -30
日本病理学会会誌
100(1): 486, 2011

49

胃原発絨毛癌の１切除例

田口 順、秋葉 純、中島 収、渡辺
次郎、矢野博久

第100回日本病理学会総会 横浜
2011/4/28 -30
日本病理学会会誌
100(1): 447, 2011

50

Diagnosisi and endoscopic treatment of
early colorectal neoplasias

Standard colonoscopy with dye
spraying method and magnifying
colonoscopy with pit pattern
diagnosis

Kawano H

The 1st Kyushu-Busan GI Busan,
Endoscopy Symposium
Korea
2011/4/30
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AGA Poster Session: Immunology,
Microbiology, and Inflammatory Bowel
Disorders: Animal Models: Pre-clinical

日程の下は掲載誌と、その頁です
Takedatsu H, Mitsuyama K,
Mochizuki S, Sakurai K, Oriishi T,
Nishihira J, Sata M

Treatment of Intestinal Inflammation

The new therapeutic approach
for inflammatory bowel disease
using antisense macrophagemigration inhibitory factor
(MIF) / schizophyllan (SPG)
complex
52

AGA Poster Session: Pancreatic
Disorders: Pancreatic Diseases (1)

Assessment of the effect of
neoadjuvant chemoradiotherapy
on local advanced pancreatic
cancer

DDW-2011 (112th Annual Chicago,
Meeting of the American USA
Gastroenterological
Association)(AGA)
2011/5/7 -10
Gastroenterology
140(5)(Suppl.1):S-520,
2011

Naito Y, Nakayama M, Ishikawa H,
Arikawa S, Okabe Y, Kinoshita H,
Yano H

DDW-2011 (112th Annual Chicago,
Meeting of the American USA
Gastroenterological
Association)(AGA)
2011/5/7 -10
Gastroenterology
140(5)(Suppl.1):S-714,
2011

53

ASGE Poster Session: Endoscopic
Ultrasound Poster Session (3)

Endoscopic ultrasound (EUS)
findings of the pancreatic
parenchyma in autoimmune
pancreatitis, including
changes before and after
steroid therapy
54

ASGE Poster Session: ERCP: Biliary
Poster Session (2)

Magnifying endoscopic
observation of non-neoplastic
bile duct mucosa: comparison
of narrow band imaging with
histopathology

Okabe Y, Kaji R, Ishida Y, Sugiyama
G, Yasumoto M, Toyonaga A,
Tsuruta O, Sata M

DDW-2011 (American
Society for
Gastrointestinal
Endoscopy)(ASGE)

Chicago,
USA

2011/5/7 -10
Gastrointestinal Endoscopy
73(4)(Suppl.1):AB332, 2011

Ishida Y, Okabe Y, Yasumoto M,
Kaji R, Sugiyama G, Kitazato Y,
Horiuchi H, Kinoshita H, Toyonaga
A, Tsuruta O, Sata M

DDW-2011 (American
Society for
Gastrointestinal
Endoscopy)(ASGE)

Chicago,
USA

2011/5/7 -10
Gastrointestinal Endoscopy
73(4)(Suppl.1):AB344AB345, 2011

55

AASLD Poster Session: Hepatitis C

Peginterferon ALPHA-2A (40KD)
plus ribavirin for the
treatment of patients with
chronic hepatitis C (CHC) and
compensated liver cirrhosis in
Japan

Izumi N, Kaneko S, Nishiguchi S,
Kudo M, Sata M, Omata M

DDW-2011 (Annual
Chicago,
Meeting of the American USA
Association for the
Study of Liver
Diseases)(AASLD)
2011/5/7 -10
Gastroenterology
140(5)(Suppl.1):S-950,
2011

56

57

PDG-PETを用いて顆粒球除去療法
の有効性評価が可能であったクロー
ン病の２症例

小林千桂、楠本拓生、深水 圭、奥
田誠也、山崎 博、桑木光太郎、光
山慶一

第17回日本アフェレシス学
会九州地方会

パネルディスカッション（7）

永松洋明、板野

第97回日本消化器病学会
総会

進行肝細胞がんの治療選択

進行肝細胞癌に対する肝動注化学
療法の成績からSorafenibを考え
る

哲、佐田通夫

熊本

2011/5/8

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A75, 2011

東京
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ミニシンポジウム:胃・十二指腸-ESD（2）

胃管癌に対し内視鏡的粘膜下層剥
離術を施行した7例の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、
松尾 健、秋葉 純、河野弘志、
鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A170, 2011

59

ミニシンポジウム:胃・十二指腸-ESD（2）

胃噴門部進行癌に対しCRTにより
CRに至り5年の経過の後に胃体上
部後壁に扁平上皮癌を形成しESD
にて一括切除し得た一例

60

ミニシンポジウム:大腸 IBD 病態（3）

ラットTNBS腸炎におけるマクロ
ファージ産生MIFを標的とした治
療の効果

酒見亮介、宗 祐人、石原裕士、
垣内誠也、松嶋 祐、久保保彦、
森光洋介、今田 肇、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A170, 2011

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

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A204, 2011

61

ミニシンポジウム:新規膵癌治療への基礎的
アプローチ

古賀浩徳、石田祐介、菅 偉哉、
岡部義信、上野隆登、佐田通夫

PPARγ活性化剤併用による
gemcitabineの抗癌作用増強

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A217, 2011

62

ミニシンポジウム:胃癌 症例報告

AFP産生粘膜内胃癌の一例

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

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A299, 2011

63

ポスター：大腸 IBD（2）

ラット慢性腸炎モデルでの白血球
除去療法（LCAP）の有効性の検討

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

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A315, 2011

64

ポスター：肝癌（4）

巨大肝細胞癌に対してリザーバー
下の肝動注化学療法，動脈塞栓術
併用後，縮小が得られ外科的切除
を行えた一例
65

International Sessions（2）

下瀬茂男、田中正俊、倉岡 圭、
大野美紀、堀まいさ、原田和徳、
奥田康司、佐田通夫

Nagamatsu H

Hepatocellular Carcinoma

腸内細菌と炎症性腸疾患

TACE 誘導型腸内細菌による粘膜
樹状細胞の活性化がIL6 transsignalingを介したcolitis
associated cancerの発症に関与
する

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌

New Therapeutic Strategy for
Advanced Hepatocellular
Carcinomea - Our
Experiences-

パネルディスカッション（4）

東京

108(Suppl.):A324, 2011

Evidence and Challenges for Advanced

66

第97回日本消化器病学会
総会

108(Suppl.):A411, 2011

松本

敏、光山慶一、山本真悠子

第97回日本消化器病学会
総会
2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A62, 2011

東京
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67

ポスター：大腸、他（3）

内視鏡的切除術により診断しえた
腸管子宮内膜症の一例

68

ポスター：肝炎(1)

エンテカビル（ETV）内服により
HBs抗原の陰性化を認めたHBV関連
肝疾患の2症例

日程の下は掲載誌と、その頁です
岡本梨沙、水谷孝弘、柿ヶ尾佳
奈、澤村紀子、原口和大、藤山
隆、後藤和人、國府島庸之、吉本
剛志、福嶋伸良、福泉公仁隆、河
邉 顕、中牟田誠、原田直彦、中
山吉福、桃崎征也、中村和彦

第97回日本消化器病学会
総会

松本修一、西川晃子、蒲池直紀、
久本隆生、松林 直

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A338, 2011

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A344, 2011

69

ポスター：膵炎（13）

Groove領域における腫瘤性病変7
症例に対する臨床病理学的検討

70

ミニシンポジウム:胆道疾患の診断

MRI/MRCPによるIgG4関連硬化性胆
管炎と原発性硬化性胆管炎の画像
所見の比較

中山正道、内藤嘉紀、有川俊二、
岡部義信、石田祐介、加治亮平、
北里雄平、御鍵和弘、川原隆一、
久下 亨、石川博人、堀内彦之、
安元真希子、秋葉 純、内田政
史、木下壽文、矢野博久

第97回日本消化器病学会
総会

有川俊二、内田政史、久能由記
子、廣瀬靖光、魚住 淳、早渕尚
文、岡部義信

第97回日本消化器病学会
総会

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A372, 2011

東京

2011/5/13 -15
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A243, 2011

71

72

73

74

胃体中部前壁の小さな分化型癌の１
例

中原慶太

はぜの木会

久留米

膵癌に対するWhole Pancreas
Perfusion CTを用いた治療効果予
測の検討

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、福田圭助

第70回日本医学放射線学
会総会

慢性膵炎における256 slice CTを
用いたWhole Pancreatic
Perfusion CTの有用性

有川俊二、内田政史、久能由記
子、迫田 順、魚住 淳、早渕尚
文、岡部義信、室谷健太、徳安真
一、福田圭助

第70回日本医学放射線学
会総会

胃Ｘ線検診読影基準の有用性と問
題点

渡辺靖友、中原慶太、鶴田 修、
松尾 健、向笠道太、河野弘志、
佐田通

胃Ｘ線読影基準・処置区 東京
分に関する附置研究会
（第50回日本消化器がん
検診学会総会 附置研究会
-3）

2011/5/14

Web開催

2011/5/19 -20

Web開催

2011/5/19 -20

2011/5/20 -22

75

シンポジウム（2）
「技師による読影の補助」に向けての教育

髙木 優、中原慶太、水町寿伸、
荒木祐美子、前川 進

体制の構築

技師による読影の補助に向けての
教育体制の構築
76

良性胆管狭窄術後に対する長期
PTCD留置症例の胆汁細胞診所見

第35回部会研究会総会
（第50回日本消化器がん
検診学会総会 附置研究
会）

東京

2011/5/20 -22

内藤嘉紀、河原明彦、多比良朋
希、山口知彦、安倍秀幸、吉富宗
宏、岡部義信、鹿毛政義、矢野博
久

第52回日本臨床細胞学会
総会（春期大会）
2011/5/20 -22
日本臨床細胞学会雑誌
50(Suppl.1):162, 2011

福岡
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77

ワ−クショップ（8）
膵臓細胞診における検体採取と組織型推定
に有用な細胞所見

管状腺癌（通常型膵癌）の組織型
推定に有用な細胞所見
78

79

高度肥満を伴った劇症肝炎亜急性
型の１救命例

肝内悪性リンパ腫における造影超
音波検査の特徴

日程の下は掲載誌と、その頁です
多比良朋希、河原明彦、安倍秀
幸、山口知彦、吉田友子、内藤嘉
紀、石田祐介、岡部義信、矢野博
久、鹿毛政義

第52回日本臨床細胞学会
総会（春期大会）

福岡

2011/5/20 -22
日本臨床細胞学会雑誌
50(Suppl.1):128, 2011

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、坂本照夫、佐田通夫

第15回日本救急医学会九
州地方会

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

日本超音波医学会（第84
回学術集会）

佐世保

2011/5/27 -28

東京

2011/5/27 -28
Journal of Medical Ultrasonics
38(Suppl.):S382, 2011

80

ソナゾイド造影超音波検査が下部
胆管癌の診断の一助となった一例

大野美紀

日本超音波医学会（第84
回学術集会）

東京

2011/5/27 -28
Journal of Medical Ultrasonics
38(Suppl.):S507, 2011

81

肝癌治療後の局所再発診断に高周
波プローブの造影超音波検査が有
用であった症例

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

日本超音波医学会（第84
回学術集会）

東京

2011/5/27 -28
Journal of Medical Ultrasonics
38(Suppl.):S502, 2011

82

筋サルコイドーシスの一症例

水島靖子、田中正俊、倉岡 圭、
下瀬茂男、大野美紀、加藤真里、
笠 弘佳、東谷孝徳、新野大介、
山口 倫

日本超音波医学会（第84
回学術集会）

東京

2011/5/27 -28
Journal of Medical Ultrasonics
38(Suppl.):S538, 2011

83

84

85

86

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

第293回日本内科学会九州 長崎
地方会

同種骨髄移植経過中に
Capnocytophaga sputigena菌血症
を合併した１例

森田 拓、大崎浩一、伊東治美、
森重 聡、奥英二郎、今村理恵、
橋口道俊、長藤宏司、岡村 孝

第293回日本内科学会九州 長崎
地方会

G-CSF動員自家末梢血CD34陽性細
胞を用いた肝臓再生療法と今後の
課題

中村 徹、鳥村拓司、岩本英希、
黒木淳一、住江修治、福嶋伸良、
熊本正史、坂田雅浩、橋本 修、
上野隆登、佐田通夫

第37回日本急性肝不全研
究会

ワークショップ（2）

上野隆登、中村アンナ、鳥村拓
司、中村 徹、岩本英希、橋本
修、古賀浩徳、中山ひとみ、小田
辺修一、原 暁紅、山田研太郎、
佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

