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日程の下は掲載誌と、その頁です

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癌発生に寄
与する因子の検討

宮島一郎

パネルディスカッション（1）

中原慶太

2012/1/7

胃がん読影基準（判定区分）の指標

症例検討会：胃がん読影基準（判定
区分）の指標

第16回胃X線精度管理研
究委員会

東京

2012/1/14

胃がん読影基準（判定区分）の指標
- 陥凹性病変：特にカテゴリー 4, 5
について 3

第11回九州Ｂ型肝炎フォー 福岡
ラム

向笠道太

第16回胃X線精度管理研
究委員会

東京

2012/1/14

4

5

6

7

8

肝外転移合併進行性肝癌症例に対
するソラフェニブ治療の臨床的
特徴

中野聖士、鳥村拓司、佐田通夫

肝外転移を伴う肝細胞癌症例に対
する放射線照射治療併用ソラフェ
ニブ投与の検討

永松洋明、水上直久、城野智毅、
岩本英希、鳥村拓司、佐田通夫

ALT持続正常HCVキャリアにおける
食事内容の特徴

大塚百香、内田夕希、永松あゆ、
川口 巧、谷口英太郎、伊藤
実、居石哲治、川口 淳、角間辰
之、田中粹子、佐田通夫、八木
実

第15回日本病態栄養学会
年次学術集会

遠藤龍人、鈴木壱知、高後 裕、
加藤章信、上野義之、羽生大記、
片山和宏、西口修平、坂井田功、
加藤昌彦、白石光一、久保木真、
川村直弘、岩佐元雄、川口 巧、
徳本良雄、今中和穂、伊藤敏史、
森脇久隆、鈴木一幸

第15回日本病態栄養学会
年次学術集会

池本美智子、増田香織、吉村弘美、
戸次真知子、濱地暁子、辻丸祐規
子、松尾 進、吉川博政、福泉公仁
隆

第15回日本病態栄養学会
年次学術集会

高齢者肝硬変における栄養代謝と
病態の特徴

急性期病院におけるNST介入患者
の栄養情報提供の有用性について

第5回日本肝がん分子標的 東京
治療研究会
2012/1/14

第5回日本肝がん分子標的 東京
治療研究会
2012/1/14

京都

2012/1/14 -15
日本病態栄養学会誌
15(Suppl.):S-102, 2012

京都

2012/1/14 -15
日本病態栄養学会誌
15(Suppl.):S-127, 2012

京都

2012/1/14 -15
日本病態栄養学会誌
15(Suppl.):S-43, 2012

9

肝硬変患者における内臓脂肪面積
の解析

戸次真知子、一ノ瀬雅子、安武健一
郎、池本美智子、國府島庸之、吉本
剛志、福嶋伸良、福泉公仁隆、中牟
田誠

第15回日本病態栄養学会
年次学術集会

京都

2012/1/14 -15
日本病態栄養学会誌
15(Suppl.):S-103, 2012

10

C型慢性肝炎に対するPEG-IFN／
RVB併用療法時における体組織・栄
養素摂取量の推移・ジェノタイプ別
比較

一ノ瀬雅子、戸次真知子、安武健一
郎、池本美智子、國府島庸之、吉本
剛志、福嶋伸良、福泉公仁隆、中牟
田誠

第15回日本病態栄養学会
年次学術集会

京都

2012/1/14 -15
日本病態栄養学会誌
15(Suppl.):2012

11

Efficacy of gemcitabine as
second-line therapy after S-1
therapy failure in advanced
pancreatic carcinoma

Fukahori M, Yamada Y, Takahashi
N, Kato K, Simada Y

Gastrointestinal Cancer San
Symposium 2012（GICS） Francisco,
USA
2012/1/19 -21
J Clin Oncol
30(Suppl.4):Abstr 248, 2012
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症例報告

日程の下は掲載誌と、その頁です
佐々木優

第133回福岡膵疾患懇話会 福岡
2012/1/25
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18

19

20

21

川口俊弘、佐々木優、岡部義信、
牛島知之、石田祐介、杉山 元、
小林哲平、光山慶一、佐田通夫

第296回日本内科学会九州 福岡
地方会

水口ゆう子、福泉公仁隆、原口和
大、國府島庸之、水谷孝弘、吉本
剛志、河邊 顕、福嶋伸良、原田
直彦、中牟田誠

第296回日本内科学会九州 福岡
地方会

城野智毅、永松洋明、平井真吾、
丸岡浩一、徳安秀紀、澤田昌幸、
立石秀夫、吉田 博、水上直久、
渡辺次郎、高田晃男、佐田通夫

第18回肝血流動態イメー
ジ研究会

動注 CT(CTHA)で造影効果
がみられなかった高分化型肝細
胞癌における Gd-EOB-DTPA 造影
MRI 所見の検討

澤田昌幸、永松洋明、高田晃男、
水上直久、渡辺次郎、城野智毅、
佐田通夫

第18回肝血流動態イメー
ジ研究会

NASH における Kupffer 細胞機能
評価:SPIO-MRI と病理学的所見と
の相関

東南辰幸、藤本公則、Qayyum A、
森田恭代、中島 収、小野典之、
河原明彦、隈部 力、鹿毛政義、
早渕尚文、上野隆登

第18回肝血流動態イメー
ジ研究会

術前の画像診断で形態的特徴と
血流動態の検討が可能であっ
た硬化型肝細胞癌の1例

内山大治、隈部 力、松垣 諭、
森光洋介、中島 収、中村克己、
久保保彦、黒松亮子、緒方俊郎、
奥田康司、下河辺正行

第18回肝血流動態イメー
ジ研究会

細胆管細胞癌の血流動態の検討切除2例の動注 CT と病理の対比
を中心に-

隈部 力、中島 収、渡邊次郎、
野村頼子5、東南辰幸、矢野博
久、鹿毛政義、木下壽文、佐田通
夫、早渕尚文

第18回肝血流動態イメー
ジ研究会

術前診断に難渋した自己免疫性膵
炎の１例

牛島知之、岡部義信、佐々木優、
石田祐介、杉山 元、菅 偉哉、
安元真希子、中山正道、堀内英
彦、木下壽文

第56回日本消化器画像診
断研究会

岡部義信

第1回FNA Masters

潰瘍性大腸炎の経過中に胆管癌を
合併した１例

経皮経肝胆嚢穿刺術により軽快し
た急性気腫性胆嚢炎の１例

CTAP で濃染を呈した高分化肝
細胞癌の2結節

EZShot2について

2012/1/28

2012/1/28

神戸

2012/1/28 -29

神戸

2012/1/28 -29

神戸

2012/1/28 -29

神戸

2012/1/28 -29

神戸

2012/1/28 -29

東京

2012/2/4

東京

2012/2/11

22

久留米大学医学部附属臨床検査専
門学校学生の献血への意識調査に
ついて

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23回臨床化学会九州支
部総会、第57回日本臨床
検査医学会九州地方会
合同

福岡

2012/2/11

23

Poster Presentation: 03.Autoimmune
Hepatitis and Cholestatic Liver Disease

Relation between various
autoantibodies and biochemical
response to ursodeoxycholic
acid and bezafibrate in
patients with primary biliary
cirrhosis

Fukushima N, Koujima M,
Yoshimoto T, Fukuizumi K,
Nakamuta M, Sata M

22nd Conference of the
Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL)
2012/2/16 -19
Hepatology International
6(1):78, 2012

Taipei,
Taiwan
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Poster Presentation: 19.

Repeated transarterial
infusion of cisplatin-lipiodol
suspension after transarterial
chemoembolization for
unresectable hepatocellular
carcinoma

日程の下は掲載誌と、その頁です
Shimose S, Tanaka M, Ando E, Hori
M, Sata M

22nd Conference of the
Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL)

Taipei,
Taiwan

2012/2/16 -19
Hepatology International
6(1):220, 2012

25

Poster Presentation: 12.Hepatitis CEpidemiology

Roles of glucagon-like peptide
-1 and dipeptidyl peptidase-4
in HCV-related insulin
resistance and human
hepatocytes

Kawaguchi T, Itou M, Sakata M,
Taniguchi E, Abe M, Koga H,
Oriishi T, Torimura T, Sata M

22nd Conference of the
Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL)

Taipei,
Taiwan

2012/2/16 -19
Hepatology International
6(1):160, 2012

26

Poster Presentation: 20.Hepatocellular
Carcinoma-Others

Long-term outcome of elderly
patients with hepatocellular
carcinoma aged 75 years or
older

Ando E, Tanaka M, Hori M, Harada
K, Kuraoka K, Shimose S, Ono M,
Sata M

22nd Conference of the
Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL)

Taipei,
Taiwan

2012/2/16 -19
Hepatology International
6(1):234, 2012

27

Poster Presentation: 13.

Combination therapy of treatmentNaïve and nonresponder patients
with HCV genotype 1 infection with
daclatasvir (BMS-790052), an NS5A
replication complex inhibitor, in
combination with peginterferon alfa
-2a and ribavirin
28

Poster Presentation: 13.

Add-on lipid modulators (statin and
EPA) for peg-IFN and RBV increase
SVR particularly in HCV patients
with intractable IL-28B rs8099917
TG/GG allele

Izumi N, Asahina Y, Yokosuka O,
Imazeki F, Kawada N, Tamori A,
Osaki Y, Kimura T, Yamamoto K,
Sata M

22nd Conference of the
Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL)

Taipei,
Taiwan

2012/2/16 -19
Hepatology International
6(1):162, 2012

Kohjima M, Yoshimoto T,
Fukushima N, Fukuizumi K, Tada
M, Yamasaki A, Nakamura T, Enjoji
M, Nakamuta M

22nd Conference of the
Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL)

Taipei,
Taiwan

2012/2/16 -19
Hepatology International
6(1):193, 2012

29

30

31

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17回筑後肝癌研究会

術前画像診断で形態的特徴と血流
動態の検討が可能であった硬化型
肝細胞癌の１例

内山大治、隈部 力、松垣 諭、
森光洋介、中島 収、山本晃義、
中村克己、久保保彦、黒松亮子、
緒方俊郎、奥田康司、下河辺正行

第17回筑後肝癌研究会

食道静脈瘤破裂後に多発肺転移の
縮小を認めた進行肝癌の一例

進藤洋一郎、新関 敬、小野典
之、白地美紀、春田 剛、久永
宏

第17回筑後肝癌研究会

久留米

2012/2/18

久留米

2012/2/18

2012/2/18

久留米
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34

35

36

認知症合併の高齢者に発生した小
型進行肝細胞癌に対し重粒子線治
療が奏効した１例

倉岡 圭、田中正俊、下瀬茂男、
堀まいさ、大野美樹、原田和徳、
佐田通夫

第17回筑後肝癌研究会

New FP療法によりDownstaging後
肝移植が施行し得たStage III肝
細胞癌の１例

城野智毅、永松洋明、岩本英希、
鳥村拓司、佐田通夫

第17回筑後肝癌研究会

進行肝細胞癌に対するIVRを中心
とした治療

永松洋明、城野智毅、吉田
鳥村拓司、佐田通夫

第17回筑後肝癌研究会

切除不能脈管浸潤合併進行肝細胞
癌（Stage IV-AHCC）に対する治
療方針についての検討

新関 敬、黒木淳一、相野 一、
岩本英希、永松洋明、鳥村拓司、
佐田通夫

第17回筑後肝癌研究会

シンポジウム（3）

福泉公仁隆、増田香織、池本美智
子、宮西民子、辻丸祐規子、濱地暁
子、吉田将律、吉川博政

第27回日本静脈経腸栄養
学会

機能性食品の発展性

便通異常を合併したNST介入症例
に対するシンバイオティクス療
法の有用性についての検討
37

日程の下は掲載誌と、その頁です

ミニワークショップ（1）
肥満と栄養

肥満を呈する慢性肝疾患患者の実
態調査

博、

久留米

2012/2/18

久留米

2012/2/18

久留米

2012/2/18

久留米

2012/2/18

神戸

2012/2/23 -24
静脈経腸栄養
27(1):241, 2012

森田智恵、小川由美、馬場美保、田
中美穂、大牟田朋子、川口 巧、谷
口英太郎、伊藤 実、居石哲治、上
田真理子、佐田通夫、平川道子

第27回日本静脈経腸栄養
学会

神戸

2012/2/23 -24
静脈経腸栄養
27(1):264, 2012

38

39

慢性肝疾患を有する入院患者の転
倒と栄養状態との関連

誤嚥性肺炎患者の摂食・嚥下機能
評価およびその栄養療法に関する
検討

石井久美子、大津山樹理、末継拓
郎、今永美波、谷口英太郎、川口
巧、伊藤 実、居石哲治、大塚百
香、田中粹子、佐田通夫、後藤美恵
子、小野 緑

第27回日本静脈経腸栄養
学会

長野祥子、吉川博政、吉田将律、堀
尾千佳、池本美智子、増田香織、福
泉公仁隆、辻丸祐規子、宮西民子、
濱地暁子、龍頭綾子、福元俊輔

第27回日本静脈経腸栄養
学会

神戸

2012/2/23 -24
静脈経腸栄養
27(1):393, 2012

神戸

2012/2/23 -24
静脈経腸栄養
27(1):444, 2012

40

急性期病院におけるNST介入後の
再入院症例の栄養管理上の課題

増田香織、池本美智子、宮西民子、
辻丸祐規子、濱地暁子、松本俊博、
龍頭綾子、吉田将律、吉川博政、福
泉公仁隆

第27回日本静脈経腸栄養
学会

神戸

2012/2/23 -24
静脈経腸栄養
27(1):469, 2012

41

42

43

血小板減少、肝機能異常を伴う
Refeeding 症候群を呈した神経性食
思不振症の１例

自己免疫性肝炎様薬物性肝障害の
臨床的特徴と予後

自己免疫性肝炎の予後

吉原輸可理、相賀葉子、居石哲治、
伊藤 実、森田 翼、松永高政、大
塚百香、坂本亜沙美、谷口英太郎、
川口 巧、佐田通夫、内村直尚、高
松むつこ、庄山ゆきみ

第27回日本静脈経腸栄養
学会

久持顕子、鹿毛政義、井出達也、有
永照子、神代龍吉、古賀郁利子、宮
島一郎、緒方 啓、桑原礼一郎、佐
田通夫

第26回自己免疫性消化器
疾患研究会

有永照子、井出達也、宮島一郎、緒
方 啓、桑原礼一郎、佐田通夫

第26回自己免疫性消化器
疾患研究会

神戸

2012/2/23 -24
静脈経腸栄養
27(1):595, 2012

久留米

2012/3/6

2012/3/6

久留米
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45

46

マロリー・デンク体の形成機序とその
役割

花田慎一郎

第24回西部肝臓フォーラム

Poster Section（1）

Poster Section（29）

Thiazolidinediones augment
anticancer effects of
gemcitabine on human
pancreatic cancer cells
through PPARγ activation

大阪

2012/3/10

奥村史朗、古賀慎太郎、黒田理恵
微生物由来のがん細胞傷害性タン
パク質parasporin-4のマウスに対する 子、古賀浩徳、井上國世、水城英一
毒性

HCV core protein upregulates
the expression of vascular
endothelial growth factor via
the nuclear factorκB/hypoxia-inducible factor
-1α axis under hypoxic
conditions
47

日程の下は掲載誌と、その頁です

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

日本農芸化学会2012年度
大会

京都

2012/3/22 -26

The 103nd Annual
Chicago,
Meeting of the American USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2012/3/31 -4/1
The 2012 Proceedings of the
AACR

Koga H, Selvendiran K,
Sivakumar R, Yoshida T,
Torimura T, Ueno T, Sata M

The 103nd Annual
Chicago,
Meeting of the American USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2012/3/31 -4/1
The 2012 Proceedings of the
AACR

48

49

C型肝炎ウイルスcore蛋白は低酸
素環境下においてNF-κB／HIF
-1α軸を介してVEGFの発現を上昇
させる

安倍満彦

九州肝疾患治療戦略研究
会（第9回学術集会）

切除不能膵癌のneoadjuvant
chemoradiotherapyにおける
perfusion CTの有用性

久能由記子、内田政史、有川俊
二、甲斐田勇人、廣瀬靖光、魚住
淳、品川正治、早渕尚文、岡部義
信、福田圭助

福岡

2012/4/7

第71回日本医学放射線学
会総会

横浜

2012/4/12 -15
日本医学放射線学会学術集会
抄録集
S204, 2012

50

Poster Session

Comparison of time to
progression between single
TACE and hepatic arterial
infusion chemotherapy prior to
TACE for the patients with
multinodular hepatocellular
carcinoma
51

ワ−クショップ（3）

Nagamatsu H, Iwamoto H,
Torimura T, Sata M

2012/4/18 -22
Journal of Hepatology
56(Suppl.2):S400, 2012

長田修一郎、鶴田

修、佐田通夫

大腸鋸歯状病変の診断、癌化ポテンシャ
ルをめぐって

肝外転移合併進行性肝細胞癌症例
に対するソラフェニブ治療の臨床
的特徴

第98回日本消化器病学会
総会

東京

2012/4/19 -21
日本消化器病学会雑誌

鋸歯状病変を伴う大腸癌の内視鏡
診断
52

The 47th Annual Meeting Barcelona,
of the European
Spain
Association for the
Study of the Liver
(EASL)

109(Suppl.):A153, 2012

中野聖士、鳥村拓司、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
総会
2012/4/19 -21
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A258, 2012

東京

2012年 学会発表 P. 6
53

全身化学療法が不応となった切除
不能大腸癌肝転移症例に対する肝
動注化学療法の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
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、鳥村拓司、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
総会

東京

2012/4/19 -21
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A260, 2012

54

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

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
総会

東京

2012/4/19 -21
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A266, 2012

55

腫瘍径10cm以上の主結節を有する
Stage-IV肝細胞癌に対するNew FP
療法の成績

永松洋明、城野智毅、平井真吾、
丸岡浩人、德安秀紀、澤田昌幸、
鳥村拓司、佐田通夫

第98回日本消化器病学会
総会

東京

2012/4/19 -21
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A292, 2012

56

膵頭部癌の局所進展度診断におけ
るMDCTの有用性と問題点 - 16
slice CTと256 slice CTによる診
断能の比較 -

有川俊二、内田政史、中山正道、
安元真希子

第98回日本消化器病学会
総会

東京

2012/4/19 -21
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A338, 2012

57

58

肝細胞癌に対する血管新生抑制療
法の試み

鳥村拓司

シンポジウム（5）

井出達也

第66回久留米医学会総会

久留米

2012/4/23

B型肝炎・C型肝炎の治療

第60回日本化学療法学会
学術集会

長崎

2012/4/26 -27
日本化学療法学会雑誌

B型慢性肝炎の治療

60(Suppl.A):157, 2012

59

60

61

62

診断困難であった悪性腹膜中皮腫
の１例

原因不明の腹痛から好酸球性胃腸
炎の診断に至った１例

半年で肉眼形態変化を来した大腸
SM癌の１例

症例検討（II）
この症例をどうする？（アンサーパット形式） -

則松 宏、石井邦英、梶原雅彦、田
口 順、馬場真二、末次理成、上野
隆登、佐田通夫

第297回日本内科学会九州 福岡
地方会

安本紗代、河野克俊、坂田研二、田
宮芳孝、豊増 靖、山内亨介、奥雄
一朗、野口和典、佐田通夫

第297回日本内科学会九州 福岡
地方会

草場喜雄、長田修一郎、吉村哲広、
野田哲裕、前山泰彦、河野弘志、光
山慶一、佐田通夫、安元真希子、鶴
田 修

第297回日本内科学会九州 福岡
地方会

野田哲裕、鶴田 修、前山泰彦、長
田修一郎、河野弘志、佐田通夫

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

大腸病変 -

2012/5/12

2012/5/12

2012/5/12

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological

症例

Endoscopy
54(Suppl.1):662, 2012

63

シンポジウム（1）

牛島知之、岡部義信、坂本照夫

胆･膵疾患の救急医療の現状と治療戦略

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

当院の外傷性膵損傷に対する胆膵
内視鏡の現状と有用性について

2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):870 , 2012

東京

2012年 学会発表 P. 7
64

シンポジウム（11）

日程の下は掲載誌と、その頁です
井上博人、江森啓悟、佐田通夫

危ない静脈瘤出血の病態と治療

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

十二指腸静脈瘤の難治例・死亡例
の特徴と治療方針

2012/5/12 -14
Gastroenterological

東京

Endoscopy
54(Suppl.1):921, 2012

65

VTRシンポジウム（1）

岡部義信、石田祐介、佐田通夫

内視鏡治療に伴う偶発症の対処法 - 胆膵病変
-

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological

当院で経験したEUSガイド下膵嚢胞
ドレナージ術の偶発症と対処方法

Endoscopy
54(Suppl.1):937, 2012

66

パネルディスカッション（5）
慢性膵炎の内視鏡診断と治療

岡部義信、杉山 元、佐田通夫

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

自己免疫性膵炎のステロイド治療前
後におけるEUS所見の変化

2012/5/12 -14
Gastroenterological

東京

Endoscopy
54(Suppl.1):1005, 2012

67

ワ−クショップ（3）

江森啓悟、井上博人、佐田通夫

異所性静脈瘤の病態と治療方針

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological

異所性静脈瘤の治療戦略

Endoscopy
54(Suppl.1):1021, 2012

68

胆管プラスチックステント留置後にお
ける早期偶発症の検討

佐々木優、岡部義信、牛島知之、石
田祐介、杉山 元、安元真希子、鶴
田 修、北里雄平、佐田通夫

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1099, 2012

69

当院の慢性膵炎に併発した胆管狭
窄に対する胆管ステントの現状と長
期経過の検討

杉山 元、岡部義信、石田祐介、加
治亮平、佐々木優、牛島知之、安元
真希子、中嶋哲也、菅 偉哉、鶴田
修、北里雄平、木下壽文、佐田通夫

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1213, 2012

70

Pancreatic fluid collectionに対する
EUSガイド下ドレナージ - 嚢胞内容
液の性状別に見たドレナージと術後
管理の検討 -

石田祐介、岡部義信、杉山 元、牛
島知之、佐々木優、安元真希子、北
里雄平、加治亮平、坂本照夫、木下
壽文、鶴田 修、佐田通夫

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1272, 2012

71

NBI観察下surface pattern・vascular
patternと病理組織構築の関係

前山泰彦、野田哲裕、長田修一郎、
有田桂子、長谷川申、河野弘志、中
原慶太、光山慶一、安元真希子、秋
葉 純、鶴田 修、佐田通夫

第83回日本消化器内視鏡
学会総会
2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1287, 2012

東京

2012年 学会発表 P. 8
72

73

74

75

悪性胃十二指腸狭窄に対する極細
径内視鏡併用十二指腸ステント留置
術

サイトメガロウイルスによる十二指腸
乳頭炎の一例

感染性膵壊死に対する直接内視鏡
挿入下壊死巣除去術の日本におけ
る治療成績調査

当科の大腸腫瘍診断におけるNBIの
位置付け

日程の下は掲載誌と、その頁です
水谷孝弘、森 大介、柿ヶ尾佳奈、
岡本梨沙、福田慎一郎、原口和大、
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、松
浦秀司、原田直彦