慢性肺血栓塞栓症を有するCrohn
病の１例

NASH – 我が国の実態と発生機序の解明に向
けて

アディポネクチンは肝でのER
stressを軽減しNASHの進展を抑制
する

2011/5/28

2011/5/28

東京

2011/6/1

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A53, 2011

東京
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ワークショップ（10）
肝再生医学研究の新展開

G-CSF動員自家末梢血CD34陽性細
胞の肝動注投与による非代償性肝
硬変患者に対する肝臓再生細胞療
法の開始
88

ワークショップ（11）
自己免疫性肝疾患 upgrade

自己免疫性肝炎における急性発症
重症型の検討
89

肝細胞癌に対するソラフェニブの
治療効果と有害事象：他施設での
検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
中村 徹、鳥村拓司、岩本英希、
黒木淳一、住江修治、福嶋伸良、
熊本正史、坂田雅浩、橋本 修、
上野隆登、佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

有永照子、井出達也、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、古賀郁利
子、神代龍吉、佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A119, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A122, 2011

中野聖士、佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A159, 2011

90

肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術、
抗がん剤種類による無再発期間の
検討

永松洋明、岩本英希、澤田昌幸、
鳥村拓司、吉田 博、佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A160, 2011

91

閉塞性黄疸患者血清のプロテオミ
クス

古賀浩徳、黒野 定、菅 偉哉、
岡部義信、鳥村拓司、上野隆登、
佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A192, 2011

92

マウス肝癌モデルにおける
Afliberceptの血清形成抑制機序
に関する検討

鳥村拓司、上野隆登、中村 徹、
岩本英希、古賀浩徳、矢野博久、
佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A199, 2011

93

94

CTにて造影効果のみられなかった
高分化型肝細胞癌に対する動注
CT-CTAPとGd-EOB-DTPA造影MRIの
比較検討

澤田昌幸、永松洋明、水上直久、
岩本英希、天野恵介、立石秀夫、
吉田 博、高田晃男、佐田通夫

C型慢性肝疾患における線維化
マーカーの年齢による推移

井出達也、有永照子、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A221, 2011

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A316, 2011

95

96

97

肝細胞癌を用いた作用機序の異な
る血管新生阻害療法の比較：メト
ロノミックケモラピーとVEGFR-2
リン酸化阻害剤の比較

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、山田慎吾、中野聖士、
上野隆登、佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

進行肝細胞癌に対する肝動注化学
療法（Low-dose FP）の治療効果
及び予後予測における血清VEGFの
重要性と今後の展望

新関 敬、住江修治、鳥村拓司、
黒木淳一、相野 一、岩本英希、
佐田通夫

第47回日本肝臓学会総会

アルコール性肝硬変に起因した肝
細胞癌の臨床的特徴

黒松亮子、高田晃男、住江修治、
佐谷 学、山田慎吾、鳥村拓司、
佐田通夫

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A323, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A337, 2011

第47回日本肝臓学会総会
2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A352, 2011

東京
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ワークショップ（5）
肝癌画像診断の進歩

非多血性肝腫瘍性病変の診断およ
び治療アルゴリズムの検討 – 多
施設共同研究150結節の検討から
99

ワークショップ（10）
肝再生医学研究の新展開

肝脂肪化･肝再生における脂質代
謝の変化：Adipose
Differentiation Related
Proteinの重要性
100

ワークショップ（12）
多様化する転移性肝癌の治療

大腸癌肝転移に対する肝動注FOLFOX･肝動注FOLFIRI療法
101

プレナリーセッション（４）
血小板減少を伴う慢性肝疾患患者
を対象としたエルトロンボパグの
第Ⅱ相臨床試験

102

103

104

105

106

107

C型慢性肝炎における小胞体スト
レスの検討

HCV感染肝細胞や肝星細胞に対す
る抗レトロウイルス薬の影響

自己免疫性肝炎における肝硬変進
展の病態解析とIgG4の関与につい
ての検討

ピクノジェノールによるHCV増殖
抑制効果の検討

C型肝炎肝における鉄代謝：IFN +
RBV治療時における鉄の重要性

C型代償性肝硬変患者に対するペ
グインターフェロンα-2a／リバ
ビリン併用療法の有効性及び安全
性の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
泉 並木、松井 修、佐田通夫、
青柳 豊、森安史典、角谷眞澄、
飯島尋子、有井滋樹

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A81, 2011

国府島庸之、中牟田誠、後藤和
人、吉本剛志、福嶋伸良、福泉公
仁隆、原田直彦、遠城寺宗近

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A115, 2011

板野 哲、久富順次郎、有松秀
敏、永松洋明、松垣 諭、田尻能
祥、山崎三樹、岩本英希、佐田通
夫

第47回日本肝臓学会総会

小森敦正、清家正隆、藤山重俊、
渡邊 洋、向坂彰太郎、田中正
俊、中牟田誠、桶谷 真、佐々木
裕、服部敏宏、桂 幸一、佐田通
夫

第47回日本肝臓学会総会

中牟田誠、国府島庸之、福泉公仁
隆、後藤和人、吉本剛志、福嶋伸
良、武冨紹信、前原喜彦、遠城寺
宗近

第47回日本肝臓学会総会

国府島庸之、遠城寺宗近、矢田雅
佳、吉本剛志、後藤和人、福嶋伸
良、福泉公仁隆、水谷孝弘、河邉
顕、原田直彦、中牟田誠

第47回日本肝臓学会総会

阿部和道、勝嶋史子、物江恭子、
菅野有紀子、斎藤広信、高橋敦
史、横川順子、西村順子、井上
恵、清家正隆、有永照子、井出達
也、今関文夫、横須賀収、佐田通
夫、大平弘正

第47回日本肝臓学会総会

中牟田誠、国府島庸之、坂本直
哉、矢田雅佳、後藤和人、吉本剛
志、福嶋伸良、福泉公仁隆、水谷
孝弘、河邉 顕、原田直彦、西
秀博、遠城寺宗近

第47回日本肝臓学会総会

中牟田誠、国府島庸之、下中
靖、後藤和人、吉本剛志、福嶋伸
良、福泉公仁隆、原田直彦、矢田
雅佳、武冨紹信、前原喜彦、遠城
寺宗近

第47回日本肝臓学会総会

泉 並木、金子周一、西口修平、
工藤正俊、佐田通夫、小俣政男

第47回日本肝臓学会総会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A134, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A147, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A171, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A172, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A253, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A304, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A305, 2011

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A315, 2011

東京
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108

109

110

111

肝細胞癌における糖･脂質代謝関
連遺伝子発現の変化

非B非C肝癌の臨床的背景の検討：
糖尿病･飲酒との関連

C型肝硬変患者における栄養状態
の評価

原因不明の小腸潰瘍病変の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
国府島庸之、中牟田誠、後藤和
人、吉本剛志、福嶋伸良、福泉公
仁隆、原田直彦、矢田雅佳、武冨
紹信、前原喜彦、遠城寺宗近

第47回日本肝臓学会総会

国府島庸之、中牟田誠、福嶋伸
良、後藤和人、吉本剛志、福泉公
仁隆、原田直彦、矢田雅佳、龍
知記、和田幸之、高見裕子、才津
秀樹、遠城寺宗近

第47回日本肝臓学会総会

中牟田誠、安武健一郎、国府島庸
之、後藤和人、吉本剛志、福嶋伸
良、原田直彦、龍 知記、和田幸
之、高見裕子、才津秀樹、福泉公
仁隆、遠城寺宗近

第47回日本肝臓学会総会

小林哲平

第9回IBDを学ぶ会

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A323, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A325, 2011

東京

2011/6/2 -3
肝臓
52(Suppl.1):A359, 2011

久留米

2011/6/3

112

113

インフリキシマブが著効した難治
性潰瘍性大腸炎の1例

大野美紀

典型的な２型進行胃癌の１例

中原慶太

第9回IBDを学ぶ会

久留米

2011/6/3

はぜの木会

久留米

2011/6/11

114

NBI観察下微細血管･粘膜模様と病
理組織構築の関係

前山泰彦

第87回九州大腸肛門病懇
談会

久留米

2011/6/11

115

116

117

TNFα converting enzyme誘導型腸
内細菌による大腸粘膜樹状細胞の
活性化がcolitis-associated cancerの
発症に関与する

山本真悠子、内藤智昭、長岡紀子、
船橋英行、南野昌信、光山慶一、松
本 敏

第15回腸内細菌学会

肝細胞癌に対するソラフェニブの
有害事象と予後因子：多施設での
検討

中野聖士、佐田通夫

第4回日本肝がん分子標的 東京
治療研究会

Poster Session

Takano Y, Sakai Y, Matsuse H,
Haneda Y, Maeda T, Kawaguchi
T, Tagawa Y, Shiba N

A new method of muscle
strength training for older
adults by means of combined
electrical stimulation and
volitional contraction

東京

2011/6/16 -17

2011/6/18

16th International The Amsterdam,
World Confederation for Netherlands
Physical Therapy
Congress
2011/6/20 -23
Physiotherapy
97(Suppl.):76, 2011

118

主題
長期生存をみた膵癌症例

IPMN由来浸潤癌の長期生存の２症
例
119

診断に苦慮した膵頭部Invasive
duct-islet cell carcinomaの一
例

牛島知之、石田祐介、杉山 元、
加治亮平、岡部義信、佐田通夫、
内藤嘉紀、川原隆一、石川博人、
堀内彦之、木下壽文

第14回九州膵研究会

平田和之、野田 悠、伊藤陽平、
上野恵里奈、清水義久、岡村修
祐、住江博明、酒井輝文、日高敦
弘、鳥井芳邦、檜垣浩一、佐田通
夫

第14回九州膵研究会

久留米

2011/6/23
臨牀と研究
88(12):1611, 2011

2011/6/23
臨牀と研究
88(12):1610, 2011

久留米
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120

膵癌切除後13年経過して認めた孤
立性肺転移の１切除例

日程の下は掲載誌と、その頁です
北里雄平、赤須 玄、吉富宗弘、
御鍵和弘、川原隆一、安永昌史、
木下壽文、岡部義信、佐田通夫

第14回九州膵研究会

久留米

2011/6/23
臨牀と研究
88(12):1613, 2011

121

消化器病専門医セミナー

河野弘志

私の記憶に残る一例

症例1：大腸疾患

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

122

シンポジウム（3）
食道表在癌に対する内視鏡治療の現況と問

松尾 健、中原慶太、向笠道太、
渡辺靖友、鶴田 修、佐田通夫

題点

表在型食道がんのESDにSBナイフ
併用による有効性の検討
123

ワークショップ（1）
自己免疫性膵炎をめぐる諸問題

自己免疫性膵炎における血清IgG4
と膵外病変数との関連に関する検
討
124

ワークショップ（2）

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

加治亮平、岡部義信、竹田津英
稔、石田祐介、杉山 元、鶴田
修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

熊本正史

リアルビデオセッション

静脈瘤EVL. EIS

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

125

ワークショップ（4-1）
緩和内視鏡治療の現状と展望【消化管ステ
ント】

悪性消化管狭窄患者に対する消化
管ステント（Niti-S Stent）の使
用経験
126

ワークショップ（5）
C型慢性肝炎に対するテーラーメード治療の

菅 偉哉、於保和彦、永田 務、
池原龍一郎、矢野 徹、重松聡
江、向笠道太、鶴田 修、佐田通
夫

井出達也、有永照子、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、佐田通夫

C型慢性肝炎のインターフェロン
治療難治例と予測される症例への
IFNβ1日2回投与と二重慮過血漿
交換療法

腸石嵌頓により十二指腸憩室穿孔
をきたした一例

久留米

2011/6/24 -25

模索

127

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

安本紗代、田宮芳孝、大内彬弘、
山内亨介、河野克俊、奥雄一朗、
久米村寛大、坂田研二、野口和
典、高橋健二郎、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

128

術前のCT画像により、内視鏡を用
いて安全に摘出し得た食道魚骨の
１例

中嶋哲也、白濱貴久、西 達也、
田尻鉄郎、林田良三、西村 寛、
村木宏一郞、馬場健吉、鶴田
修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2011/6/24 -25

久留米
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129

魚骨の穿通により仮性動脈瘤を来
した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、土井一義、古川浩二郎、森田
茂樹、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