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

岡本梨沙、河邉 顕、森 大介、柿ヶ
尾佳奈、福田慎一郎、原口和大、水
谷孝弘、國府島庸之、吉本剛志、福
嶋伸良、福泉公仁隆、中牟田誠、桃
崎征也、中山吉福、南 留美、原田
直彦、中村和彦

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

中島賢憲、安田一朗、岩井知久、伊
佐山浩通、糸井隆夫、久居弘幸、井
上宏之、加藤博也、菅野 敦、窪田
賢輔、入澤篤志、五十嵐久人、岡部
義信、北野雅之、河上 洋、林 毅、
向井 強、木田光弘、佐田尚宏、下
瀬川徹

第83回日本消化器内視鏡
学会総会

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1回大腸NBI診断法の統
一に関する研究会（第83回
日本消化器内視鏡学会総
会附置研究会）

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1208, 2012

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1264, 2012

東京

2012/5/12 -14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1274, 2012

東京

2012/5/14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1340, 2012

76

EUS-PCD施行中に発生した嚢胞内
迷入ステントの対処方法

岡部義信、杉山 元、加治亮平、石
田祐介、佐々木優、牛島知之、中嶋
哲也、鶴田 修、佐田通夫

第2回超音波内視鏡下治療 東京
研究会（第83回日本消化器
内視鏡学会総会附置研究
会）
2012/5/14
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.1):1346, 2012

77

Poster Session

Add-on lipid modulators
(statin and EPA) for PEG-IFN
and RBV Increases SVR
particularly in HCV patients
with intractable IL-28B
Rs8099917 Tg/GG allele

Fukuizumi K, Kohjima M, Yoshimoto
T, Fukushima N, Enjoji M,
Nakamura M

DDW 2012 (Annual
San Diego,
Meeting of the American USA
Association for the
Study of Liver
Diseases)(AASLD)
2012/5/19 -22
Gastroenterology
142（5)(Suppl.1):S-331, 2012

78

Poster Session

Leukocytapheresis enhances
colonic blood flow through the
up-regulation of CGRP
production in the rat colitis
model

Yamasaki H, Mitsuyama K,
Kobayashi T, Kuwaki K, Yoshioka S,
Nagayama K, Takedatsu H, Tsuruta
O, Sata M

DDW-2012 (113th Annual San Diego,
Meeting of the American USA
Gastroenterological
Association)(AGA)
2012/5/19 -22
Gastroenterology
142（5)(Suppl.1):S-718, 2012
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79

Poster Session

GLP-1R agonist increased
glucose uptake and inhibited
GSK3β phosphorylation through
the AMPK signaling pathways in
human hepatocytes

日程の下は掲載誌と、その頁です
Itou M, Kawaguchi T, Sakata M,
Taniguchi E, Sumie S, Oriishi T,
Mitsuyama K, Torimura T, Tsuruta
O, Sata M

DDW-2012 (113th Annual San Diego,
Meeting of the American USA
Gastroenterological
Association)(AGA)
2012/5/19 -22
Gastroenterology
142（5)(Suppl.1):S-1024, 2012

80

Oral Session

TACE inducer in non-pathogenic
intestinal commensal
microbiota in humans promotes
colon tumorigeneis via
accelerating of IL6 transsignaling in mucosal dendritic
cells
81

Poster Session

In vitro magnifying endoscopic
observation of non-neoplastic
bile duct mucosa: comparison
of endoscopic findings with
histopathology

Yamamoto M, Nagaoka N, Naito T,
Kado S, Takada T, Funabashi H,
Mitsuyama K, Stefan RJ, Nanno
M, Matsumoto S

DDW-2012 (113th Annual San Diego,
Meeting of the American USA
Gastroenterological
Association)(AGA)
2012/5/19 -22
Gastroenterology
142（5)(Suppl.1):S-43, 2012

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

DDW-2012 (American
Society for
Gastrointestinal
Endoscopy)(ASGE)

San Diego,
USA

2012/5/19 -22
Gastrointestinal Endoscopy
75(4)(Suppl.):AB395, 2012

82

診断に苦慮した胆管細胞由来の肝
腫瘍の一例

加藤真里、田中正俊、水島靖子、下
瀬茂男、大野美紀、内田信治、隈部
力、中島 収、山口 倫

日本超音波医学会（第85回 東京
学術集会）
2012/5/25 -27
Japanese Journal of Medical
Ultrasonics
39(Suppl.):S405, 2012

83

化学療法後の転移性肝癌における
超音波像と病理組織の比較

水島靖子、田中正俊、加藤真里、横
山俊朗、大野美紀、下瀬茂男、内田
信治、緒方 裕、中島 収、山口 倫

日本超音波医学会（第85回 東京
学術集会）
2012/5/25 -27
Japanese Journal of Medical
Ultrasonics
39(Suppl.):S429, 2012

84

胃合同症例検討会：指定読影

向笠道太

第37回部会研究会総会（第 熊本
51回日本消化器がん検診
学会総会 附置研究会）
2012/6/2

85

脾原発悪性リンパ腫併存下に肝
不全を呈したHBVキャリアの一例

天野恵介、井出達也、桑原礼一
郎、野村頼子、池園 友、高木浩
史、宮島一郎、有永照子、坂本照
夫、佐田通夫

第38回日本急性肝不全研
究会

金沢

2012/6/6
肝臓
53(7):461, 2012

86

シンポジウム（1）
B型慢性肝炎の最新治療

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

宮島一郎、井出達也、佐田通夫

第48回日本肝臓学会総会
2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A12, 2012

金沢

2012年 学会発表 P. 10
87

ワ−クショップ（4）

日程の下は掲載誌と、その頁です
住江修治、黒松亮子、佐田通夫

ズを超えて

肝細胞癌における病理学的な高度
門脈侵襲の臨床的重要性とその予
測因子の解析
ワ−クショップ（5）
転移性肝癌に対する治療の現状と展開

切除不能大腸癌肝転移症例に対す
る肝動注化学療法の検討
89

ワ−クショップ（8）
NASH／NAFLD から進展する肝硬変・肝癌の
現状と対応

53(Suppl.1):A55, 2012

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

ワ−クショップ（12）

福嶋伸良、國府島庸之、吉本剛
志、山崎晃裕、中村 吏、福泉公
仁隆、中牟田誠、佐田通夫

田中正俊、黒松亮子、佐田通夫

肝細胞癌治療アルゴリズム
(2009)と久留米大学病院と医療セ
ンターにおける肝細胞癌患者
(2001-2009)治療選択
中野聖士、鳥村拓司、佐田通夫

進行肝細胞癌に対するソラフェニ
ブの治療効果と肝外転移・肝内
病変の関係:多施設での検討

我が国における自己免疫性肝疾患の現状
と展開

ワ−クショップ（17）
進行肝細胞癌に対する化学療法の現状と展

有永照子、井出達也、佐田通夫、
宮島一郎、緒方 啓、桑原礼一
郎、鳥村拓司

永松洋明、城野智毅、德安秀紀、
鳥村拓司、佐田通夫

予後延長を目標としたStage別肝
細胞癌に対する肝動注化学療法の
検討
ワ−クショップ（22）
B型慢性肝炎に対する抗ウイルス療法の継続
と終了をめぐって

当院におけるHCV関連肝細胞癌治
療後のPEG IFNα2b／リ
バビリン併用療法の検討

金沢

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A144, 2012

宮島一郎、井出達也、桑原礼一
郎、緒方 啓、有永照子、佐田通
夫

B型慢性肝炎に対する核酸アナロ
グ製剤投与中止例の検討
95

第48回日本肝臓学会総会

53(Suppl.1):A122, 2012

開

94

金沢

53(Suppl.1):A115, 2012

自己免疫性肝炎に対する治療の背
景と予後 - コルチコステロイ
ドまたはアザチオプリン治
療の有無による比較 93

第48回日本肝臓学会総会

2012/6/7 -8
肝臓

ら臨床

ワ−クショップ（14）

金沢

2012/6/7 -8
肝臓

53(Suppl.1):A108, 2012

肝細胞癌に対する分子標的薬開発の基礎か

92

第48回日本肝臓学会総会

2012/6/7 -8
肝臓

の提案

ワ−クショップ（13）

金沢

2012/6/7 -8
肝臓

53(Suppl.1):A81, 2012

肝癌診療ガイドラインの活用と改訂へ

91

第48回日本肝臓学会総会

53(Suppl.1):A63, 2012

非B非C肝癌における内臓脂肪の検
討 - HCV陽性肝癌との比較
90

金沢

2012/6/7 -8
肝臓

肝細胞癌の個別化医療:腫瘍の個数とサイ

88

第48回日本肝臓学会総会

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A175, 2012

福泉公仁隆、國府島庸之、吉本剛
志、福嶋伸良、中村 吏、山崎晃
裕、中牟田誠、龍 知記、和田幸
之、高見裕子、才津秀樹、桃崎征
也

第48回日本肝臓学会総会
2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A205, 2012

金沢
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96

小肝癌の予後延長戦略としての脾
摘術の有用性

日程の下は掲載誌と、その頁です
黒松亮子、田中正俊、佐田通夫

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A207, 2012

97

切除不能脈管浸潤合併進行肝細胞
癌(Stage IvA HCC)に対するNew
FP療法の適応についての検討

新関 敬、黒木淳一、相野 一、
岩本英希、永松洋明、住江修治、
鳥村拓司、佐田通夫

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A211, 2012

98

99

100

101

102

103

肝発癌抑制を目指した耐糖能異常
へのアプローチ:C型肝炎におけ
るインクレチン動態と肝細胞糖取
り込みにおけるGLP-1シグナル
伝達経路

川口

巧、伊藤

実、佐田通夫

第48回日本肝臓学会総会

C型肝炎ウイルスcore蛋白は低酸
素環境下においてNF-κB/HIF-1α
軸を介してVEGFの発現を上昇させ
る

安倍満彦、古賀浩徳、吉田隆文、
増田 裕、谷口英太郎、川口
巧、矢野博久、鳥村拓司、上野隆
登、佐田通夫

第48回日本肝臓学会総会

Wntシグナルと低酸素ニッチの
接点:T-cell factor-4 isoformは
特異的モチーフ依存性にHIF-α分
解を制御する

古賀浩徳、Wands J、Kim M

第48回日本肝臓学会総会

造影効果がみられなかった高分
化型肝細胞癌におけるEOB造影
MRI，ソナゾイド造影US，動
注CT所見の比較

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

非アルコール性脂肪性肝炎に対す
る「小麦種皮ふすまペプチ
ド」の有効性と安全性に関する
基礎的検討

上野隆登、野方洋一、中村アン
ナ、中村 徹、増田 裕、古賀浩
徳、鳥村拓司、馬場真二、田口
順、石井邦英、佐田通夫

第48回日本肝臓学会総会

IL28B SNPメジャータイプに
おけるPEG IFN/RBV治療の検討

井出達也、泉 並木、熊田 卓、
島田紀朋、高口浩一、豊田秀徳、
佐田通夫

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A232, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A233, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A430, 2012

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A434, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A484, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A538, 2012

104

ワ−クショップ（14）
我が国における自己免疫性肝疾患の現状
と展開

原発性胆汁性肝硬変症の病態形成
における organic cation
transporter 1 の重要性
105

日本人原発性胆汁性肝硬変の病態
形成に関与するHLA-A, -B, -DP,
-DR遺伝子多型とCTLA-4, SLC4A2,
IL12A, IRF5遺伝子多型の検討

中牟田誠、國府島庸之、大石裕
樹、中村 稔、吉本剛志、山崎晃
裕、中村 吏、福嶋伸良、福泉公
仁隆、石橋大海、本多 彰、野崎
雄一、松﨑靖司、中島 淳、遠城
寺宗近