130

食道静脈瘤破裂に対してクリッピ
ングと硬化療法を施行した１例

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

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

131

内視鏡装着バルーンによる圧迫止
血後にEISを行い救命しえた胃噴
門部静脈瘤破裂の一例

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

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

132

穹窿部静脈瘤破裂に対し、EVL後
シアノアクリレート局注を行った
一例

都田憲司、江森啓悟、井上博人、
鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

133

遷延した胆汁うっ滞型薬剤性肝障
害に対してツムラ135番（茵蔯蒿
湯）及びベザフィブラートを用い
て減黄に成功した２例

酒見亮介、垣内誠也、久保保彦、
森光洋介、松垣 諭、宗 祐人、
小野哲二朗、下河辺正行、佐田通
夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

134

COX-2阻害剤、ACE阻害剤、および
Vitamin K2併用により長期生存中
の肝細胞癌2症例

古賀浩徳、梶原雅彦、安倍弘彦、
矢野洋一、枝國源一郎、枝國勇一
郎、古賀郁利子、鳥村拓司、上野
隆登、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

135

肝動脈化学塞栓術（TACE）施行後
に急速増大を呈した肝細胞癌に対
しゲムシタビン（GEM）併用肝動
注化学療法が著効した一例

増田淳也、板野 哲、立石行生、
花田慎一郎、古波倉允、森田恭
代、長田英輔、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

136

137

肝細胞癌の孤立性縦隔転移に対し
て再発巣切除を行った１例

長期無病生存期間を経て再発した
多発肝細胞癌の一例

大内彬弘、田宮芳孝、安本紗代、
河野克俊、山内亨介、奥雄一朗、
久米村寛大、川嶋裕資、島松一
秀、坂田研二、野口和典、佐田通
夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

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

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

久留米

2011/6/24 -25

138

重粒子線治療を含む集学的加療を
施行し、良好な経過を得られた混
合型肝癌の一例

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、古賀浩徳、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2011/6/24 -25

久留米
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139

切除不能進行肝癌でのTACE併用動
注ケモリピにより切除可能になれ
ば予後は改善する

日程の下は掲載誌と、その頁です
下瀬茂男、田中正俊、安東栄治、
大野美紀、倉岡 圭、堀まいさ、
原田和徳、奥田康司、古賀浩徳、
佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

140

Single-operator POCS／POPS 〜
SpyGlass Direct Visualization
System〜 の使用経験

石田祐介、岡部義信、加治亮平、
杉山 元、北里雄平、安元真希
子、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

141

診断に苦慮したPancreatic
groove carcinomaと思われた一例

久永 宏、進藤洋一郎、春田
剛、白地美紀、小野典之、渡辺靖
友、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

142

膵管内進展を認めた膵内分泌腫瘍
の１例

國武泰史、中根智幸、宮原健輔、
和田史孝、岩永真一、田尻能祥、
前川隆一郎、田口 順、岡部義
信、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

143

画像所見が診断に有用であった細
胆管細胞癌の一例

垣内誠也、久保保彦、宗 祐人、
森光洋介、内山大治、酒見亮介

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

144

Miripla肝動注後にBilomaを生じ
た１例

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

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

145

検査前捕食による肝硬変患者の栄
養状態およびQOLの改善効果

川口 巧、谷口英太郎、伊藤
実、居石哲治、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

146

FDG-PETを用いて顆粒球除去療法
の有効性評価が可能であったク
ローン病の２症例

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

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

147

腸重積を契機に発見された上行結
腸癌の１例

吉田 光、波多野充明、今村健太
郎、佐藤公昭、宮岡正喜、森田幸
彦、福嶋博文、古賀浩徳、佐田通
夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

148

出雲スケールによる症状の把握が
QOLの向上に有効であった、ギラ
ン･バレー症候群寛解後の機能性
胃腸障害（FGIDs）の一例

伊藤 実、川口 巧、谷口英太
郎、岡部義信、河野弘志、居石哲
治、光山慶一、鶴田 修、佐田通
夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2011/6/24 -25

久留米
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149

150

内科治療により軽快した潰瘍型
ループス腸炎の１例

当院で経験したCollagenous
colitisの２例

日程の下は掲載誌と、その頁です
小林哲平、萬木真理子、山崎
博、桑木光太郎、吉岡慎一郎、長
山幸路、竹田津英稔、本多靖洋、
海江田信二郎、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長田修一郎、酒井 健、野田哲
裕、前山泰彦、有田桂子、長谷川
申、中原慶太、河野弘志、光山慶
一、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

久留米

2011/6/24 -25

151

肝外門脈閉塞症に直腸静脈瘤を合
併した１例

井上博人、江森啓悟、都田憲司、
熊本正史、鶴田 修

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

152

進行胃癌（cT2N3M1 stage IV）に
対する全身化学療法後4年生存中
の１例

春田 剛、久永 宏、進藤洋一
郎、白地美紀、小野典之、渡辺靖
友、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

153

栄養療法により低アルブミン血症
の改善傾向を認めたCronkhiteCanada症候群の一例

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

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

154

内視鏡的に切除しえた巨大十二指
腸Brunner腺腫の一例

池原龍一郎、菅 偉哉、矢野
徹、永田 務、重松聡江、於保和
彦、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

155

肝転移を契機に発見された空腸癌
の一例

則松 宏、桑木光太郎、古賀浩
徳、河野弘志、衣笠哲史、赤木由
人、光山慶一、鶴田 修、白水和
雄、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

156

157

158

内視鏡治療で発見された嚢胞性腸
管気腫症の１例

横行結腸に発生したinflammatory
fibroid polypの１例

大腸癌を合併した鋸歯状病変の一
例

平井真吾、野田哲裕、酒井 健、
長田修一郎、前山泰彦、有田桂
子、長谷川申、中原慶太、河野弘
志、安元真希子、秋葉 純、光山
慶一、鶴田 修、豊永 純、佐田
通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

川口俊弘、前山泰彦、酒井 健、
野田哲裕、長田修一郎、有田桂
子、長谷川申、中原慶太、河野弘
志、光山慶一、安元真希子、鶴田
修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

堤 翼、有田桂子、酒井 健、野
田哲裕、長田修一郎、前山泰彦、
長谷川申、安元真希子、中原慶
太、河野弘志、光山慶一、前川隆
一郎、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

久留米

2011/6/24 -25

2011/6/24 -25

久留米
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159

内視鏡的切除が可能であった十二
指腸有茎性ブルンネル腺腫（過形
成）の一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
阪上尊彦、向笠道太、中原慶太、
渡辺靖友、松尾 健、秋葉 純、
河野弘志、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

160

十二指腸静脈瘤に対しヒストアク
リル併用の内視鏡的硬化療法を
行った一例

森 敦、江森啓悟、井上博人、都
田憲司、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

161

162

EUS-FNAで術前診断しえた腹腔内
神経鞘腫の１切除例

A型劇症肝炎に後腹膜血腫を合併
した一例

森田 拓、石田祐介、岡部義信、
加治亮平、杉山 元、北里雄平、
川原隆一、堀内彦之、安元真希
子、守屋普久子、中島 収、木下
壽文、鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

増田 裕、宮島一郎、阪上尊彦、
桑原礼一郎、緒方 啓、有永照
子、井出達也、本田 和、佐田通
夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

久留米

2011/6/24 -25

163

CT検査にて早期に診断し得たFitz
－Hugh－Curtis症候群の３症例

波多野充明、佐藤公昭、福嶋博
文、森田幸彦、宮岡正喜、吉田
光、今村健太郎、古賀浩徳、佐田
通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

164

C型慢性肝炎の経過中に自己免疫
性肝炎を合併した１例

渡辺 恵、工藤まいさ、有永照
子、大野美紀、下瀬茂男、倉岡
圭、由谷 茂、古賀浩徳、原田和
徳、田中正俊、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

165

Infliximabで完全寛解に至った難
治性潰瘍性大腸炎の一例

渡辺 恵、原田和徳、大野美紀、
下瀬茂男、倉岡 圭、堀まいさ、
由谷 茂、田中正俊、光山慶一、
鶴田 修、佐田通夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

166

シンポジウム（3）
食道表在癌に対する内視鏡治療の現況と問
題点

当院における食道ESDの治療成績
と狭窄予防における検討
167

ワークショップ（2）
リアルビデオセッション

食道、胃ESD

石原裕士、宗 祐人、酒見亮介、
松嶋 祐、垣内誠也、小野哲二
朗、高根順子、最所大輔、下河辺
正行、森光洋介

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

宗 祐人、石原裕士、酒見亮介、
垣内誠也、松嶋 祐、森光洋介、
小野哲二朗、高根順子、最所大
輔、下河辺正行

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

168

広範な胃浸潤を合併した食道扁平
上皮癌の一例

原口和大、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、岡本梨沙、水谷孝弘、吉本剛
志、河邉 顕、福嶋伸良、福泉公
仁隆、中牟田誠、原田直彦、池尻
公二、松浦秀司、桃崎征也、中村
和彦、原 裕介

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2011/6/24 -25

久留米
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169

170

Inflammatory fibroid polypに合
併した早期胃癌に対してClutch
cutterを用いて内視鏡的粘膜下層
剥離術を施行した１例

腸管気腫症６例についての検討

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、藤山 隆、岡本梨沙、原口和
大、後藤和人、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、桃崎征也、原
田直彦

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

上野恵里奈、野田 悠、平田和
之、伊藤陽平、清水義久、岡村修
祐、住江博明、酒井輝文

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

久留米

2011/6/24 -25

171

福岡県肝疾患診療連携拠点病院に
おける取り組み

木下朋子、宮島一郎、長尾由実
子、川口 巧、井出達也、佐田通
夫

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

172

173

174

残胃に発症し急速に増大した同時
性異時性多発胃癌の１例

左後腹膜に巨大腫瘤を伴い診断に
苦慮した上行結腸癌の一例

腹壁膿瘍を伴った盲腸癌の一切除
例

岡本梨沙、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、原口和大、水谷孝弘、藤山
隆、後藤和人、国府島庸之、吉本
剛志、福嶋伸良、福泉公仁隆、河
邉 顕、中牟田誠、原田直彦、山
口将平、池尻公二、中山吉福、桃
崎征也、中村和彦

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

柿ヶ尾佳奈、原田直彦、澤村紀
子、藤山 隆、岡本梨沙、原口和
大、後藤和人、水谷孝弘、吉本剛
志、福嶋伸良、福泉公仁隆、渡邊
顕、中牟田誠、山口将平、池尻公
二、中山吉福、桃崎征也

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

白濱靖久、丸山祐一郎、角野通
弘、犬塚貞孝、清松和光

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

久留米

2011/6/24 -25

久留米

2011/6/24 -25

175

吐血により発症した胃GISTの１例

松本亮一、亀井英樹、田口 順、
梶原雅彦、真栄城兼誉、今村真
大、鈴木 稔、島 一郎、辻 義
明、白水和雄

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

176

177

悪性リンパ腫に対するリツキシマ
ブ+フルダラビン療法後終了19ヶ
月後に発症したde novo B型肝炎
の一例

Back wash ileitisによる回腸穿
孔を来した潰瘍性大腸炎の１手術
例

本田 誠、長岡進矢、戸次鎮宗、
佐々木龍、橋元 悟、はい成寛、
本吉康英、小澤栄介、阿比留正
剛、小森敦正、八橋 弘、吉田真
一郎、成毛有紀、三原裕美、伊東
正博、石橋大海、犬塚貞孝

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

小嶋聡生、森眞二郎、中村英司、
赤木由人、衣笠哲史、疋田茂樹、
坂本照夫、白水和雄、増田淳也

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

2011/6/24 -25

2011/6/24 -25

久留米
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178

179

180

まれな形態を示した胃転移を伴う
後腹膜原発平滑筋肉腫の一例

当センターにおける早期胃癌ESDの
治療成績

Poster Session

Natural prognosis of patients
with early stage
hepatocellular carcinoma in
Kurume area of Japan
181

Poster Session

Hepatic arterial infusion
chemotherapy prior to transhepatic arterial
chemoembolization prolongs
time to progression of
patients with multiple
hepatocellular carcinoma
182

Poster Session

Impact of vascular endothelial
growth factor (VEGF) on
predictor of poor response and
survival in advanced HCC
patients with HAIC
183

184

日程の下は掲載誌と、その頁です
榊美奈子、福泉公仁隆、後藤和
人、藤山 隆、柿ヶ尾佳奈、澤村
紀子、岡本梨沙、原口和大、国府
島庸之、水谷孝弘、吉本剛志、河
邉 顕、福嶋伸良、原田直彦、中
牟田誠、桃崎征也、中山吉福

第97回日本消化器病学会
九州支部例会、第91回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

久留米

米湊 健、船田摩央、川崎啓祐、大
城由美、蔵原晃一、河内修司、岡本
康治、坂 暁子、永田 豊、渕上忠
彦

第106回日本消化器内視鏡 高松
学会四国地方会

Tanaka M, Shimose S, Kuromatsu R,
Sata M

The 2nd Asia-Pacific
Primary Liver Cancer
Expert Meeting (APPLE)

2011/6/24 -25

2011/6/25 -26

Osaka,
Japan

2011/7/1 -3

Nagamatsu H, Torimura T, Iwamoto
H, Sata M

The 2nd Asia-Pacific
Primary Liver Cancer
Expert Meeting (APPLE)

Osaka,
Japan

2011/7/1 -3

Niizeki T, Sumie S, Torimura T,
Sata M

The 2nd Asia-Pacific
Primary Liver Cancer
Expert Meeting (APPLE)

Osaka,
Japan

2011/7/1 -3

C型慢性肝炎に対し、ペグインター
フェロンα-2ｂ+リバビリン療法施行中
に多腺性自己免疫症候群３型を発
症した一例

伊藤陽平、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、酒
井輝文

第13回筑後地区肝胆膵研
究会

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、森田恭代、
白地美紀、佐田通夫

第13回筑後地区肝胆膵研
究会

久留米

2011/7/5

久留米

2011/7/5

185

186

187

188

向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、松
尾 健、河野弘志、佐田通夫、鶴田
修、秋葉 純

第65回食道色素研究会

松尾 健、中原慶太、向笠道太、鶴
田 修、佐田通夫

第261回筑後地区胃研究会 久留米

生体肝移植後、Spontaneous
Mesocaval shunt 閉鎖の適切なタ
イミングは？

緒方俊郎、奥田康司、堀内彦之、
石川博人、安永昌史、桑原礼一
郎、神代龍吉、黒松亮子、小金丸
雅道、鹿毛政義、佐田通夫、木下
壽文、白水和雄

第29回日本肝移植研究会

主題（3）潰瘍をきたす胃病変の鑑別診断

渡辺靖友

第12回臨床消化器病研究
会

O-IIa 型表在食道癌の一例

微小な未分化型早期胃癌の1例

症例検討（症例提示）

福岡

2011/7/8

2011/7/21

仙台

2011/7/22 -23

2011/7/23

東京
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189

シンポジウム（1）

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

第47回日本肝癌研究会

静岡

2011/7/28 -29

肝細胞癌に対する分子標的治療の基礎と臨
床

肝細胞癌におけるS-1 metronomic
chemotherapyとvandetanib併用療
法の効果と安全性の硬化と安全性
の検討
190

シンポジウム（5）
肝細胞癌に対する塞栓療法(TACE)の進化

永松洋明、板野 哲、岩本英希、
鳥村拓司、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

有永照子、井出達也、黒松亮子、
宮島一郎、緒方 啓、桑原礼一
郎、鳥村拓司、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

佐田通夫、川口 巧、加治亮平、
堀内彦之、岡部義信、光山慶一、
中島 収、矢野博久、鹿毛政義

第47回日本肝癌研究会

下瀬茂男、田中正俊、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

静岡

2011/7/28 -29

多結節性肝細胞癌に対するTACE前
短期肝動注化学療法の有用性に関
する検討
191

ワークショップ（1-4）
非B非C肝細胞癌：自己免疫性肝炎(肝硬変)
からの肝細胞癌

静岡

2011/7/28 -29

自己免疫性肝炎における肝細胞癌
出現の危険因子
192

ワークショップ（1-6）
非B非C肝細胞癌：原発性硬化性胆管炎から
の胆管細胞癌

静岡

2011/7/28 -29

原発性硬化性胆管炎からの胆管細
胞癌発症：実態調査と経過観察14
年目に胆管細胞癌を発症した一症
例
193

ワークショップ（5）

静岡

2011/7/28 -29

肝細胞癌の自然経過(無治療)が追えた症例
から見えるものとは

小肝細胞癌患者の自然経過
194

ワークショップ（7）

黒松亮子、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

静岡

2011/7/28 -29

肝細胞癌に対する各種初回治療後、10年以
上の無再発症例の集計とその謎を探る

10年以上無再発の肝癌症例の臨床
的特徴
195

196

197

198

199

マウス肝癌モデルにおける
Afliberceptの血管形成抑制機序
に関する検討

鳥村拓司、上野隆登、岩本英希、
中村 徹、増田 裕、安倍満彦、
古賀浩徳、矢野博久、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

NX-PVKA-Rによる肝細胞癌悪性度
予測における有用性

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

第47回日本肝癌研究会

経皮的ラジオ波焼灼療法（PRFA）
が施行された小肝細胞癌における
高感度AFP-L3％の再発診断の有用
性

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

第47回日本肝癌研究会

肝癌に対するソラフェニブの有害
事象と予後因子：多施設での検討

中野聖士、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

非B非C肝癌患者と人間ドック受診
者との臨床背景の比較検討

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

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

第47回日本肝癌研究会
2011/7/28 -29

静岡
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200

201

202

203

204

205

閉塞性黄疸を発症した肝原発腺扁
平上皮癌の一例

丸岡浩人、永松洋明、板野 哲、
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47回日本肝癌研究会

当院におけるミリプラチン使用経
験について

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

第47回日本肝癌研究会

切除不能進行肝癌でもTACE併用動
注ケモリピにより切除可能になれ
ば予後は改善する

下瀬茂男、田中正俊、安東栄治、
大野美紀、倉岡 圭、堀まいさ、
原田和徳、奥田康司、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

進行肝癌に対するLow dose FP療
法の治療効果、予後予測因子の為
のバイオマーカーとしての血清
VEGF値の意義

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

第47回日本肝癌研究会

原発性肝細胞がんに対する短期間
のsorafenib投与にて重篤な低血
糖発作をきたしたが奏効した一例

黒木淳一、佐藤公昭、岩本英希、
相野 一、新関 敬、福嶋博文、
鳥村拓司、佐田通夫

第47回日本肝癌研究会

問題症例検討会（1）

渡辺次郎、谷川 健、水上直久、
菰原保幸、永松洋明、平城 守、
中島 収、矢野博久

第47回日本肝癌研究会

杉山 元、石田祐介、加治亮平、
岡部義信、安元真希子、中山正
道、内藤嘉紀、久下 亨、石川博
人、堀内彦之、木下壽文、佐田通
夫

第42回日本膵臓学会大会

石川博人、木下壽文、野北英史、
中山正道、北里雄平、久下 亨、
堀内彦之、白水和雄、加治亮平、
岡部義信

第42回日本膵臓学会大会

堀内彦之、野北英史、川嶋裕資,
北里雄平、赤司昌謙、赤須 玄、
御鍵和弘、川原隆一、石川博人、
久下 亨、木下壽文、白水和雄、
石田祐介、加治亮平、岡部義信

第42回日本膵臓学会大会

北里雄平、安永昌史、赤須 玄、
吉富宗宏、川原隆一、木下壽文、
甲斐田勇人、石橋正敏、岡部義信

第42回日本膵臓学会大会

診断

症例 Case
206

207

208

209

日程の下は掲載誌と、その頁です

術前診断に難渋した非機能性内分
泌腫瘍の１切除例

多発性肝転移を伴う膵神経内分泌
癌に対するCapecitabineと
Temozolomideの併用療法

非切除膵癌症例の検討

膵癌切除例の組織型とFDG-PETの
SUV値との関連性

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

静岡

2011/7/28 -29

2011/7/29 -30
膵臓

青森県弘前
市

26(3):480, 2011

2011/7/29 -30
膵臓

青森県弘前
市

26(3):480, 2011

2011/7/29 -30
膵臓

青森県弘前
市

26(3):437, 2011

2011/7/29 -30
膵臓

青森県弘前
市

26(3):442, 2011

210

膵管内乳頭粘液腺腫術後6年半後
に残膵切除を施行した膵管内乳頭
粘液腺癌の1例

久下 亨、堀内彦之、内田信治、
石川博人、川原隆一、御鍵和弘、
吉冨宗宏、野北英資、岡部義信、
安元真希子、中島 収、矢野博
久、木下壽文、白水和雄

第42回日本膵臓学会大会
2011/7/29 -30
膵臓
26(3):486, 2011

青森県弘前
市
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211

212

局在診断に難渋した膵頭部病変7
症例に対する臨床病理学的検討

How to manage the benign bile duct
stenosis：症例提示

日程の下は掲載誌と、その頁です
中山正道、安元真希子、内藤嘉
紀、有川俊二、岡部義信、石田祐
介、加治亮平、北里雄平、御鍵和
弘、川原隆一、久下 亨、石川博
人、堀内彦之、秋葉 純、中島
収、内田政史、木下壽文、矢野博
久

第42回日本膵臓学会大会

岡部義信

Endoscopy Forum Japan
2011

2011/7/29 -30
膵臓

青森県弘前
市

26(3):397, 2011

東京

2011/7/30

213

要望演題(7-1)
消化管出血に対する内視鏡的治療(1)

本田 和、高木浩史、牛島知之、
佐々木優、坂本照夫、佐田通夫

第47回日本腹部救急医学
会総会

福岡

2011/8/11 -12
日本腹部救急医学会雑誌

出血性薬剤性潰瘍の緊急搬送

31(2):341, 2011

214

215

東谷孝徳、大山美代子、吉野千代、
小山田一法、浮池俊憲、居石哲治、
石竹達也

第6回日本臨床検査学教育 新潟
学会学術大会

河野弘志、鶴田

大腸鋸歯状病変の癌化を考える

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

鋸歯状病変を伴う大腸癌の臨床病
理学的特徴

2011/8/17 -19
Gastroenterological

採血実習中の血管迷走神経反射と
思われる採血合併症５人について
ワ−クショップ（8）

修、野田哲裕

2011/8/17 -19

名古屋

Endoscopy
53(Suppl.1):740, 2011

216

VTRシンポジウム（4）
悪性胆道狭窄に対する経乳頭的アプローチ

岡部義信、石田祐介、鶴田

修

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

胆管内迷入チューブステントの内
視鏡的回収方法

2011/8/17 -19
Gastroenterological

名古屋

Endoscopy
53(Suppl.1):772, 2011

217

Single-operator POCS～SpyGlass
Direct Visualization System～
の使用経験

石田祐介、岡部義信、加治亮平、
杉山 元、北里雄平、安元真希
子、鶴田 修、佐田通夫

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

名古屋

2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):814, 2011

218

EUSガイド下胆嚢ドレナージが有
効だった胆管ステント留置中に併
発した胆嚢炎の一例

倉岡 圭、加治亮平、安元真希
子、石田祐介、杉山 元、岡部義
信、鶴田 修、佐田通夫

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

名古屋

2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):842, 2011

219

NBI観察下微細血管・粘膜模様と
病理組織構築の関係

前山泰彦、河野弘志、野田哲裕、
長田修一郎、有田桂子、長谷川
申、中原慶太、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第81回日本消化器内視鏡
学会総会
2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):890, 2011

名古屋
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220

当院の胆道膵臓疾患に対するEUSFNAの現状とクリニカルインパク
ト

日程の下は掲載誌と、その頁です
石田祐介、岡部義信、加治亮平、
杉山 元、安元真希子、鶴田
修、佐田通夫

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

名古屋

2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):904, 2011

221

EUS-FNAで確定診断したSPNの1例

安元真希子、石田祐介、岡部義
信、内藤嘉紀、加治亮平、杉山
元、鶴田 修、佐田通夫

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

名古屋

2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):906, 2011

222

腸内視鏡検査後の腹部膨満感に対
する炭酸ガス(CO2)送気の有用性
に関する検討

223

224

骨髄癌腫症で発症し急激な経過を
呈した胃癌の一例

当院における中下咽頭腫瘍性病変
に対する内視鏡治療の現状

原口和大、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、岡本梨沙、岩下亮子、水谷孝
弘、武元良祐、福嶋伸良、松浦秀
司、国府島庸之、吉本剛志、福泉
公仁隆、中牟田誠、原田直彦、中
村和彦

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

澤村紀子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨
沙、原口和大、水谷孝弘、國府島
庸之、吉本剛志、河邉 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、吉
本五一、松浦秀司、中村和彦