第48回日本肝臓学会総会

相葉佳洋、安波道郎、小森敦正、
右田清志、八橋 弘、中牟田誠、
福嶋伸良、太田 肇、石田仁也、
平田啓一、渡部幸夫、小松達司、
矢倉道泰、高野弘嗣、室 豊吉、
島田昌明、米田俊貴、山下晴弘、
竹崎英一、古賀満明、小林正和、
杉 和洋、正木尚彦、吉沢 要、
蒔田富士雄、高木 均、西村英
夫、石橋大海、中村 稔

第48回日本肝臓学会総会

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A123, 2012

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A289, 2012

金沢
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107

108

109

110

111

112

日程の下は掲載誌と、その頁です
国府島庸之、吉本剛志、山崎晃
裕、中村 吏、福嶋伸良、福泉公
仁隆、矢田雅佳、龍 知記、和田
幸之、高見裕子、才津秀樹、宇都
宮徹、島田光生、遠城寺宗近、中
牟田誠

第48回日本肝臓学会総会

国府島庸之、吉本剛志、山崎晃
裕、中村 吏、福嶋伸良、福泉公
仁隆、矢田雅佳、遠城寺宗近、中
牟田誠

第48回日本肝臓学会総会

C型慢性肝炎に対するスタチン
+EPAアドオン療法:治療抵抗性
群(IL28Bマイナー+core70 変異)
における成績

国府島庸之、吉本剛志、山崎晃
裕、中村 吏、福嶋伸良、福泉公
仁隆、矢田雅佳、坂本直哉、遠城
寺宗近、中牟田誠

第48回日本肝臓学会総会

肝癌幹細胞(Huh7 SP細胞)の糖・
脂質代謝関連遺伝子発現の検討:
臨床肝細胞癌との比較と脂質モ
ジュレーターによる治療

国府島庸之、坂部友彦、山崎晃
裕、中村 吏、吉本剛志、福嶋伸
良、福泉公仁隆、矢田雅佳、調
憲、前原喜彦、汐田剛史、遠城寺
宗近、中牟田誠

第48回日本肝臓学会総会

肝細胞癌組織における鉄代謝:肝
癌細胞における鉄の貯留

国府島庸之、吉本剛志、山崎晃
裕、中村 吏、福嶋伸良、福泉公
仁隆、矢田雅佳、調 憲、前原喜
彦、遠城寺宗近、中牟田誠

第48回日本肝臓学会総会

中牟田誠、國府島庸之、戸次真知
子、一ノ瀬雅子、安武健一郎、池
本美智子、吉本剛志、山崎晃裕、
中村 吏、福嶋伸良、福泉公仁
隆、遠城寺宗近

第48回日本肝臓学会総会

鳥村拓司、中野聖士、佐田通夫

第6回日本肝がん分子標的 箱根
治療研究会

脂肪肝形成における肝と内臓・皮
下脂肪との関連:臓器間ネット
ワークの観点から

PEG-IFN+RBV治療による貧血の病
態:ITPA遺伝子多型とヘプシ
ジンを含めた鉄代謝との関連

肝硬変患者における内臓肥満の実
態

パネルディスカッション
ソラフェニブ治療の実践 - 多数症例の使用経
験を踏まえた治療の実践と問題点の解決を示

53(Suppl.1):A295, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A338, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A361, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A430, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A431, 2012

金沢

2012/6/7 -8
肝臓
53(Suppl.1):A449, 2012

療研究会プログラム

進行肝細胞癌に対するソラフェニブ
治療の効果と問題点：Kurume Liver
Cancer Study Groupでの検討

114

2012/6/7 -8
肝臓

2012/6/16
第6回日本肝がん分子標的治

す-

113

金沢

p. 33, 2012

進行肝細胞癌に対するソラフェニブ
の治療効果と進行度の関係：多施設
での検討

中野聖士、鳥村拓司、佐田通夫

十二指腸乳頭部生検後に重症急性
膵炎をきたした１例

石田祐介

第6回日本肝がん分子標的 箱根
治療研究会
2012/6/16

第14回筑後地区肝胆膵研
究会

久留米

2012/6/19

115

116

頸部食道癌におけるHuman
Papilloma Virus感染の頻度と予
後に対する影響

深堀 理、加藤
島田安博

主題関連セッション

石田祐介、岡部義信、佐々木優、牛
島知之、杉山 元、加治亮平、安元
真希子、北里雄平、堀内彦之、木下
壽文、鶴田 修、佐田通夫

膵腫瘍

当施設で経験した膵漿液性嚢胞腫
瘍の超音波内視鏡所見 - CT所見と
の比較 -

健、山田康秀、

第16回日本がん分子標的
治療学会学術集会

北九州

2012/6/27 -29

第43回日本膵臓学会大会
2012/6/28 -29
膵臓
27(3):434, 2012

山形
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117

118

十二指腸浸潤部より腫瘍内の内視
鏡観察を行えた膵管内乳頭粘液性
癌の一例

EUS-FNAにて診断し得た肺小細胞
癌膵転移の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
佐々木優、岡部義信、牛島知之、石
田祐介、杉山 元、安元真希子、大
塚雄一郎、松尾 健、鶴田 修、佐
田通夫

第43回日本膵臓学会大会

牛島知之、岡部義信、佐々木優、石
田祐介、杉山 元、加治亮平、戸田
玲子、安元真希子、佐田通夫

第43回日本膵臓学会大会

山形

2012/6/28 -29
膵臓
27(3):480, 2012

山形

2012/6/28 -29
膵臓
27(3):546, 2012

119

主題関連セッション

北里雄平、安永昌史、吉富宗宏、赤
須 玄、御鍵和弘、丸山祐一郎、川
原隆一、石川博人、久下 亨、木下
壽文、岡部義信

第43回日本膵臓学会大会

肝硬変合併インスリノーマの１切除例 丸山祐一郎、石川博人、川嶋裕資、
赤須 玄、野北英史、北里雄平、
佐々木優、岡部義信、中山正道、木
下壽文

第43回日本膵臓学会大会

名嘉眞陽平、北里雄平、安永昌史、
赤須 玄、吉富宗宏、川原隆一、石
川博人、久下 亨、堀内彦之、木下
壽文、牛島知之、石田祐介、杉山
元、岡部義信、中山正道、安元真希
子、中島 収

第43回日本膵臓学会大会

岡部義信、杉山 元、牛島知之

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

膵癌・研究（3）

浸潤性膵管癌切除例における免疫
組織学的因子と予後との関連
120

121

122

浸潤性膵管癌両側卵巣転移の１例

シンポジウム（2-2）
非静脈瘤性消化管出血の内視鏡治療:下部消
化管,十二指腸乳頭出血 (内視鏡学会)

当院におけるERCP関連手技に伴う
乳頭部処置後出血例の現状と対処
方法
123

ワ−クショップ（2）

川口 巧、志波直人、佐田通夫

策 (消化器病学会)

「ハイブリッド訓練システム」に
よるNAFLD患者のインスリン抵抗
性と炎症性サイトカインにおよぼ
す影響
重粒子線加療後の血流評価を画像
上行うことができた胆管細胞癌の
一例

27(3):458, 2012

山形

2012/6/28 -29
膵臓
27(3):524, 2012

山形

2012/6/28 -29
膵臓
27(3):545, 2012

佐賀

2012/6/29 -30

生活習慣病としての肝胆膵疾患の現況と対

124

山形

2012/6/28 -29
膵臓

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

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、佐田通夫

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

125

GEMが奏功した切除不能進行膵癌
(Stage-IVb)の1例

池原龍一郎、菅 偉哉、永田 務、
久我征一郎、重松聡江、於保和彦、
鶴田 修、佐田通夫

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

126

胃未分化癌の1切除例

田口 順、末次理成、熊本正史、則
松 宏、矢野 徹、梶原雅彦、石井
邦英、島 一郎、上野隆登、矢野博
久、佐田通夫

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/6/29 -30

佐賀
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127

進行肝細胞癌に対してTACE併用リ
ザーバー留置下での集学的治療で
治療効果を認めた2例

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、
由谷 茂、原田和徳、佐田通夫

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

128

Vp4伴う肝細胞癌に対してミリプ
ラチン+5FU持続肝動注療法が奏効
した1例

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

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

129

130

経皮的ラジオ波焼灼療法後に腹腔
内出血による出血性ショックを来
した肝細胞癌の一例

食道静脈瘤治療後に発症した脳静
脈洞血栓症の1例

福嶋伸良、中村 吏、山崎晃裕、
吉本剛志、國府島庸之、河邉
顕、水谷孝弘、福泉公仁隆、沼口
宏太郎、岡元昌樹、原田直彦、中
牟田誠、佐田通夫

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

則松 宏、田口 順、梶原雅彦、馬
場真二、矢野 徹、末次理成、石井
邦英、上野隆登、佐田通夫、熊本正
史

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

佐賀

2012/6/29 -30

131

シンポジウム（1）

長尾由実子、佐田通夫

肝炎治療を促進するための取り組み:検診か
らインターフェロン治療までの連携と工
夫 (消化器病学会)

インターフェロン受療率を上げる工
夫 - 受領を妨げる要因と受諾に至る
きかっけの分析から
132

シンポジウム（1）
肝炎治療を促進するための取り組み:検診か
らインターフェロン治療までの連携と工
夫 (消化器病学会)

ワ−クショップ（1）
分子標的治療薬時代の炎症性腸疾患:内科的

井手康史、犬塚貞孝、池上素樹、有
尾啓介、松尾 功、田中俊彦、土橋
清高、薬師寺浩之、太田春彦、光武
良崇、中里栄介、古賀満明

衣笠哲史、赤木由人、白水和雄、光
山慶一

会・内視鏡学会合同)

潰瘍性大腸炎における外科治療の
現状と展望:とくに癌合併症例に
対して
臨床経過からMesalazineによる薬
剤性肺傷害と診断した潰瘍性大腸
炎の一例

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

治療と外科的治療の最前線 (消化器病学

134

佐賀

2012/6/29 -30

肝がん予防対策における医療と行政
の連携および協働
133

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

石原裕士、宗 祐人、久原研二郎、
岸 昌廣、酒見亮介、小野哲二朗、
高根順子、最所大輔、加藤達治、
佐々木英、下河辺正行

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

135

核酸アナログ製剤長期投与によ
り食道静脈瘤が改善したB型肝
硬変症の1例

相馬 渉、阿部寿徳、有田桂子、脇
坂昌紀、二宮繁生、其田和也、寺尾
英夫、有田 毅、沖本忠義、兒玉雅
明、村上和成、藤岡利生

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/6/29 -30

佐賀
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136

人間ドック内視鏡検査を契機に
診断されたCLLの一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
山口恵梨子、森 大介、柿ヶ尾佳
奈、福田慎一郎、岡本梨沙、原口和
大、瀬川由美子、水谷孝弘、國府島
庸之

第99回日本消化器病学会
九州支部例会、第93回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐賀

2012/6/29 -30

137

138

HCV core蛋白による肝がん細胞の
低酸素環境適応機構

Wnt/β-catenin/TCF-4シグナル伝
達と低酸素

安倍満彦、古賀浩徳、吉田隆文、増
田 裕、岩本英希、坂田雅浩、花田
慎一郎、中村 徹、谷口英太郎、川
口 巧、矢野博久、鳥村拓司、上野
隆登、佐田通夫

第8回広島肝臓プロジェクト
研究センターシンポジウム

古賀浩徳、Wands JR、Kim M

第8回広島肝臓プロジェクト
研究センターシンポジウム

広島

2012/7/6

広島

2012/7/6

139

小児炎症性腸疾患におけるFDGPET／CTの有用性

柳 忠宏、水落建輝、関 祥孝、牛
島高介、木村昭彦、光山慶一

第39回日本小児栄養消化
器肝臓学会、第29回日本
小児肝臓研究会 合同

大阪

2012/7/13 -15

140

ワ−クショップ（2）

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

第48回日本肝癌研究会

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、
矢野博久、佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