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

米湊 健、川崎啓祐、大城由美、鷲
尾恵万、大津健聖、阿部光市、船田
摩央、古賀千晶、蔵原晃一、堺 勇
二、渕上忠彦

第81回日本消化器内視鏡
学会総会

名古屋

2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):828, 2011

名古屋

2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):899, 2011

名古屋

2011/8/17 -19
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.1):835, 2011

225

226

227

228

229

門脈腫瘍塞栓を有する多発肝細胞
癌に対し肝動注化学療法が著効し
た１例

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

第294回日本内科学会九州 久留米
地方会

ESDにて切除しえた胃管癌の１例

田中俊光、向笠道太、中原慶太、
渡辺靖友、松尾 健、住江博明、
秋葉 純、河野弘志、鶴田 修、
佐田通夫

第294回日本内科学会九州 久留米
地方会

佐々木基起、草場 健、佐々木雅
浩、工藤博司、野原正一郎、田口
顕正、丸岡浩人、熊埜御堂淳、吉
田 博 、今泉 勉

第294回日本内科学会九州 久留米
地方会

石田祐介、岡部義信、安元真希子、
杉山 元、牛島知之、北里雄平、河
原隆一、石川博人、堀内彦之、木下
壽文、鶴田 修、佐田通夫

第55回日本消化器画像診
断研究会

Sawada M, Nagamatsu H, Iwamoto
H, Mizukami N, Takata A, Torimura
T, Sata M

International Liver
Hong Kong,
Cancer Association,5th China
Annual Conference (ILCA
2011)

意識障害で搬入された低体温・挫
滅症候群の１例

左肝管に限局した乳頭型胆管癌の１
切除例

Comparison of diagnostic
detectability between angiography
assisted CT and Gd-EOB-DTPA
enhanced MRI for small
hepatocellular carcinoma

2011/8/20

2011/8/20

2011/8/20

金沢

2011/9/2 -3

2011/9/2 -4

2011年 学会発表 P. 23
230

231

232

日程の下は掲載誌と、その頁です

Hepatic arterial infusion
chemotherapy prior to trans-hepatic
arterial chemoembolization prolongs
time to progression of patients with
multiple hepatocellular carcinoma

Nagamatsu H, Torimura T, Iwamoto
H, Sawada M, Sata M

肝細胞癌における糖･脂質代謝関
連遺伝子発現の変化

國府島康之、山崎晃裕、中村
吏、吉本剛志、福嶋伸良、福泉公
仁隆、河邉 顕、水谷孝弘、原田
直彦、中牟田誠、武冨紹信、前原
喜彦

第13回九州肝癌研究会学
術講演会

佐田通夫

第13回九州肝癌研究会学
術講演会

調査報告：非B非C肝癌の腫瘍病期
に関わる因子の検討

International Liver
Hong Kong,
Cancer Association,5th China
Annual Conference (ILCA
2011)
2011/9/2 -4

福岡

2011/9/3

福岡

2011/9/3

233

指定演題

川口 巧

第15回肝と栄養の会

東京

2011/9/3

糖代謝とインスリン抵抗性

BCAAによるHCV関連インスリン抵抗
性の改善効果
234

235

236

宮島一郎、桑原礼一郎、緒方
啓、有永照子、井出達也、佐田通
夫

第25回自己免疫性消化器
疾患研究会

炎症性腸疾患に対する抗TNF-α自
抗体療法のウイルス性肝疾患に及
ぼす影響

山崎 博、小林哲平、桑木光太
郎、長山幸路、吉岡慎一郎、竹田
津英稔、有永照子、光山慶一、鶴
田 修、佐田通夫

第25回自己免疫性消化器
疾患研究会

シンポジウム（5）

鳥村拓司、上野隆登、中村
古賀浩徳、佐田通夫

第43回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

B型肝炎再活性化例について

消化器癌と分子形態学

徹、

238

ヒトT-cell factor-4 アイソ
フォームによる低酸素耐性：低分
化癌発育メカニズム

古賀浩徳、Wands JR、Kim M

240

久留米

2011/9/6

大阪

特別発言

中原慶太

第43回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

大阪

2011/9/9 -10

胃撮影の工夫

第41回日本消化器がん検 佐賀
診学会九州地方会・消化器
がん検診研修会

症例検討：横胃撮影の工夫

2011/9/10

放射線技師部会シンポジウム・症例検討会：横

239

2011/9/6

2011/9/9 -10

マウス肝癌モデルにおける
Afliberceptの血管形成抑制機序
に関する検討
237

久留米

興味ある肉眼形態を有した大腸SM
癌の一例

長田修一郎

径９mm大腸進行癌の一例

野田哲裕

第21回大腸IIc研究会

東京

2011/9/11

第21回大腸IIc研究会

東京

2011/9/11

241

ワークショップ（1）
門脈圧亢進症に対する画像診断の最前線
（1）

門脈圧亢進症を背景とする原因不
明消化管出血の3例

井上博人、江森啓悟、都田憲司、
桑木光太郎、熊本正史、鶴田
修、佐田通夫

第18回日本門脈圧亢進症
学会総会
2011/9/15 -16
日本門脈圧亢進症学会雑誌
17(3):64, 2011

福岡

2011年 学会発表 P. 24
242

ワークショップ（6）
肝性脳症に対するB-RTO

日程の下は掲載誌と、その頁です
都田憲司、江森啓悟、井上博人、
熊本正史、於保和彦、佐田通夫

第18回日本門脈圧亢進症
学会総会

福岡

2011/9/15 -16
日本門脈圧亢進症学会雑誌

シャント脳症に対しB-RTOを行っ
た18例の検討

17(3):77, 2011

243

要望演題（4）
忘れられない症例

江森啓悟、都田憲司、井上博人、
熊本正史、於保和彦、佐田通夫

要望演題（4）
忘れられない症例

内視鏡装着バルーンによる圧迫止
血後にEISを行い救命しえた胃噴
門部静脈瘤破裂の一例
245

要望演題（13）
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

福岡

2011/9/15 -16
日本門脈圧亢進症学会雑誌

出血を繰り返す小腸静脈瘤に対し
ダブルバルーン内視鏡下に
cyanoacrylate局注を行った1例
244

第18回日本門脈圧亢進症
学会総会

17(3):105, 2011

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

第18回日本門脈圧亢進症
学会総会

福岡

2011/9/15 -16
日本門脈圧亢進症学会雑誌
17(3):105, 2011

石田祐介、岡部義信、鶴田 修、
加治亮平、杉山 元、安元真希
子、北里雄平、川原隆一、堀内彦
之、木下壽文、佐田通夫

第47回日本胆道学会学術
集会

宮崎

2011/9/16 -17
胆道
25(3):439, 2011

246

247

248

膵頭十二指腸切除後に門脈内ガス
血症を来した１例

早期胆管癌（ｍ癌）の一例

シンポジウム（2）
大腸スクリーニング検査におけるIEEの有用
性

御鍵和弘、安永昌史、北里雄平、
赤須 元、吉富宗宏、川原隆一、
酒井久宗、塩田浩二、石川博人、
久下 亨、堀内彦之、木下壽文、
岡部義信

第47回日本胆道学会学術
集会

田尻健亮、川原隆一、堀内彦之、
吉富宗宏、北里雄平、御鍵和弘、
赤須 元、石川博人、久下 亨、
石田祐介、加治亮平、岡部義信、
安元真希子、木下壽文

第47回日本胆道学会学術
集会

河野弘志、鶴田 修、野田哲裕、
長田修一郎、前山泰彦、有田桂
子、長谷川申、佐田通夫

第29回日本大腸検査学会
総会

Nakamura T, Ueno T

The 11th Interamerican
Congress on Microscopy
(CIASEM 2011)

宮崎

2011/9/16 -17
胆道
25(3):532, 2011

宮崎

2011/9/16 -17
胆道
25(3):571, 2011

東京

2011/9/17 -18

大腸病変の診断におけるNBIの有
用性
249

Symposium（VII）
Pathology: Oral Session

Administration of human peripheral
blood CD34-positive stem cells
contribute to hepatic regeneration
via vasculogenesis after carbon
tetrachloride-induced chronic liver
injury
250

Symposium（VII）

2011/9/25 -29

Ueno T, Nakamura T

Pathology: Oral Session

What microscopy can tell us about
liver diseases ?
251

胃体中部前壁の小胃癌の1例

Merida
Yucatan,
Mexico

The 11th Interamerican
Congress on Microscopy
(CIASEM 2011)

Merida
Yucatan,
Mexico

2011/9/25 -29

向笠道太、中原慶太、渡辺靖友、松
尾 健、鶴田 修、佐田通夫

第262回筑後地区胃研究会 久留米
2011/9/29

2011年 学会発表 P. 25
252

253

254

255

日程の下は掲載誌と、その頁です

EOB-MRI で描出されなかった
High-Grade Dysplastic Nodule
(HGDN) が高分化肝癌に進展し
た１例

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

日本超音波医学会（第21
回九州地方会学術集会）

大腸癌原発巣の肝転移診断におけ
るソナゾイド造影超音波検査とCT
検査の比較検討

水島靖子、田中正俊、下瀬茂男、
大野美紀、加藤真里、笠 弘佳、
内田信治、緒方 裕、山口 倫

日本超音波医学会（第21
回九州地方会学術集会）

後腹膜平滑筋肉腫原発の転移性肝
腫瘍に対し、造影超音波検査を施
行した一例

加藤真里、田中正俊、堀まいさ、
下瀬茂男、大野美紀、水島靖子、
笠 弘佳、内田信治、山口 倫

日本超音波医学会（第21
回九州地方会学術集会）

偶然に発見されたMarfan
Syndrome の一例

権藤久美子、牛島治雄、村上亜由
美、梅井秀和、小野典之

日本超音波医学会（第21
回九州地方会学術集会）

別府

2011/10/2

別府

2011/10/2

別府

2011/10/2

別府

2011/10/2

256

257

福井智一、高田晃男、永松洋明、
原 香織、角扶佐子、池園 友、
水上直久、渡辺次郎

日本超音波医学会（第21
回九州地方会学術集会）

古賀浩徳、Tsedensodnom O、
Walker EJ、Lee HC、Kim KM、矢
野博久、Wands JR、Kim M

第70回日本癌学会学術総
会

鳥村拓司、上野隆登、岩本英希、
矢野博久、古賀浩徳、安倍満彦、
佐田通夫

第70回日本癌学会学術総
会

Tn抗原認識新規モノクローナル抗体 濱走優人、安元真希子、西中川拓
也、小笠原幸子、遠城寺宗近、大島
および22-1-1の反応性の比較
孝一、矢野博久、中島 学

第70回日本癌学会学術総
会

卵巣癌における分子標的および増
殖マーカーとしてのRecQ11ヘリカー
ゼの役割

真田咲子、二見和伸、小笠原幸子、
安元真希子、秋葉 純、牛嶋公生、
嘉村敏治、古市泰宏、矢野博久

第70回日本癌学会学術総
会

当院での脈管浸潤陽性肝癌に対す
る治療の取り組み

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

第26回筑後DDF

症例提供

前山泰彦

早期胃癌研究会10月度例
会

術前診断が困難であった肝原発腺
扁平上皮癌

Japanese Oral

TCF-4のSxxSSモチーフ欠損はHIF
-2α発現を介して肝細胞癌に造腫
瘍能をもたらす
258

259

260

261

262

マウス肝癌でのAfliberceptの血
管新生抑制機序に関する検討

別府

2011/10/2

名古屋

2011/10/3 -5

名古屋

2011/10/3 -5

名古屋

2011/10/3 -5

名古屋

2011/10/3 -5

久留米

2011/10/7

東京

2011/10/12

263

TAEによる止血が奏功した副腎出血
の１例

合原由育、平井真吾、佐々木優、高
木浩史、佐藤秀一、小金丸雅道、山
下典雄、坂本照夫

第39回日本救急医学会総
会

東京

2011/10/18 -20
日本救急医学会雑誌
22(8):433, 2011

264

シンポジウム（5）
NASH発症の分子機構と治療標的

非アルコール性脂肪性肝炎
（NASH）に対する抗酸化微量栄養
素の効果

上野隆登、田中芳明、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会 合同)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A485, 2011

2011年 学会発表 P. 26
265

ワークショップ（6）

日程の下は掲載誌と、その頁です
長尾由実子、佐田通夫

全身疾患における肝病変

口腔扁平上皮癌患者における多重
複癌とインスリン抵抗性～HCV感
染の視点から

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会 合同)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A552, 2011

266

パネルディスカッション（4）

中村

徹、鳥村拓司、佐田通夫

肝疾患動物モデルとtranslational
research

末梢血CD34+細胞を用いた肝硬変
症に対する肝臓再生療法 - 基礎
研究から臨床研究へ -

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会、第9回
日本消化器外科学会大会
合同)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A519, 2011