肝細胞癌の病理学的門脈侵襲にお
ける腫瘍肉眼型予測の重要性

住江修治、黒松亮子、佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

肝細胞癌における治療前高感度
AFP-L3％値を用いた多中心性再発
の危険性予測の有用性

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48回日本肝癌研究会

進行肝細胞癌に対するcancer
freeを目的とした肝動注化学療法

永松洋明、城野智毅、鳥村拓司、
佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

当院でのTACE不応に対するミリ
プラチンの有効性と安全性の検
討

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

第48回日本肝癌研究会

肝癌治療法としての肝移植の有用
性

黒松亮子、田中正俊、佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

進行肝癌に対するソラフェニ
ブの治療効果と進行度の関係:
多施設での検討

中野聖士、鳥村拓司、佐田通夫

非硬変肝のNASHに合併した肝細胞
癌の一切除例

田口 順、梶原雅彦、今村真大、
末次理成、上野隆登、矢野博久、
佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

閉塞性黄疸を来たす肝内胆管癌に
対しPTCD挿入後、重粒子線、全身
化学療法が奏功した１例

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

第48回日本肝癌研究会

肝癌類似病変診断の新しい展開:肝細胞腺腫
とFNHを中心に

FNH like lesionの画像診断の特
徴の検討
141

症例検討会（5）
症例検討会：診断5-1 症例

142

143

144

145

146

147

148

149

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

第48回日本肝癌研究会

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

2012/7/20 -21

金沢
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150

151

152

153

154

155

156

肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓
術における抗がん剤種類による
効果の比較

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

第48回日本肝癌研究会

急性増悪を呈した多結節性肝細胞
癌に対してソラフェニブ併用ミ
リプラチン肝動注療法が奏効
した１例

平井真吾、永松洋明、城野智毅、
丸岡浩人、德安秀紀、鳥村拓司、
佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

肝内に多発性結節病変を形成し、
転移性肝癌との鑑別に苦慮したト
キソカラ症の１例

末次理成、田口 順、則松 宏、
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48回日本肝癌研究会

TACE併用リザーバー留置下
での集学的治療を用いて著明な
奏功を認めた進行肝細胞癌の１例

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、佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

初期治療としてTACEを選択し、切
除可能となった肝腫瘍の２症例

黒木淳一、岩本英希、相野 一、
新関 敬、田尻能祥、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48回日本肝癌研究会

C型慢性肝炎SVR例に生じた異時
性三重複癌の一例

梶原雅彦、田口 順、今村真大、
末次理成、上野隆登、佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

シンポジウム（1）

藤永康成、松井 修、角谷眞澄、
小坂一斗、新村理恵子、泉 並
木、飯島尋子、佐田通夫、青柳
豊、森安史典、有井滋樹

第48回日本肝癌研究会

板野 哲、有松秀敏、久富順次
郎、永松洋明、松垣 諭、田中正
俊、田尻能祥、佐田通夫

第48回日本肝癌研究会

ミリプラチンを用いた反復TACE
により長期間制御が可能
であった多結節性肝細胞癌の2
症例

板野 哲、有松秀敏、久富順次
郎、永松洋明、松垣 諭、山崎三
樹、田尻能祥

第48回日本肝癌研究会

手術不能進行膵癌に対する一次治
療S-1不応後の二次治療ゲムシタ
ビンの効果についての後方視検討

深堀 理、近藤俊輔、上野秀樹、
清水 怜、光永修一、池田公史、
山口智宏、坂本康成、森実千種、
奥坂拓志

第10回日本臨床腫瘍学会
学術集会

医学教育の学習者と指導者へのア
ンケート調査から導いた医師国家
試験への提言

神代龍吉、北村 聖、志村俊郎、
福本陽平、吉田素文

第44回日本医学教育学会
大会

肝癌診療におけるGd-EOB-DTPA造影MRIの役
割

新しい肝細胞癌診断アルゴリ
ズムの提案 - 有井班の研究結
果から 157

日程の下は掲載誌と、その頁です

診療技術セッション（5）
動注化学療法:手技・プロトコールと治療
成績

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

金沢

2012/7/20 -21

大動脈留置型特殊リザーバー
(システム-I)を用いた肝細胞癌に
対する分割的IVR治療
158

159

160

金沢

2012/7/20 -21

大阪

2012/7/26 -28

2012/7/27 -28
医学教育
43(Suppl.):117, 2012

横浜
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161

脂質異常からみたNAFLDの頻度と
NAFLDに対するロスバスタチンの効
果

日程の下は掲載誌と、その頁です
石井邦英、田口 順、馬場真二、則
松 宏、矢野 徹、梶原雅彦、上野
隆登

第8回消化器病における性
差医学・医療研究会

京都

2012/8/4
医学と薬学
68(3):434, 2012

162

Session(2): Pancreatobiliary

Okabe Y

Biliary stenting for unresectable
malignant biliary obstruction
163

164

165

166

167

168

Endoscopy Forum Japan
2012

Otaru, Japan

2012/8/4 -5

田中俊光、川口 巧、橋口道俊、
住江修治、三好寛明、秋葉 純、
鹿毛政義、大島孝一、岡村 孝、
佐田通夫

第298回日本内科学会九州 北九州
地方会

Vp4伴う肝細胞癌に対して放射線
治療併用肝動注療法が奏効した1
例

堤 翼、永松洋明、平井真吾、丸
岡浩人、城野智毅、徳安秀紀、吉
田 博、佐田通夫

第298回日本内科学会九州 北九州
地方会

術前の進展範囲診断に難渋した胆
管癌の一切除例

佐々木優、岡部義信、牛島知之、石
田祐介、杉山 元、安元真希子、中
山正道、丸山祐一郎、緒方俊郎、木
下壽文、鶴田 修、佐田通夫

第57回日本消化器画像診
断研究会

肝硬変患者の精神神経機能低下と
脂質プロファイル

谷口英太郎

第16回肝と栄養の会

Ｃ型肝硬変患者における膵内分泌
細胞島の変化

坂田雅浩

要請演題（4）

江森啓悟、井上博人、森田幸彦、於
保和彦、佐田通夫

原発性胆汁性肝硬変症に低γglobulin血症を合併した１例

稀な、門脈圧亢進症症例（2）

2012/8/25

2012/8/25

宮城県松島
町

2012/8/31 -9/1

東京

2012/9/1

第16回肝と栄養の会

東京

2012/9/1

第19回日本門脈圧亢進症
学会総会

東京

2012/9/7 -8
日本門脈圧亢進症学会雑誌

小児における食道胃静脈瘤内視鏡
治療の検討

18(3):90, 2012

169

ストーマ静脈瘤破裂に対して直視下 井上博人、江森啓悟、高木浩史、池
にCyanoacrylate局注を行い止血をし 園 友、春田 剛、疋田茂樹、森眞
二郎、坂本照夫、鶴田 修、佐田通
得た１例
夫

第19回日本門脈圧亢進症
学会総会

東京

2012/9/7 -8
日本門脈圧亢進症学会雑誌
18(3):103, 2012

170

171

172

173

拡大観察診断が困難であった表層
組織異型の弱い胃癌1例と非癌上
皮におおわれた胃癌の2例

松尾 健、渡辺靖友、向笠道太、
住江博明、吉田 光、鶴田 修

第9回拡大内視鏡研究会

Sessile Serrated Adenoma/Polyp
に併存した早期大腸癌の1例

長田修一郎、鶴田 修、河野弘
志、長谷川申、有田桂子、前山泰
彦、野田哲裕、安元真希子、秋葉
純、佐田通夫

第9回拡大内視鏡研究会

深達度診断に苦慮した直腸SM癌の
1例

前山泰彦

第22回大腸IIc研究会

Poster Session

Nagamatsu H, Torimura T, Sata M

Hepatic arterial infusion
chemotherapy aimed at cancerfree state for advanced
hepatocellular

東京

2012/9/8

東京

2012/9/8

東京

2012/9/9

International Liver
Berlin,
Cancer Association, 6th Germany
Annual Conference (ILCA
2012)
2012/9/14 -16
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174

Poster Session

Hepatic arterial infusion
chemotherapy in patients with
advanced hepatocellular
carcinoma
175

Poster Session

Study of hepatic arterial
infusion chemotherapy for
liver metastasis from
colorectal cancer
176

177

重粒子線加療後の肝血流評価に
フュージョン画像を用いた胆管細胞
癌の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
Niizeki T, Sumie S, Torimura T,
Sata M

International Liver
Berlin,
Cancer Association, 6th Germany
Annual Conference (ILCA
2012)
2012/9/14 -16

Shirono T, Nagamatsu H, Torimura
T, Sata M

International Liver
Berlin,
Cancer Association, 6th Germany
Annual Conference (ILCA
2012)
2012/9/14 -16

田中正俊、大野美紀、下瀬茂男、佐
田通夫

第14回九州肝癌研究会学
術講演会

福岡

2012/9/15

肝血管肉腫の画像診断 - CT・MRIと 隈部 力、中島 収、黒松亮子
病理の対比を中心に -

第14回九州肝癌研究会学
術講演会

福岡

2012/9/15

178

179

肝細胞癌における治療前高感度
AFP-L 3％値を用いた多中心性再
発の危険性予測への有用性

佐谷 学、黒松亮子、住江修治、中
野聖士、山田慎吾、鳥村拓司、佐田
通夫

第14回九州肝癌研究会学
術講演会

English Oral Session

Koga H, Abe M, Yano H, Ueno T,
Torimura T, Kim M, Wands J, Sata
M

第71回日本癌学会学術総
会

川原隆一、吉富宗宏、北里雄平、
御鍵和弘、赤須 玄、石川 博
人、久下 亨、佐々木優、杉山
元、石田祐介、岡部義信、堀内彦
之、木下壽文

第48回日本胆道学会学術
集会

北里雄平、緒方俊郎、吉富宗宏、
三原勇太郎、御鍵和弘、酒井久
宗、奥田康司、木下壽文、石田祐
介、岡部義信、中山正道、安元真
希子、中島 収

第48回日本胆道学会学術
集会

漢方薬内服中に腹痛、血便で発症し 中馬健太、宮岡正喜、辛島嘉彦、佐
藤公昭、花田慎一郎、森田幸彦、福
た特発性腸間膜静脈硬化症の１例
嶋博文、岩下朋徳

第37回日本大腸肛門病学
会九州地方会

T-cell factor-4 isoforms regulate
resistance involving upregulation of
Bmi-1 in hepatocellular carcinoma
cells
180