267

ワークショップ（8）

古賀浩徳、Wands JR、Kim M

肝疾患と幹細胞 - 炎症、再生、発癌まで -

ヒト肝癌細胞由来T-cell factor
-4 isoformによる低酸素耐性と腫
瘍形成能制御

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会、第9回
日本消化器外科学会大会
合同)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A555, 2011

268

ワークショップ（12）

黒松亮子、住江修治、佐田通夫

肝癌局所制御の標準化

小肝癌の経皮的ラジオ波焼灼術後
の局所再発と悪性度、結節部位、
焼灼marginの検討

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会、第9回
日本消化器外科学会大会
合同)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A562, 2011

269

シンポジウム（15）

川口

巧、谷口英太郎、佐田通夫

肝硬変患者の栄養マネージメント、治療

HCV関連肝細胞癌と糖尿病治療薬
の関連

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会、第9回
日本消化器外科学会大
会、第42回日本消化吸収
学会総会 合同)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A506, 2011

270

シンポジウム（15）
肝硬変患者の栄養マネージメント、治療

特別発言

佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会、第9回
日本消化器外科学会大
会、第42回日本消化吸収
学会総会 合同)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A507, 2011

2011年 学会発表 P. 27
271

HCV IRES領域の変異と治療感受性
に関するウイルス学的検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
緒方 啓、井出達也、桑原礼一
郎、宮島一郎、有永照子、古賀郁
利子、神代龍吉、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A587, 2011

272

総/高分子アディポネクチン濃度
とHCV関連肝細胞癌

住江修治、川口
佐田通夫

巧、黒松亮子、

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A608, 2011

273

条件別にみた動注CTとGd-EOBDTPA造影MRIによる肝細胞癌検出
率の比較検討

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、
高田晃男、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A613, 2011

274

進行肝細胞癌に対するIVRを用い
た治療成績の検討

永松洋明、鳥村拓司、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A623, 2011

275

血清VEGF値に基づく切除不能脈管
浸潤合併進行肝細胞癌に対する治
療選択

新関 敬、住江修治、鳥村拓司、
黒木淳一、相野 一、岩本英希、
佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A629, 2011

276

277

原発性胆汁性肝硬変において抗
gp210抗体および抗セントロメア
抗体は薬物治療効果の予測因子と
なり得るか

肝疾患患者におけるビブリオ・バ
ルニフィカス感染症の認識と対策
～多施設共同研究

福嶋伸良、中村 稔、福泉公仁
隆、吉本剛志、國府島庸之、後藤
和人、河邉 顕、水谷孝弘、小森
敦正、原田直彦、中牟田誠、石橋
大海、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)

長尾由実子、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)

2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A635, 2011

2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A639, 2011

278

分岐鎖アミノ酸（BCAA）・亜鉛含
有食品が味覚感度に及ぼす影響

長尾由実子、川口

巧、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A641, 2011

279

慢性肝疾患患者におけるBCAA・亜
鉛含有食品のインスリン抵抗性改
善効果

川口 巧、長尾由実子、井出達
也、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A642, 2011

2011年 学会発表 P. 28
280

B型肝疾患に対する核酸アナログ
製剤投与症例における肝細胞癌発
生に寄与する因子の検討

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、緒方 啓、有永照子、佐田通
夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A648, 2011

281

282

283

NIK-333 (非環式レチノイド)は自
然免疫系やISG15システムを介し
てC型肝炎ウイルスの増殖を抑制
する

C型肝炎肝における鉄代謝と治療
への影響：Hepcidin発現とその制
御

大動脈留置型特殊リザーバー（シ
ステム-I）を用いた切除不能巨大
肝癌に対する分割肝動脈化学塞栓
療法

中牟田誠、国府島庸之、矢田雅
佳、坂本直哉、後藤和人、吉本剛
志、福嶋伸良、福泉公仁隆、河邉
顕、水谷孝弘、原田直彦、武冨紹
信、前原喜彦、遠城寺宗近

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)

国府島庸之、下中 靖、後藤和
人、吉本剛志、福嶋伸良、福泉公
仁隆、河邉 顕、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

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)

板野 哲、久富順次郎、永松洋
明、田尻能祥、松垣 諭、岩本英
希、佐田通夫

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)

2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A587, 2011

2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A590, 2011

2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A623, 2011

284

肝原発粘表皮癌の一切除例，腺扁
平上皮癌との相異

渡辺次郎、谷川 健、永松洋明、
水上直久、吉田 正、平城 守、
中島 収、矢野博久

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A645, 2011

285

B型慢性肝炎対する抗ウイルス剤
の治療反応性に関する因子の検討

吉本剛志、国府島庸之、後藤和
人、福嶋伸良、福泉公仁隆、河邉
顕、水谷孝弘、原田直彦、遠城寺
宗近、中牟田誠

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A647, 2011

286

IL-28B minor症例に対するスタチ
ン + EPAアドオン療法の効果

中牟田誠、国府島庸之、吉本剛
志、後藤和人、福嶋伸良、福泉公
仁隆、河邉 顕、水谷孝弘、原田
直彦、遠城寺宗近

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)
2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A656, 2011

287

288

肝疾患進展に伴う糖・脂質代謝関
連遺伝子発現の変化

ワークショップ（7）
胃がん検診の新たな展開 - 細径内視鏡・胃
X線検査を中心に -

胃がんX線検診における読影基
準・処置区分の統一を目指して

国府島庸之、福嶋伸良、後藤 和
人、吉本剛志、福泉公仁隆、河邉
顕、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

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会)

渡辺靖友、中原慶太、松尾

19th JDDW (第49回日本消 福岡
化器がん検診学会大会、
第53回日本消化器病学会
大会、第82回日本消化器
内視鏡学会総会 合同)

健

2011/10/20 -21
肝臓
52(Suppl.2):A682, 2011

2011/10/20 -21
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A680, 2011
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肝臓学会特別企画（1）

日程の下は掲載誌と、その頁です
川口

巧、谷口英太郎、佐田通夫

主題ポスター討論：我が国における非B非C
肝硬変の実態調査

19th JDDW（第15回日本肝 福岡
臓学会大会）
2011/10/20 -21
肝臓

非B非C肝硬変の実態調査2010

52(Suppl.2):A466, 2011

290

シンポジウム（14）

伊藤

実、川口

巧、佐田通夫

代謝性・遺伝性肝疾患研究の進歩

C型慢性肝疾患におけるGLP-1と
DPP-4の動態と肝細胞GLP-1シグナ
ル伝達機構

19th JDDW (第15回日本肝 福岡
臓学会大会、第53回日本
消化器病学会大会 合同)
2011/10/20 -22
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A502, 2011

291

ワークショップ（18）

光山慶一、佐田通夫、松本

敏

消化器疾患におけるprobioticsと機能性食
品の有用性

Lactobacillus casei Shirota
(LcS)を用いた大腸炎関連大腸癌
予防の可能性

19th JDDW (第53回日本消 福岡
化器病学会大会、第9回日
本消化器外科学会大会、
第42回日本消化吸収学会
総会 合同)
2011/10/20 -22
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A737, 2011

292

出血のコントロールにB-RTOが有
効であった回腸静脈瘤の1例

森田幸彦、福嶋博文、佐藤公昭、
宮岡正喜、吉田 光、辛嶋喜彦、
波多野充明、今村健太郎、佐田通
夫

19th JDDW (第53回日本消 福岡
化器病学会大会)
2011/10/20 -22
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A832, 2011

293

肝癌治療におけるソラフェニブの
有害事象と予後因子：多施設での
検討

中野聖士、佐田通夫

19th JDDW (第53回日本消 福岡
化器病学会大会)
2011/10/20 -22
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A951, 2011

294

アルブミン製剤のレドックス状
態：肝硬変症における臨床効果へ
の影響と製剤還元法

坂田雅浩、川口 巧、谷口英太
郎、安倍満彦、古賀浩徳、佐田通
夫

19th JDDW (第53回日本消 福岡
化器病学会大会)
2011/10/20 -22
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A954, 2011

295

ワークショップ（15）

下瀬茂男、田中正俊、佐田通夫

肝細胞癌に対する治療の標準化 - 内科の立
場・外科の立場 -

進行肝細胞癌の集学的治療におけ
る肝切除の意義

19th JDDW（第9回日本消
化器外科学会大会、第53
回日本消化器病学会大
会、第15回日本肝臓学会
大会 合同)

福岡

2011/10/20 -22
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl.):A726, 2011

296

ワークショップ（21）
胃・十二指腸におけるIEEの有用性と限界≪
ビデオ≫

表面陥凹型早期胃癌の組織型別に
みたNBI拡大内視鏡所見の特徴

松尾

健、中原慶太、渡辺靖友

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会、第
53回日本消化器病学会大
会 合同)
2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2587, 2011
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ワークショップ（23）

日程の下は掲載誌と、その頁です
長田修一郎、鶴田

修、佐田通夫

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断と治療

Sessile Serrated Adenoma/Polyp
の内視鏡診断

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会、第
53回日本消化器病学会大
会 合同)
2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2593, 2011

298

胃底腺型早期胃癌の一例

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

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会)
2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2644, 2011

299

当院における慢性膵炎に対する内
視鏡的膵管ステント留置術の有用
性と問題点

杉山 元、石田祐介、加治亮平、
安元真希子、牛島 知之、岡部義
信、木下壽文、佐田通夫

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会)
2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2739, 2011

300

選択的胆管挿管を目的とした十二
指腸乳頭部正面視の基本とコツ

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

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会)
2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2755, 2011

301

302

特発性腸管膜静脈硬化症の一例

H.pylori除菌療法後に消失した十
二指腸濾胞性リンパ腫の1例

森 大介、水谷孝弘、清原卓也、
澤村紀子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨
沙、藤山 隆、後藤和人、原口和
大、吉本剛志、國府島庸之、河邉
顕、福泉公仁隆、中牟田誠、中山
吉福、松浦秀司、中村 光

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会)

宮岡正喜、森田幸彦、今村健太
郎、佐藤公昭、吉田 光、波多野
充明、福嶋博文、矢野博久

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会)

2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2706, 2011

2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2709, 2011

303

Billroth-II法再建後の残胃なら
びに輸出脚・輸入脚内に胃石を認
め内視鏡的砕石を行った1例

今村健太郎、宮岡正喜、吉田
光、森田幸彦、佐藤公昭、波多野
充明、福嶋博文

19th JDDW (第82回日本消 福岡
化器内視鏡学会総会)
2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2799, 2011
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パネルディスカッション（16）

日程の下は掲載誌と、その頁です
河野弘志、鶴田

修、佐田通夫

内視鏡下摘除後の大腸SM癌に対する対応

大腸癌治療ガイドラインの妥当性

19th JDDW (第9回日本消
化器外科学会大会、第82
回日本消化器内視鏡学会
総会 合同)

福岡

2011/10/20 -23
Gastroenterological
Endoscopy
53(Suppl.2):2503, 2011

305

膵管外膵腫瘍におけるclaudin 4
の発現

多比良朋希、河原明彦、山口知
彦、安倍秀幸、吉田友子、内藤嘉
紀、石田祐介、岡部義信、矢野博
久、鹿毛政義

第50回日本臨床細胞学会
（秋期大会）

東京

2011/10/22 -23
日本臨床細胞学会雑誌
50(Suppl.2):501, 2011

306

Oral Presentations

Effects of glucagon like
peptide-1 and alteration of
dipeptidyl peptidase-4
expression in HCV infection

Itou M, Kawaguchi T, Sakata M,
Taniguchi E, Sumie S, Oriishi T,
Mitsuyama K, Tsuruta O, Sata M

19th United European
Gastroenterology Week
(UEGW)

Stockholm,
Sweden

2011/10/22 -26
Gut
60(Suppl.3):A74, 2011

307

Poster Session

Influence of steroids on upper
gastrointestinal complications in
patients with rheumatoid arthritis

Harada K, Fukuda T, Ono M,
Shimose S, Kuraoka K, Hori M,
Yutani S, Tanaka M, Tsuruta O,
Sata M

19th United European
Gastroenterology Week
(UEGW)

Stockholm,
Sweden

2011/10/22 -26
Gut
60(Suppl.3):A273, 2011

308

シンポジウム (23)