181

182

183

腹腔鏡下胆嚢摘出術後6ヵ月後発
症した胆管狭窄に対し、胆管空腸
吻合術を施行した1例

異所性異時性再発と考えられた胆
管内乳頭状腫瘍再発の一切除例

若年発症のスキルス大腸癌の一例

有田桂子

福岡

2012/9/15

札幌

2012/9/19 -21

京王プラザ
ホテル

2012/9/20 -21
胆道
26(3):502, 2012

京王プラザ
ホテル

2012/9/20 -21
胆道
26(3):511, 2012

福岡

2012/9/21

第37回日本大腸肛門病学
会九州地方会

福岡

2012/9/21

184

経時的胆管像をみた原発性硬化性
胆管炎の一例

平塚 潤、有永照子、佐々木優、
岡部義信、井出達也、佐田通夫

第27回自己免疫性消化器
疾患研究会

久留米

2012/9/25

185

常用中の市販薬３剤すべてがDLST
陽性となった自己免疫性肝炎の一
例

花田慎一郎、吉村哲広、中馬健
太、辛島嘉彦、佐藤公昭、宮岡正
喜、森田幸彦、福嶋博文、矢野博
久、佐田通夫

第27回自己免疫性消化器
疾患研究会
2012/9/25

久留米
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186

187

188

日程の下は掲載誌と、その頁です

アンチトロンビン欠損症に起因す
ると考えられた上腸間膜静脈血栓
症の一例

山崎 博、中村剛之、奥英二郎、
小林哲平、桑木光太郎、長山幸
路、吉岡慎一郎、竹田津英稔、光
山慶一、岡村 孝、佐田通夫

第27回自己免疫性消化器
疾患研究会

打ち抜き様の多発食道潰瘍、大腸
潰瘍を認め診療に苦慮した高齢者
の一症例

久米村寛大、福永秀平、佐田通夫

第27回自己免疫性消化器
疾患研究会

シンポジウム（4）

古賀浩徳、中村 徹、鳥村拓司、上
野隆登、佐田通夫

分子形態的アプローチによる肝病態解明の最

久留米

2012/9/25

久留米

2012/9/25

前線

第44回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

高知

2012/9/28 -29

Wntシグナル転写因子T-cell factor
-4は抗癌剤耐性を制御する
189

GPS分類での栄養評価の有用性の
検討

冨野真美、井樋涼子、久米由季、高
松むつこ、川口 巧、的野 吾

第4回日本静脈瘤経腸栄養 福岡
学会九州支部学術集会
2012/9/29

190

191

慢性肝疾患を有する入院患者の転
倒と栄養状態との関連

ソナゾイド造影超音波による
胆管細胞癌の重粒子線治療後の血
流評価

末継拓郎、大津山樹理、今永美波、
石井久美子、谷口英太郎、川口
巧、伊藤 実、居石哲治、大塚百
香、田中粹子、佐田通夫、後藤恵美
子、小野 緑

第4回日本静脈瘤経腸栄養 福岡
学会九州支部学術集会

加藤真里、田中正俊、大野美紀、
水島靖子、下瀬茂男、中島 収、
山口 倫

日本超音波医学会(第22回 北九州
九州地方会学術集会)

2012/9/29

2012/9/30
Japanese Journal of Medical
Ultrasonics
40(1):95, 2013

192

化学療法後の転移性肝癌における
超音波像と病理組織を比較した１
症例

水島靖子、田中正俊、加藤真里、
横山俊朗、下瀬茂男、大野美紀、
内田信治、緒方 裕、中島 収、
山口 倫

日本超音波医学会(第22回 北九州
九州地方会学術集会)
2012/9/30
Japanese Journal of Medical
Ultrasonics
40(1):98, 2013

193

経時的に多彩な超音波像を呈した
悪性黒色腫肝転移の１例

川野祐幸、黒松亮子、谷 直美、
猿田 寛、隈部 力、梶村克成、
佐田通夫、中島 収

日本超音波医学会(第22回 北九州
九州地方会学術集会)
2012/9/30
Japanese Journal of Medical
Ultrasonics
40(1):98, 2013

194

造影超音波検査が有用と考えら
れた消化管ポリポージスの
一例

酒井味和、黒松亮子、河野弘志、
安元真希子、住江修治、佐谷
学、中野聖士、山田慎吾、鶴田
修、佐田通夫

日本超音波医学会(第22回 北九州
九州地方会学術集会)
2012/9/30
Japanese Journal of Medical
Ultrasonics
40(1):103, 2013

195

196

当院におけるInfliximab投与の現状 - 山崎 博、小林哲平、桑木光太郎、
効果予測因子の検討と、実際の投与 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
上の注意点について
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12回IBDを学ぶ会

久留米

2012/10/5

第9回IBD勉強会（20th
JDDW附置研究会）
2012/10/10

神戸

2012年 学会発表 P. 20
197

シンポジウム（1）

日程の下は掲載誌と、その頁です
中野聖士、岩本英希、佐田通夫

分子標的治療の限界を超える新しい肝癌治
療法の開発

2012/10/10 -11
肝臓

S-1メトロノミック化学療法を併
用した分子標的治療の切除不能肝
細胞癌に対する効果
198

シンポジウム（3）

20th JDDW（第16回日本肝 神戸
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会 合同）

53(Suppl.2):A568, 2012

谷口英太郎、川口

巧、佐田通夫

ミニマル肝性脳症の診断・病態・治療

肝硬変患者の精神神経機能に対す
る脂質プロファイルの意義

20th JDDW（第16回日本肝 神戸
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会 合同）
2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A577, 2012

199

パネルディスカッション（3）

有永照子、井出達也、佐田通夫

処法

20th JDDW（第16回日本肝 神戸
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会 合同）

自己免疫性肝炎におけるコルチコ
ステロイド治療無効例の特徴

2012/10/10 -11
肝臓

自己免疫性肝炎－重症・難治例の現状と対

53(Suppl.2):A603, 2012

200

シンポジウム（10）

古賀浩徳、鳥村拓司、佐田通夫

肝発癌・進展機序研究に与える幹細胞学の
インパクト

低酸素環境におけるβ-cateninTCF-4相互作用と肝癌の悪性化

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会、第10
回日本消化器外科学会大
会 合同）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A592, 2012

201

パネルディスカッション（13）

小川聡志、永松洋明、佐田通夫

チーム医療で提供する最善の肝臓病診療

肝硬変症例における入院経過中血
清アルブミン濃度低下に対する栄
養療法介入の検討

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会、第10
回日本消化器外科学会大
会 合同）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A620, 2012

202

パネルディスカッション（7）

新関

敬、住江修治、佐田通夫

肝疾患の病態に及ぼす血小板の意義

肝動注化学療法を施行された進行
脈管浸潤合併肝細胞癌の治療効果
及び予後予測における血小板の意
義

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会、第50
回日本消化器がん検診学
会大会 合同)

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A609, 2012

203

ワークショップ（1）
非B非C型肝癌を見落とさないための方策

非B非C肝癌に関連する新規リスク
ファクターの検討

山田慎吾、川口

巧、佐田通夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会、第50
回日本消化器がん検診学
会大会 合同）
2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A632, 2012

神戸
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204

ワークショップ（2）

日程の下は掲載誌と、その頁です
井出達也、有永照子、佐田通夫

高齢者のC型肝炎 - どう扱うか？

高齢C型慢性肝疾患患者における
年令別検査値からみた肝発癌の検
討

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会、第50
回日本消化器がん検診学
会大会 合同）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A639, 2012

205

HCV RNA定性陰性のサンプルから
クローニングされたHCVのウイル
ス学的特徴

緒方 啓、井出達也、桑原礼一
郎、宮島一郎、有永照子、佐田通
夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A682, 2012

206

肝癌細胞死におけるTHADA
(thyroid adenoma associated
gene)の役割に関する検討

吉田隆文、早川政子、秋葉 純、
久本隆生、安倍満彦、古賀浩徳、
鳥村拓司、矢野博久、佐田通夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A716, 2012

207

アルコール性肝硬変に起因した肝
細胞癌における多中心性再発の検
討

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

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A717, 2012

208

肝細胞癌における治療前高感度
AFP-L3%値を用いた多中心性再発
の危険性予測の有用性

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

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A721, 2012

209

肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓
術における抗がん剤種類による効
果の比較

城野智毅、永松洋明、平井真吾、
德安秀紀、佐田通夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A727, 2012

210

ピオグリタゾンのHCV関連肝細胞
癌再発抑制における有効性の検討

住江修治、川口 巧、黒松亮子、
鳥村拓司、佐田通夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A735, 2012

211

肝外転移を伴う進行肝細胞癌
(stage IVB)の検討

相野 一、住江修治、黒木淳一、
田尻能祥、新関 敬、黒松亮子、
中野聖士、佐谷 学、山田慎吾、
鳥村拓司、佐田通夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A736, 2012

212

化学療法を導入した肝内胆管癌の
予後予測因子

福嶋伸良、國府島庸之、吉本剛
志、中村 吏、山崎晃裕、黒川美
穂、岩田真悠子、福泉公仁隆、中
牟田誠、佐田通夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）
2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A755, 2012

神戸
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213

当院における80歳以上の高齢者肝
細胞癌治療の現状

日程の下は掲載誌と、その頁です
松垣 諭、酒見亮介、佐藤英博、
奥田康司、緒方俊郎、久保保彦

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A729, 2012

214

75才以上の高齢肝細胞癌患者の長
期治療成績

安東栄治、田中正俊、堀まいさ、
下瀬茂男、大野美紀、倉岡 圭、
原田和徳

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A730, 2012

215

216

PRT3剤併用療法時のピタバスタチ
ン+EPAアドオン療法の効果

ベースラインの効果予測因子をふ
まえたResponse-guided therapy
の検討

吉本剛志、国府島庸之、中牟田
誠、福嶋伸良、福泉公仁隆、古庄
憲浩、高橋和弘、野村秀幸、梶原
英二、道免和文、佐藤丈顕、林
純

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

豊田秀徳、熊田 卓、島田紀朋、
高口浩一、井出達也、佐田通夫、
泉 並木

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A751, 2012

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A752, 2012

217

218

PRT3剤併用療法時の副作用（皮
疹、貧血、腎障害）対策

ワークショップ（6）

中村 吏、国府島庸之、中牟田
誠、吉本剛志、福嶋伸良、福泉公
仁隆、古庄憲浩、高橋和弘、野村
秀幸、梶原英二、道免和文、佐藤
丈顕、林 純

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会）

川口

20th JDDW（第43回日本消
化吸収学会総会、第54回
日本消化器病学会大会、
第16回日本肝臓学会大
会、第10回日本消化器外
科学会大会 合同）

巧、山岸昌一、佐田通夫

病態栄養からみた肝・胆・膵疾患 - 治療へ
の応用 -

分岐鎖アミノ酸のHCV関連インス
リン抵抗性とPigment
Epithelium-derived Factorにお
よぼす影響

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A754, 2012

神戸

2012/10/10 -11
肝臓
53(Suppl.2):A651, 2012

219

パネルディスカッション（17）

永松洋明、鳥村拓司、佐田通夫

進行肝細胞癌治療におけるcontroversy（手
術・Sorafenib・動注・粒子線治療、いずれ
が主役となるべきか？）

進行肝細胞癌に対するcancer
freeを目的とした肝動注化学療法

20th JDDW（第10回日本消
化器外科学会大会、第54
回日本消化器病学会大
会、第16回日本肝臓学会
大会 合同）

神戸

2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A533, 2012

220

パネルディスカッション（12）
ウイルス性肝炎と肝外病変

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、鹿毛政義、佐田通夫

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会 合
同）
2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A513, 2012

神戸
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221

パネルディスカッション（12）

日程の下は掲載誌と、その頁です
長尾由実子、佐田通夫

ウイルス性肝炎と肝外病変

扁平苔癬の発症リスク因子とイン
ターフェロン治療による影響

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会 合
同）

神戸

2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A512, 2012

222

シンポジウム（7）

長尾由実子、佐田通夫

Cohort研究からみたウイルス性肝炎の解明

九州X町住民のコホート研究から
得られた知見と解決策

20th JDDW（第16回日本肝
臓学会大会、第54回日本
消化器病学会大会、第50
回日本消化器がん検診学
会大会 合同）

神戸

2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A400, 2012

223

シンポジウム（14）

伊藤

実、川口

巧、佐田通夫

機能性消化管障害の病態と治療

機能性消化管障害患者における
QOLと血中活性型GLP-1濃度の関連

20th JDDW（第54回日本消
化器病学会大会、第84回
日本消化器内視鏡学会総
会、第43回日本消化吸収
学会総会 合同)

神戸

2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A432, 2012

224

高度の血小板減少を合併する小型
肝癌における補助治療としての脾
摘の有用性

田中正俊、熊田

卓、佐田通夫

20th JDDW（第54回日本消
化器病学会大会）

神戸

2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A719, 2012

225

226

227

十二指腸乳頭部腫瘍における免疫
組織化学的検討

肝細胞癌の胆管浸潤に対するメタ
リックステントの有効性

ワークショップ（20）
患者にやさしいERCPの工夫

ショートガイドワイヤーを用いた
胆道内視鏡治療 - 患者に優しい
ERCPを目指して –

安元真希子、秋葉 純、内藤嘉
紀、小笠原幸子、中山正道、角
明子、真田咲子、佐々木優、牛島
知之、石田祐介、杉山 元、岡部
義信、木下壽文、鶴田 修、佐田
通夫、矢野博久

20th JDDW（第54回日本消
化器病学会大会）

河邉 顕、高岡雄大、藤山 隆、
植田圭二郎、福泉公仁隆、吉本剛
志、国府島庸之、福嶋伸良、山崎
章裕、水谷孝弘、原田直彦、中牟
田誠

20th JDDW（第54回日本消
化器病学会大会）

中嶋哲也、岡部義信、佐田通夫

20th JDDW（第84回日本消
化器内視鏡学会総会、第
54回日本消化器病学会大
会 合同）

神戸

2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A805, 2012

神戸

2012/10/10 -13
日本消化器病学会雑誌
109(Suppl.):A731, 2012

2012/10/10 -13
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.2):2769, 2012

神戸
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228

大腸病変に対するNBI拡大観察を
用いた質・深達度診断の前向き検
討

日程の下は掲載誌と、その頁です
野田哲裕、鶴田 修、前山泰彦、
長田修一郎、有田桂子、長谷川
申、安元真希子、河野弘志、光山
慶一、佐田通夫

20th JDDW（第84回日本消
化器内視鏡学会総会）

神戸

2012/10/10 -13
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.2):2913, 2012

229

230

粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃
angiodysplasiaの一例

地域一体型NSTへの取り組み - 栄
養情報提供の有用性について -

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、國府島庸之、吉本剛志、河
邉 顕、福嶋伸良、福泉公仁隆、
桃崎征也、松浦修司、安森弘太
郎、中牟田誠、原田直彦

20th JDDW（第84回日本消
化器内視鏡学会総会）

神戸

池本美智子、増田香織、徳永真矢、
辻丸祐規子、松元俊博、松尾 進、
吉川博政、福泉公仁隆

第14回日本医療マネジメン 佐世保
ト学会学術集会、日本医療
マネジメント学会（第11回九
州・山口連合大会）

2012/10/10 -13
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.2):2901, 2012

2012/10/12 -13
日本医療マネジメント学会雑誌
13:200, 2012

231

鎮静化における上部消化管内視鏡
検査時の咽頭麻酔の必要性に関す
る検討

黒髪由可、山本美子、武宮朋子、鶴
田祐里、永冨千穂、竹尾由香、宮岡
正喜、森田幸彦、佐藤公昭、林 克
美

第69回日本消化器内視鏡
技師学会（20th JDDW 附
置研究会）

神戸

2012/10/13
Gastroenterological
Endoscopy
54(Suppl.2):3027, 2012

232

233

クリニカルパスを用いたインターフェ
ロン併用３剤療法におけるチームア
プローチ

寺川麻美、中村美津子、末次富子、
冨永潔美、武下陽子、黒田麻衣、権
藤祐子、福嶋博文、蓮輪博嗣、西村
悦子、原田香里

第65回済生会学会

シンポジウム（3）

光山慶一

第49回日本臨床生理学会
総会

漢方薬と消化管機能

Poster Sessions

Evaluation of initial hemostasis for
upper gastrointestinal bleeding in
the elderly with anticoagulants
235

進行肝細胞癌に対するミリプラ
チン+5FU併用持続肝動注療法の
Phase I試験

2012/10/13 -14

長崎

2012/10/18 -19
日本臨床生理学会雑誌

漢方薬と消化管機能：大建中湯に
よるクローン病患者の血中アドレ
ノメデュリン濃度の変化
234

京都

42(5):57, 2012

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

20th United European
Gastroenterology Week
(UEGW)

Amsterdam,
The
Netherlands

2012/10/20 -24

永松洋明、鳥村拓司、城野智毅、
吉田 博、佐田通夫

第50回日本癌治療学会学
術集会

横浜

2012/10/25 -27
日本癌治療学会会誌
47(3):2383, 2012

236

炎症性腹部大動脈瘤を伴ったIgG4
関連疾患の１症例

牛島知之、岡部義信、佐々木優、石
田祐介、杉山 元、鶴田 修、佐田
通夫、安元真希子

第42回九州膵研究会
2012/11/1

鹿児島

2012年 学会発表 P. 25
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シンポジウム（1）
拡大内視鏡の最前線

当科の大腸腫瘍診断におけるNBI
の位置付け

日程の下は掲載誌と、その頁です
前山泰彦、河野弘志、酒井 健、
野田哲裕、長田修一郎、有田桂
子、長谷川申、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

238

ワークショップ（1）
消化器疾患と生活習慣(病)

非B非C肝癌に関連する生活習慣病
の検討

山田慎吾、川口 巧、黒松亮子、
住江修治、佐谷 学、黒木淳一、
田尻能祥、新関 敬、中野聖士、
相野 一、鳥村拓司、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

239

ワークショップ（2）
インターベンショナル EUS の現状と展望

当院の胆膵疾患に対する診断的
EUS-FNAの成績と診断能向上のた
めの工夫
240

急性増悪を呈した多結節性肝細胞
癌に対してソラフェニブ併用ミ
リプラチン肝動注療法が奏効
した1例

石田祐介、岡部義信、杉山 元、
牛島知之、佐々木優、安元真希
子、加治亮平、多比良朋希、鹿毛
政義、鶴田 修、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

城野智毅、永松洋明、堤 翼、丸
岡浩人、平井真吾、德安秀紀、吉
田 博、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

241

242

7年間の経過観察後に切除術を
行ったIPMCの1例

膵疾患に対するEUS Elastography
(EG-EUS)の使用経験

宮原健輔、加治亮平、川口俊弘、
森 敦、中根智幸、國武泰史、前
川隆一郎、新井相一郎、貝原
淳、岡部義信、自見厚郎、佐田通
夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

永田 務、菅 偉哉、久賀征一
郎、池原龍一郎、重松聡江、於保
和彦、鶴田 修、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3

243

Cowden病の2例

有田桂子、阿部寿徳、相馬 渉、
二宮繁生、其田和也、脇坂昌紀、
有田 毅、沖本忠義、兒玉雅明、
村上和成、藤岡利生

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

244

診断に苦慮した胃未分化癌の1例

國武泰史、加治亮平、川口俊弘、
森 敦、中根智幸、宮原健輔、前
川隆一郎、牛島正貴、貝原 淳、
田口 順、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

245

246

胃GISTに対して腹腔鏡補助下内視
鏡的全層切除術を施行した1例

膵炎後の膵仮性嚢胞にて生じた
十二指腸閉塞が長期保存的加療
により改善した一例

大内彬弘、田宮芳孝、豊増 靖、
森田 拓、安本紗代、垣内誠也、
河野克俊、山内亨介、笹原弘子、
島松一秀、坂田研二、野口和典、
鶴田 修、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

馬場真二、梶原雅彦、鈴木 稔、
則松 宏、矢野 徹、田口 順、
石井邦英、上野隆登、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3
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保存的に救命しえたプロテイン
S欠損症による上腸間膜静脈・門
脈血栓症の1例

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

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

248

249

神経内分泌腫瘍の一例

画像上早期腫瘍濃染像がみられ
た末梢型肝内胆管癌の一例

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

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

井本圭祐、永松洋明、水上直久、
堤 翼、平井真吾、丸岡浩人、城
野智毅、德安秀紀、渡辺次郎、吉
田 博、鳥村拓司、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3

250

ヨード系造影剤アレルギーの 森慎一郎、永松洋明、水上直久、
ある進行肝細胞癌症例に対してCO2 堤 翼、平井真吾、丸岡浩人、城
を用いたIVR治療により奏功した1 野智毅、德安秀紀、吉田 博、鳥
村拓司、佐田通夫
例

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

251

食道Fibrovascular Polypの一例

山内亨介、田宮芳孝、豊増 靖、
森田 拓、安本紗代、大内彬弘、
垣内誠也、河野克俊、坂田研二、
野口和典、島松一秀、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

252

ダブルバルーン内視鏡を用
いて食喰イレウスを解除し手術回
避が可能であった一例

酒見亮介、宗 祐人、石原裕士、
久原研二郎、小野哲二朗、高根順
子、寺部寛哉、下河辺正行、岸
昌廣、奥雄一朗、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

253

254

255

腸閉塞にて発症した十二指腸の腸
症型T細胞リンパ腫の1例

若年性のスキルス大腸癌

テラプレビル+ペグイン
ターフェロンα-2b+リバビリ
ンの3剤併用療法中に間質性肺炎

豊増 靖、田宮芳孝、森田 拓、
安本紗代、大内彬弘、垣内誠也、
河野克俊、山内亨介、笹原弘子、
島松一秀、坂田研二、野口和典、
鶴田 修、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

有田桂子、阿部寿徳、相馬 渉、
二宮繁生、其田和也、脇坂昌紀、
有田 毅、沖本忠義、兒玉雅明、
村上和成、藤岡利生、赤木智徳、
猪俣雅史、白下英史、北野正剛

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

君付優子、永松洋明、堤 翼、丸
岡浩人、平井真吾、城野智毅、德
安秀紀、吉田 博、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3

256

簡易リザーバーを用いた抗生
剤の肝動注療法により改善した肝
膿瘍の一例

佐々木研輔、永松洋明、堤 翼、
丸岡浩人、平井真吾、城野智毅、
德安秀紀、吉田 博、鳥村拓司、
佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3
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重症偽膜性腸炎に対し大腸内視鏡
下直接バンコマイシン散布
が有効であった一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
平岡裕樹、城野智毅、永松洋明、
堤 翼、丸岡浩人、平井真吾、德
安秀紀、吉田 博、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

258

ESDにて切除しえた腎癌胃転移の
一例

榊原重成、向笠道太、渡辺靖友、
松尾 健、住江博明、吉田 光、
中原慶太、佐野有哉、秋葉 純、
河野弘志、鶴田 修、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

259

妊娠中に発症し胎児に腹水を認め
た自己免疫性肝炎の1例

伏見 崇、古賀浩徳、上妻友隆、
有永照子、堀 大蔵、嘉村敏治、
佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

260

半年で肉眼的形態変化を伴うSM
浸潤を来した早期大腸癌の一例

草場喜雄、長田修一郎、野田哲
裕、前山泰彦、有田桂子、長谷川
申、河野弘志、光山慶一、鶴田
修、佐田通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2012/11/2 -3

261

262

鋸歯状腺腫および過形成病変を
背景として発生した早期大腸癌の
1例

シンポジウム（2）
消化器疾患における新規治療法

慢性C型肝炎に対する新規Peg-IFN
+RBV+TPV併用療法の治療成績：IL
-28B SNPs毎のウイルス動態を中
心に
263

シンポジウム（2）
消化器疾患における新規治療法

切除不能膵癌に対する新規化学療
法Gemcitabine+erlotinib併用療
法の有用性

264

シンポジウム（2）
消化器疾患における新規治療法

当院における潰瘍性大腸炎に対す
るタクロリムス使用経験(寛解導
入と寛解維持効果について)
265

ワークショップ（1）
消化器疾患と生活習慣(病)