有川俊二、内田政史、安元真希子

消化器癌の画像診断における基礎読影：癌
の浸潤・進展を読む - リンパ節・血行性・
播種性転移・直接浸潤 -

膵頭部癌の局所進展度診断におけ
るMIPおよびMPR像を用いたMDCTの
有用性

19th JDDW (第9回日本消
化器外科学会大会、第53
回日本消化器病学会大
会、第82回日本消化器内
視鏡学会総会 合同)

福岡

2011/10/23 -24
日本消化器病学会雑誌
108(Suppl):A541, 2011

309

ミニシンポジウム（12）
薬物療法（6）

永松洋明、板野 哲、岩本英希、鳥
村拓司、佐田通夫

Poster session (3): NASH: Experimental

Therapeutic effects of metals
and branched-chain amino acids
in nonalcoholic
steatohepatitis

名古屋

2011/10/27 -29
日本癌治療学会誌

多結節性肝細胞癌に対するTACE前
短期肝動注化学療法の有用性に関
する検討
310

第49回日本癌治療学会学
術集会

46(2):429, 2011

Ueno T, Nakamura A, Tanaka Y,
Masuda H, Iwamoto H, Koga H,
Torimura T, Sata M

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1172A, 2011
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311

Poster session (4): Clinical and
Translational Fibrosis Research

Rescue therapy by autologous
infusion of granulocyte-colony
stimulating factor-mobilized
peripheral CD34-positive cells
in patients with decompensated
liver cirrhosis
312

Poster session (4): Experimental
Hepatocarcinogenesis

Sustained upregulation of HIF
-1α by hepatitis C virus core
protein augments VEGF and BclxL expressions in
hepatocellular carcinoma cells
under hypoxic condition
313

Poster session (4): Experimental
Hepatocarcinogenesis

Antiangiogenic mechanisms of
aflibercept of a mouse
hepatoma modelantiangiogenic
mechanisms of aflibercept of a
mouse hepatoma model

日程の下は掲載誌と、その頁です
Nakamura T, Torimura T, Iwamoto
H, Kurogi J, Sumie S, Fukushima N,
Kumamoto M, Sakata M, Masuda H,
Hashimoto O, Tsutsumi V, Ueno T,
Sata M

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1215A, 2011

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

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1286A, 2011

Torimura T, Ueno T, Iwamoto H,
Nakamura T, Masuda H, Koga H,
Abe M, Yano H, Sata M

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1291A, 2011

314

Poster session (4): Treatment of Liver
Cancer

Sumie S, Kawaguchi T, Kuromatsu
K, Takata A, Nakano M, Sata M

Total and high molecular
weight adiponectin and
hepatocellular carcinoma with
HCV infection

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1407A, 2011

315

Poster session (4): Treatment of Liver
Cancer

Clinical outcome treated with
sorafenib in advanced HCC
patients with extrahepatic
metastasis: comparison of
patients without extrahepatic
metastasis
316

Poster session (4): Treatment of Liver
Cancer

Expression profile of fourteen
splice-variants of T-cell
factor-4 transcription factor
of WNT signaling in human HBV
and HCV-related HCC tissues

Nakano M, Tanaka M, Kuromatsu R,
Nagamatsu H, Kurogi J, Sumie S,
Torimura T, Sata M

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1416A, 2011

Tsedensodnom O, Koga H, Wands
JR, Kim M

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1359A, 2011
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Poster session (4): Treatment of Liver
Cancer

Phase I study of sorafenib in
combination with low-dose
cisplatin and fluorouracil
intra-arterial infusion
chemotherapy

日程の下は掲載誌と、その頁です
Ueshima K, Kudo M, Tanaka M,
Kumada T, Chung H, Hagiwara S,
Inoue T, Yada N, Minami Y, Sakurai
T

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1402A, 2011

318

Poster session (3): Late-Breaking
Posters

Combination therapy of
treatment-naïve and
nonresponder patients with HCV
genotype 1 infection with BMS
-790052, an NS5A replication
complex inhibitor, in
combination with peginterferon
alfa-2a and ribavirin
319

320

術前診断困難であった大腸悪性リン
パ腫の一例
シンポジウム（2）
慢性肝炎治療の現況

自己免疫性肝炎に対する治療 コルチコステロイド治療の有無に
よる検討 321

ワークショップ（1）
炎症性腸疾患の新しい治療戦略

血球成分除去療法の治療効果およ
び治療後の寛解期間に影響を及ぼ
す因子の検討
322

ワークショップ（2）
新しい消化管診断学の確立に向けて

胃陥凹型粘膜内未分化型癌のNBI
拡大内視鏡所見と組織構築の特徴

Izumi N, Asahina Y, Yokosuka O,
Imazeki F, Kawada N, Tamori A,
Osaki Y, Kimura T, Yamamoto K,
Takaki A, Sata M, Ide T, Ishikawa
H, Ueki T, Yang R, McPhee F,
Hughes EA

The 62nd Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2011/11/4 -8
Hepatology
54(4)(Suppl.):1439A, 2011

松本亮一、亀井英樹、真栄城兼誉、
今村真大、鈴木 稔、島 一郎、辻
義明、田口 順

第36回日本大腸肛門病学
会九州地方会

有永照子、井出達也、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、古賀郁利
子、鳥村拓司、神代龍吉、佐田通
夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

福岡

2011/11/5

長崎

2011/11/18 -19

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

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

住江博明、中原慶太、渡辺靖友、
向笠道太、松尾 健、酒井 健、
秋葉 純、河野弘志、鶴田 修、
佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

323

ワークショップ（2）
新しい消化管診断学の確立に向けて

各消化管疾患に対し、CTによる三
次元画像を用いた臨床診断の有用
性と課題について
324

ワークショップ（4）
進行肝細胞癌の治療戦略

根治療法困難な肝細胞癌に対する
IVR を用いた治療成績からソラ
フェニブ投与時期を検討
325

ワークショップ（6-1）
難治性肝胆膵疾患に対する治療（胆・膵）

腹腔鏡下胆嚢摘出術時の胆道損傷
による難治性胆管炎 - 内視鏡的
アプローチの可能性と限界 -

酒見亮介、宗 祐人、内山大治、
垣内誠也、最所大輔、石原裕二、
高根順子、下河辺正行、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

永松洋明、鳥村拓司、岩本英希、
城野智毅、澤田昌幸、吉田 博、
佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

中嶋哲也、岡部義信、石田祐介、
杉山 元、鶴田 修、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2011/11/18 -19

長崎
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両端が食道壁外に穿通した魚骨に
対し、SB ナイフjrを用いて内視
鏡的に摘出しえた１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
森田 拓、田宮芳孝、豊増 靖、
安本紗代、大内彬弘、山内亨介、
河野克俊、奥雄一朗、坂田研二、
野口和典、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

327

大口径バルーンを用いて治療を
行った再発性総胆管結石の１例

牛島知之、岡部義信、佐々木英、
石田祐介、杉山 元、安元真希
子、鶴田 修、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

328

一時的なメタリックステント留置
が有用だった良性胆道狭窄の一例

佐々木優、岡部義信、牛島知之、
石田祐介、杉山 元、安元真希
子、吉富宗宏、鶴田 修、佐田通
夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

329

330

十二指腸球後部潰瘍が穿通し胆嚢
動脈に形成した仮性動脈瘤に対し
てGDCコイルを用いた経カテーテ
ル的動脈塞栓術が有用であった一
例

森慎一郎、永松洋明、澤田昌幸、
平井真吾、丸岡浩人、城野智毅、
德安秀紀、立石秀夫、吉田 博、
佐田通夫

放射線治療併用ソラフェニブ不応
の肝細胞癌腸骨転移に動注療法が
有効であった一例

坂本六大、永松洋明、平井真吾、
丸岡浩人、城野智毅、德安秀紀、
澤田昌幸、立石秀夫、水上直久、
吉田 博、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

331

非硬変肝の非アルコール性脂肪肝
炎（NASH）に発生した肝細胞癌の
１切除例

則松 宏、梶原雅彦、田口 順、
熊本正史、馬場真二、城野智毅、
末次理成、石井邦英、上野隆登、
安倍弘彦、今村真大、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

332

腹腔 - 静脈シャント術により難
治性腹水をコントロール後治療し
得た肝細胞癌の一例

城野智毅、永松洋明、平井真吾、
丸岡浩人、德安秀紀、澤田昌幸、
立石秀夫、吉田 博、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

333

全身化学療法が不応となった結腸
癌の肝転移に対し肝動注化学療法
が有効であった一例

君付優子、永松洋明、澤田昌幸、
平井真吾、丸岡浩人、城野智毅、
德安秀紀、立石秀夫、吉田 博、
佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

334

大腸癌肝転移症例におけるソナゾ
イド造影超音波検査と造影CT検査
の比較検討

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、内田信治、緒方 裕、
山口 倫、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

335

胃ESD後瘢痕部に過形成性ポリー
プを生じた４例の検討

酒井 健、向笠道太、中原慶太、
渡辺靖友、松尾 健、住江博明、
秋葉 純、河野弘志、鶴田 修、
佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2011/11/18 -19

長崎

2011年 学会発表 P. 35
336

十二指腸 metalic stentの一本留
置では改善せずStent in stentに
よって通過障害が改善した悪性十
二指腸狭窄の一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
加治亮平、中根智幸、國武泰史、
宮原健輔、岩永真一、田尻能祥、
前川隆一郎、貝原 淳、岡部義
信、鶴田 修、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

337

338

不正性器出血を契機に発見された
膵癌の一例

５年間の経過観察で破裂を来した
膵管内乳頭粘液性腫瘍の一例

安元真希子、真田咲子、岡部義
信、園田豪之介、牛島知之、佐々
木優、石田祐介、杉山 元、内藤
嘉紀、中山正道、安永昌史、牛嶋
公生、木下壽文、鶴田 修、佐田
通夫、矢野博久

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

垣内誠也、松嶋 祐、酒見亮介、
石原裕士、森光洋介、内山大治、
宗 祐人、下河辺正行、久保保
彦、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

339

多発性筋炎加療中に発症した門脈
ガス血症を伴う小腸嚢胞様気腫症
の一例

安田亮輔、山崎 博、吉岡慎一
郎、小林哲平、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98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

340

341

上行結腸に単発で発生した腸管嚢
胞様気腫症の１例

診断に苦慮した腹膜播種を伴う回
盲部を原発とした印環細胞癌の一
例

渡邉裕次郎、前山泰彦、野田哲
裕、長田修一郎、有田桂子、長谷
川申、中原慶太、河野弘志、光山
慶一、安元真希子、鶴田 修、佐
田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

榊原重成、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、衣笠哲史

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

342

腸上皮化生に分化した低異型度の
陥凹型早期胃癌の一例

中野 暖、松尾 健、中原慶太、
渡辺靖友、向笠道太、住江博明、
酒井 健、鶴田 修、佐田通夫、
秋葉 純

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

343

344

345

術前に診断し得た胆石イレウスの
一例

径9mmの進行大腸癌の１例

シンポジウム（1）
消化管粘膜下腫瘍の診断と治療

消化管粘膜下腫瘍に対する内視鏡
治療成績 - 内視鏡的粘膜下腫瘍
核出術(ESE)の有用性 -

豊増 靖、田宮芳孝、森田 拓、
安本紗代、大内彬弘、河野克俊、
山内亨介、奥雄一朗、島松一秀、
坂田研二、野口和典、衛藤大明、
佐田通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

吉村哲広、野田哲裕、鶴田 修、
長田修一郎、前山泰彦、有田桂
子、長谷川申、河野弘志、光山慶
一、安元真希子、秋葉 純、佐田
通夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宗 祐人、石原裕士、酒見亮介、
垣内誠也、久原研二郎、高根順
子、小野哲二朗、最所大輔、下河
辺正行、森光洋介

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

2011/11/18 -19

長崎
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シンポジウム（2）
慢性肝炎治療の現況

Ｃ型慢性肝炎に対するスタチン＋
EPAアドオン療法の効果
347

ワークショップ（2）
新しい消化管診断学の確立に向けて

胃癌の治療前精査におけるCTgastrography
348

ミニシンポジウム
ESD の新しい手技と工夫

当院における胃ESD の現況 Clutch Cutter 導入前後での比較
349

ワークショップ（3）
上部消化管腫瘍（食道癌・胃癌）に対する
ESDの現況と展望

食道表在癌に対するESDの治療成
績と全周切除のコツと工夫
350

351

352

353

354

出血源の検索に難渋した空腸
Angiodysplasiaの一例

高濃度酸素吸入にて改善した腸管
嚢胞様気腫症の１例

大網原発の巨大GISTの１例

急性胆嚢炎の胆嚢穿破から広範な
肝被膜下膿瘍をきたした１例

肺気腫を合併した進行膵癌に対し
てGemcitabine 投与中に、急速に
肺障害が増悪した１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
国府島庸之、山崎晃裕、中村
吏、吉本剛志、福嶋伸良、福泉公
仁隆、矢田雅佳、河邉 顕、水谷
孝弘、原田直彦、武冨紹信、前原
喜彦、遠城寺宗近、中牟田誠