切除不能進行膵癌の集学的治療に
おける膵内外分泌機能障害(膵性
糖尿病、消化吸収障害)の管理の
重要性

森田 俊、野田哲裕、鶴田 修、
酒井 健、前山泰彦、長田修一
郎、有田桂子、長谷川申、河野弘
志、光山慶一、安元真希子、佐田
通夫

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

吉本剛志、國府島庸之、黒川美
穂、岩田真悠子、中村 吏、福嶋
伸良、福泉公仁隆、藤森 尚、河
邉 顕、原口和大、隅田頼信、原
田直彦、遠城寺宗近、中牟田誠

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

藤森 尚、河邉 顕、寺松克人、
黒川美穂、岩田真悠子、山口恵梨
子、中村 吏、柿ヶ尾佳奈、岡本
梨沙、原口和大、隅田頼信、國府
島庸之、吉本剛志、福嶋伸良、福
泉公仁隆、原田直彦、中牟田誠、
伊藤鉄英

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

小篠洋之、荒木靖三、野明俊裕、
岩本一亜、佐藤郷子、鍋山健太
郎、新垣淳也、的野敬子、岩谷泰
江、高野正博、白水和雄、光山慶
一

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

河邉 顕、藤森 尚、寺松克人、
黒川美穂、岩田真悠子、中村
吏、吉本剛志、國府島庸之、福嶋
伸良、山口恵梨子、柿ヶ尾佳奈、
岡本梨沙、原口和大、隅田頼信、
福泉公仁隆、原田直彦、中牟田
誠、伊藤鉄英

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3

2012/11/2 -3
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268

269

270

腸管スピロヘータ症
(intestinal spirochetosis)の2
例

カルチノイドを同一病変内に合
併し、超音波内視鏡で深達度診
断を深読みした早期胃癌の1例

CT colonographyが診断の一助
となった虫垂膀胱瘻の1例

緩徐な経過で多発肝腫瘍、両耳
下腺腫脹、多発肺腫瘍を認め悪性
リンパ腫の診断可能となった一
例

鶏骨誤飲による消化管異物を内視
鏡的に摘出しえた1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
原口和大、波戸崎萌奈美、山口恵
梨子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、藤
森 尚、隅田頼信、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、中山吉福、中村和彦

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

柿ヶ尾佳奈、山口恵梨子、黒川美
穂、岩田真悠子、寺松克人、中村
吏、岡本梨沙、原口和大、藤森
尚、隅田頼信、國府島庸之、吉本
剛志、松浦秀司、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100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

隅田頼信、山口恵梨子、加来真理
子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、藤森
尚、原口和大、吉本剛志、國府島
庸之、河邉 顕、福嶋伸良、福泉
公仁隆、中牟田誠、中山吉福、松
浦秀司、松本載恭、池尻公二、原
田直彦、中村和彦

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

是久翔太郎、中村 吏、黒川美
穂、岩田真悠子、山口恵梨子、寺
松克人、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、
原口和大、藤森 尚、隅田頼信、
國府島庸之、吉本剛志、河邉
顕、福嶋伸良、福泉公仁隆、原田
直彦、中牟田誠

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

西岡 慧、末次理成、野田 悠、
澤田昌幸、上野恵里奈、岡村修
祐、秋山哲司

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
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石灰乳胆汁をともなった総胆管結
石・胆嚢結石にIncidental
Gallbladder Cancerを合併した一
例

インターフェロン・リバビリ
ン・テラプレビルの3剤併用
療法中にStevens-Johnson症候群
を発症したC型慢性肝炎の一例

Peg-IFN+RBV+TPV治療時の腎障害

寺松克人、藤森 尚、河邉 顕、
黒川美穂、岩田真悠子、中村
吏、國府島庸之、吉本剛志、福嶋
伸良、山口恵梨子、柿ヶ尾佳奈、
岡本梨沙、原口和大、隅田芳信、
福泉公仁隆、原田直彦、佐田正
之、伊藤鉄英

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

中村 吏、黒川美穂、岩田真悠
子、山口恵梨子、寺松克人、柿ヶ
尾佳奈、岡本梨沙、原口和大、藤
森 尚、隅田芳信、國府島庸之、
吉本剛志、河邉 顕、福嶋伸良、
福泉公仁隆、原田直彦、中牟田誠

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

黒川美穂、國府島庸之、岩田真悠
子、中村 吏、吉本剛志、福嶋伸
良、福泉公仁隆、藤森 尚、河邉
顕、原口和大、隅田芳信、原田直
彦、遠城寺宗近、中牟田誠

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
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好酸球増多症を契機に肝トキソカ
ラ症の診断に至った一例

歯牙疾患は、HCV感染者のインター
フェロン治療導入を妨げる

日程の下は掲載誌と、その頁です
岩田真悠子、福嶋伸良、黒川美
穂、山口恵梨子、加来真理子、寺
松克人、中村 吏、柿ヶ尾佳奈、
岡本梨沙、原口和大、藤森 尚、
隅田芳信、國府島庸之、吉本剛
志、河邉 顕、福泉公仁隆、桃崎
征也、原田直彦、中牟田誠、丸山
治彦、吉田彩子

第100回日本消化器病学会 鹿児島
九州支部例会、第94回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

佐田通夫、長尾由実子

第60回日本化学療法学会
西日本支部総会、第55回
日本感染症学会中日本地
方会学術集会、第82回日
本感染症学会西日本地方
会学術集会 共同開催
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肉腫様集合管癌の1例

田口 順、藤井広美、椿 涼子、荒
川正博、河原明彦、鹿毛政義、矢野
博久

第51回日本臨床細胞学会
（秋期大会）

新潟

2012/11/9 -10
日本臨床細胞学会雑誌
51(Suppl.2):738, 2012
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Poster Session (1): Cellular Immunobiology:
Preservation and Cell Transplantation

Ex vivo expanded CD34+ cell
therapy for chronically
injured liver in rats

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

The 63rd Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2012/11/9 -13
Hepatology
56(Suppl.1):331A, 2012

278

Poster Session (2): Experimental
Hepatocarcinogenesis

Drug resistance as a function
of human T-cell factor-4
isoform expression in
hepatocellular carcinoma cells

Koga H, Kim M, Shin TH, Tomimaru
Y, Yano H, Ueno T, Torimura T,
Wands JR, Sata M

The 63rd Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2012/11/9 -13
Hepatology
56(Suppl.1):622A, 2012
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Poster Session (2): HCV Epidemiology

Paradoxical alterations of
HCV-related insulin resistance
and atherosclerosis: A
population-based study in an
HCV hyperendemic area

Kawaguchi T, Miyajima I, Fukami A,
Nagao Y, Adachi H, Sasaki S,
Imaizumi T, Sata M

The 63rd Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2012/11/9 -13
Hepatology
56(Suppl.1):660A-661A, 2012

280

Poster Session (3): Portal Hypertension：
Ascites & Other Complications

PNI and CONUT as potential
tools for nutritional
assessment in patients with
chronic liver disease

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

The 63rd Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2012/11/9 -13
Hepatology
56(Suppl.1):919A, 2012
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Poster Session (3): Portal Hypertension：
Ascites & Other Complications

Islet hypertrophy with
decreased insulin expression
and increased expression of
pancreatic transcription
factor PDX-1 in patients with
liver cirrhosis: A comparative
investigation using human
autopsy specimens
282

Poster Session (3): Portal Hypertension：
Ascites & Other Complications

日程の下は掲載誌と、その頁です
Sakata M, Kawahara A, Kawaguchi
T, Akiba J, Taira T, Taniguchi E,
Abe M, Koga H, Kage M, Sata M

The 63rd Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2012/11/9 -13
Hepatology
56(Suppl.1):943A, 2012

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

Bioparameters associated with
the incidence of cognitive
dysfunction in viral cirrhotic
patients: a data-mining
analysis

The 63rd Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2012/11/9 -13
Hepatology
56(Suppl.1):943A-944A, 2012
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Poster Session (3): Portal Hypertension：
Ascites & Other Complications

Branched-chain amino acids
prolonged survival of patients
with liver cirrhosis: A
nationwide study in Japan

284

ワ−クショップ（3）
鋸歯状病変の診断と治療

Kawaguchi T, Shiraishi K, Itou T,
Suzuki K, Koreeda C, Ohtake T,
Iwasa M, Tokumoto Y, Endo R,
Kawamura N, Shiraki M, Habu D,
Tsuruta S, Miwa Y, Sakai H, Kawada
N, Hanai T, Takahashi S, Kato A,
Onji M, Takei Y, Kohgo Y, Seki T,
Tamano M, Katayama K, Mine T,
Sata M

The 63rd Annual Meeting Boston, USA
of the American
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)

長田修一郎、河野弘志、安元真希
子、秋葉 純、鶴田 修

第67回日本大腸肛門病学
会学術集会

2012/11/9 -13
Hepatology
56(Suppl.1):948A-949A, 2012

福岡

2012/11/16 -17
日本大腸肛門病学会雑誌

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

65(9)(Suppl.):560, 2012

285

クリニカルカンファレンス（1）

前山泰彦

この症例をどうする「内視鏡診断」

第67回日本大腸肛門病学
会学術集会

福岡

2012/11/16 -17
日本大腸肛門病学会雑誌

この症例をどうする「内視鏡診断」

65(9)(Suppl.):35, 2012
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生体外増幅血管内皮前駆細胞移植
を用いた肝硬変症モデルラットに対
する肝再生療法

中村 徹、鳥村拓司、増田 裕、古
賀浩徳、安倍満彦、岩本英希、橋本
修、上野隆登、佐田通夫

第26回肝類洞壁細胞研究
会

Oral Session (2) Metabolic Aspects of

Kawaguchi T

The 10th JSH Single
Topic Conference
"Hepatitis C: Best
practice Based on
Science"

Hepatitis C

Hepatitis C and diabetes

宇部

2012/11/17 -18

Tokyo, Japan

2012/11/21 -22

288

Poster Session: Group N: Others

Plasma active Ghrelin level
was depleted and associated
with serum albumin level in
HCV-infected patients

Kawaguchi T, Nagao Y, Sata M

The 10th JSH Single
Topic Conference
"Hepatitis C: Best
practice Based on
Science"
2012/11/21 -22

Tokyo, Japan
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急激な経過をたどった胆嚢原発
spindle cell carcinomaの１例

確定診断が困難だった悪性腹膜中
皮腫の１例

肝機能障害を呈した特発性好酸球
増加症候群の１例

早期胃癌研究会 ４．胃

日程の下は掲載誌と、その頁です
佐野有哉、黒木淳一、深堀 理、
相野 一、新関 敬、田尻能祥、
谷川 健、黒松亮子、鳥村拓司、
佐田通夫

第299回日本内科学会九州 宮崎
地方会

國武真史、末友 仁、白地美紀、
中尾栄男、冨岡竜介、工藤孝文、
梅井秀和、大内田昌直、小野典
之、新野大介

第299回日本内科学会九州 宮崎
地方会

渡辺 徹、酒見亮介、久保保彦、
宗 祐人、石原裕士、清水直美、
寺部寛哉、下河辺正行、原田 大

第299回日本内科学会九州 宮崎
地方会

住江博明

第15回九州胃と腸大会

2012/11/25

2012/11/25

2012/11/25

福岡

2012/12/1
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早期胃癌研究会 ６．大腸

酒見亮介

第15回九州胃と腸大会

福岡

2012/12/1

294

症例報告

杉山 元

第137回福岡膵疾患懇話会 福岡
2012/12/5
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Parasporin-4のマウスに対する毒性と 奥村史朗、古賀浩徳、水城英一
担癌マウスに対する抗腫瘍効果
TCF-4 アイソフォームは抗癌剤耐性
形質を制御する

古賀浩徳、Kim M、中村 徹、矢野
博久、上野隆登、鳥村拓司、Wands
JR、佐田通夫

第5回パラスポリン研究会

熊本

2012/12/8

第20回浜名湖シンポジウム
2012/12/22 -23

浜松