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

松浦秀司、原田直彦、水谷孝弘、
原口和大、福田慎一郎、岡本梨
沙、柿ヶ尾佳奈、森 大介、池尻
公二、安森弘太郎、桃崎征也、吉
森正宏、鶴丸大介、内田耕栄

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

水谷孝弘、岡本梨沙、原口和大、
柿ヶ尾佳奈、福田慎一郎、森 大
介、中村 吏、山崎晃裕、高岡雄
大、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、原田直彦

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宗 祐人、石原裕士、酒見亮介、
垣内誠也、久原研二郎、高根順
子、小野哲二朗、最所大輔、下河
辺正行、森光洋介

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

原口和大、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、岡本梨沙、水谷孝弘、吉本剛
志、河邉 顕、福嶋伸良、福泉公
仁隆、中牟田誠、原田直彦、門脇
賢典、安森弘太郎、中村和彦

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

福田慎一郎、森 大介、柿ヶ尾佳
奈、岡本梨沙、原口和大、水谷孝
弘、吉本剛志、国府島庸之、河邉
顕、福嶋伸良、福泉公仁隆、中牟
田誠、原田直彦

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

岡本梨沙、柿ヶ尾佳奈、澤村紀
子、原口和大、水谷孝弘、藤山
隆、後藤和人、国府島庸之、吉本
剛志、河邉 顕、福嶋伸良、福泉
公仁隆、松浦秀司、櫻井眞人、池
尻公二、桃崎征也、中牟田誠、原
田直彦、中村和彦

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

大神玲奈、河邉 顕、吉本剛志、
高岡雄大、中村 吏、山崎晃裕、
国府島庸之、森 大介、柿ヶ尾佳
奈、岡本梨沙、福田慎一郎、原口
和大、水谷孝弘、福嶋伸良、福泉
公仁隆、原田直彦、中牟田誠

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

野中彩沙、河邉 顕、高岡雄大、
中村 吏、山崎晃裕、国府島庸
之、吉本剛志、福嶋伸良、森 大
介、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、福田
慎一郎、原口和大、水谷孝弘、福
泉公仁隆、原田直彦、中牟田誠

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

2011/11/18 -19

長崎
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日程の下は掲載誌と、その頁です
伊東佑里子、岡本梨沙、柿ヶ尾佳
奈、原口和大、水谷孝弘、国府島
庸之、吉本剛志、渡邉 顕、福嶋
伸良、福泉公仁隆、松浦秀司、楠
元英次、堤 敬文、池尻公二、桃
崎征也、中牟田誠、原田直彦

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

黒川美穂、福嶋伸良、岡本梨沙、
原口和大、福田慎一郎、柿ヶ尾佳
奈、森 大介、高岡雄大、中村
吏、山崎晃裕、水谷孝弘、国府島
庸之、吉本剛志、河邉 顕、福泉
公仁隆、高橋宏樹、松浦秀司、中
山吉福、中牟田誠、原田直彦

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、森 大
介、高岡雄大、山崎晃裕、中村
吏、福田慎一郎、原口和大、水谷
孝弘、国府島庸之、吉本剛志、河
邉 顕、福嶋伸良、福泉公仁隆、
桃崎征也、中牟田誠、原田直彦

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

高岡雄大、河邉 顕、藤山 隆、
中村 吏、山崎晃裕、国府島庸
之、吉本剛志、福嶋伸良、森 大
介、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、福田
慎一郎、原口和大、水谷孝弘、福
泉公仁隆、原田直彦、中牟田誠、
中村雅史、田中雅夫

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

中村 吏、河邉 顕、高岡雄大、
藤山 隆、吉本剛志、山崎晃裕、
国府島庸之、岡本梨沙、福田慎一
郎、原口和大、水谷孝弘、福泉公
仁隆、原田直彦、中牟田誠

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

山崎晃裕、福嶋伸良、吉本五一、
河邉 顕、吉本剛志、国府島庸
之、水谷孝弘、中村 吏、高岡雄
大、原口和大、福田慎一郎、岡本
梨沙、柿ヶ尾佳奈、森 大介、桃
崎征也、福泉公仁隆、原田直彦、
中牟田誠

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

中西翔一郎、福泉公仁隆、中村
吏、山崎晃裕、高岡雄大、森 大
介、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、福田
慎一郎、原口和大、国府島庸之、
水谷孝弘、吉本剛志、河邉 顕、
福嶋伸良、原田直彦、中牟田誠、
桃崎征也、中山吉福

第98回日本消化器病学会
九州支部例会、第92回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

肝細胞癌に対し肝動脈塞栓術
(TACE)後、数年を経て胆管浸潤に
て再発を来した１例

下津浦康隆、山田慎吾、中野聖
士、新関 敬、高田晃男、黒松亮
子、鳥村拓司、川口 巧、中島
収、佐田通夫

第295回日本内科学会九州 佐賀
地方会

夫婦に発症したトキソカラ症

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

第295回日本内科学会九州 佐賀
地方会

ダブルバルーン小腸内視鏡により
診断し得た原発性小腸癌の１例

スキルス胃癌と鑑別を要した乳癌
の腹膜播種症例

A型胃炎に合併し内視鏡的粘膜切
除を行ったカルチノイド腫瘍の１
例

急性膵炎を契機に発見された肝門
部胆管癌を併発した膵・胆管合流
異常症の１例

内視鏡的経鼻膵管ドレナージが奏
効した感染性膵膿瘍の２症例

B型慢性肝炎急性増悪と鑑別困難
であった肝原発悪性リンパ腫の１
例

腹膜播種を認めた肝細胞癌破裂の
一例

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

長崎

2011/11/18 -19

2011/11/20

2011/11/20
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365

366

367

368

岩永真一、加治亮平、中根智幸、
國武泰史 、宮原健輔、田尻能
祥、前川隆一郎、田口 順、河野
弘志、佐田通夫

第295回日本内科学会九州 佐賀
地方会

大内彬弘、田宮芳孝、河野克俊、
山内亨介、奥雄一朗、島松一秀、
坂田研二、野口和典、佐田通夫

第295回日本内科学会九州 佐賀
地方会

河野弘志

早期癌

第66回日本大腸肛門病学
会学術集会

早期癌

2011/11/25 -26

腸重積を発症したPeutz-Jeghers
症候群の1例

重篤な呼吸不全を来したWegener
肉芽腫症の1例
クリニカルカンファレンス（1）

当センターで施行した早期胃癌ESD
例における多発胃癌の検討

ワ−クショップ
Colitis-associated cancer モデ
ルの大腸粘膜樹状細胞活性化機構
における腸内細菌及び神経･内分
泌系による活性化調節

369

日程の下は掲載誌と、その頁です

歯状線上にできた大腸癌

2011/11/20

2011/11/20

東京

米湊 健、船田摩央、川崎啓祐、大
城由美、蔵原晃一、河内修司、岡本
康治、坂 暁子、永田 豊、渕上忠
彦

第107回日本消化器内視鏡 松山
学会四国地方会

松本 敏、山本真悠子、内藤智
昭、光山慶一、南野昌信

第40回日本免疫学会学術
集会

2011/11/26 -27

千葉

2011/11/27 -29

長田修一郎

第49回大腸研究会

東京

2011/11/28

370

371

症例提示：上部消化管腫瘍の内視
鏡診断 - 非拡大 vs NBI拡大 vs 超
拡大 -

米湊 健

シンポジウム（2）

田中正俊、下瀬茂男、佐田通夫

2011/12/3

肝癌治療アルゴリズムと治療法の選択

パネルディスカッション（2）

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓

肝細胞癌治療アルゴリズム
（2009）と久留米大学医療セン
ターにおける肝細胞癌患者（2001
～2009）治療選択
372

第3回長野拡大内視鏡研究 長野
会

52(Suppl.3):A707, 2011

自己免疫性肝疾患の病態と治療

有永照子、井出達也、佐田通夫

第39回日本肝臓学会西部
会

自己免疫性肝炎におけるアザチオ
プリン治療の役割

2011/12/9 -10
肝臓

岡山

52(Suppl.3):A727, 2011

373

ワークショップ（1）

高田晃男、黒松亮子、佐田通夫

肝腫瘍画像診断 up to date：画像と病理の
対比を含めて

ワークショップ（6）
門脈圧亢進症治療の進歩

門脈圧亢進症による血小板減少症
を呈する肝硬変合併肝癌患者に対
する脾臓摘出術を施行した患者の
長期予後

岡山

2011/12/9 -10
肝臓

Gd-EOB-DTPA 造影MRI の肝細胞相
で高-等信号を呈する肝細胞癌と
Dysplastic nodule の各sequence
の信号パターンによる比較検討
374

第39回日本肝臓学会西部
会

52(Suppl.3):A753, 2011

田中正俊、下瀬茂男、佐田通夫

第39回日本肝臓学会西部
会
2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A792, 2011

岡山
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375

Stage IV-B 肝細胞癌症例に対す
る放射線照射治療併用ソラフェニ
ブ投与の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
德安秀紀、永松洋明、丸岡浩人、
城野智毅、澤田昌幸、立石秀夫、
吉田 博、鳥村拓司、佐田通夫

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A812, 2011

376

根治療法困難な肝細胞癌症例に対
するIVR を用いた治療成績の検討

永松洋明、鳥村拓司、佐田通夫

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A817, 2011

377

肝硬変における膵内分泌細胞の臨
床病理学的検討

坂田雅浩、河原明彦、川口 巧、
秋葉 純、安倍満彦、谷口英太
郎、古賀浩徳、鹿毛政義、佐田通
夫

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A851, 2011

378

ソラフェニブ不応StageIV-B 肝細
胞癌症例に対するIVR を用いた治
療経験

城野智毅、永松洋明、丸岡浩人、
德安秀紀、澤田昌幸、立石秀夫、
吉田 博、鳥村拓司、佐田通夫

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A897, 2011

379

高齢者肝細胞癌患者の背景因子と
治療成績

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

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A905, 2011

380

検査前補食による肝硬変患者の栄
養状態およびQOLの改善効果

川口 巧、谷口英太郎、伊藤
実、居石哲治、佐田通夫

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A935, 2011

381

閉塞性黄疸患者血清から見出した
BDNF の肝再生における意義

古賀浩徳、桑原礼一郎、安倍満
彦、菅 偉哉、岡部義信、鳥村拓
司、上野隆登、佐田通夫

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A946, 2011

382

肝動注化学療法を含めた集学的治
療が奏効した進行肝細胞癌の１例

松垣 諭、久保保彦、酒見亮介、
垣内誠也、内山大治、板野 哲

第39回日本肝臓学会西部
会

岡山

2011/12/9 -10
肝臓
52(Suppl.3):A895, 2011

383

384

胃体下部前壁の早期癌類似進行癌
の1例

中原慶太

VisiGlideの使用経験

岡部義信

はぜの木会

久留米

2011/12/10

第1回九州ERCP-EUSテクニ 福岡
カルセミナー
2011/12/10

385

社会保険病院における肝疾患診療
地域連携パスの現状と問題点

沖田 極、山下智省、加藤 彰、長
尾昌壽、古家 乾、山田春木、長谷
川泉、藤村和代、矢野洋一

第49回日本社会保険医学
会総会
2011/12/12 -13

福岡

2011年 学会発表 P. 40
386

387

Endoscopic cytology for the
pancreatic cancer, including
ThinPrep preparation

新規Drug delivery systemによる炎症
性腸疾患の治療 - Schizophyllanを
利用したantisenseによる治療法の開
発

日程の下は掲載誌と、その頁です
Ishida Y, Okabe Y, Takedatsu H,
Taira T, Yasumoto M, Kaji R,
Sugiyama G, Ushijima T, Sasaki U,
Kitasato Y, Yamaguchi T, Kawahara
A, Kage M, Kinoshita H, Tsuruta O,
Sata M

26th International
Hong Kong,
Workshop on Therapeutic China
Endoscopy

竹田津英稔、光山慶一、山崎 博、
望月慎一、櫻井和朗、武田宏司、小
山芳一、西平 順、藤山圭秀、佐田
通夫

第19回浜名湖シンポジウム

2011/12/13 -15

2011/12/23 -24

浜松

