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B型慢性肝疾患に対する核酸アナロ
グ製剤投与中止例の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
宮島一郎

第12回九州B型肝炎フォー
ラム

福岡

2013/1/12

2

3

4

経皮的ラジオ波焼灼療法後の腹膜
播種に対しSorafenibが効果的で
あった肝細胞癌の１例

福嶋伸良、吉本剛志、国府島庸
之、中村 吏、黒川美穂、岩田真
悠子、福泉公仁隆、原田直彦、中
牟田誠、佐田通夫

第300回日本内科学会九州 福岡
地方会

肝硬変の栄養ガイドライン作成と今
後の課題

遠藤龍人、加藤章信、鈴木壱知、高
後 裕、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、伊藤敏文、森脇久
隆、鈴木一幸

第16回日本病態栄養学会
年次学術集会

古賀浩徳

第4回筑後メタボリックシンド 久留米
ローム研究会

高脂血症患者血清における脂質粒
子サイズの検討

2013/1/12

京都

2013/1/12 -13

2013/1/18

5

6

7

進行肝細胞癌に対するソラフェニブ
の治療効果と後治療：多施設での検
討

中野聖士、黒松亮子、鳥村拓司、佐
田通夫

CDDP不応の多結節性肝細胞癌に
対してソラフェニブ併用ミリプラチン
肝動注療法が奏功した２例

永松洋明、出口章広、城野智毅、鳥
村拓司、佐田通夫

General Poster Session A

Fukahori M

2013/1/19

9

10

11

12

第7回日本肝がん分子標的 岐阜
治療研究会
2013/1/19

Analysis of gene mutations in KRAS,
NRAS, BRAF, and PIK3CA in
patients who received systemic
chemotherapy with metastatic
gastric cancer
8

第7回日本肝がん分子標的 岐阜
治療研究会

Gastrointestinal Cancer
Symposium 2013
2013/1/24 -16
Gastrointestinal Cancer

San
Francisco,
USA

Symposium 2013 Proceeings
p. 76, 2013

宇宙医学 「ハイブリッド訓練システ
ム」 による非アルコール性脂肪性肝
障害の改善効果

川口 巧、前田貴司、志波直人、佐
田通夫

症例検討

河野弘志

第32回アルコール医学生
物学研究会学術集会

東京

2013/1/25 -26

下部消化管

第9回日本消化管学会総会 東京
学術集会

症例報告

2013/1/25 -26

小結節（20mm以下）の肝細胞癌にも 住江修治、黒松亮子、佐田通夫
関わらず多発肝内転移を合併した一
例

第19回肝血流動態イメージ 東京
研究会

形態的特徴と血流動態が診断の契
機となった肝血管肉腫の１例

地域連携を考慮した急性期病院に
おけるNSTの取り組みについて

2013/1/26 -27

内山大治、森光洋介、隈部 力、中
島 収、吉田成吾、加治亮平、森
敦、植山敏彦、松垣 諭、中村克
己、下河辺正行

第19回肝血流動態イメージ 東京
研究会

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

日本医療マネジメント学会
（第13回福岡支部学術集
会）

2013/1/26 -27

2013/2/2
日本医療マネジメント学会（第
13回福岡支部学術集会）抄録
集
p. 48, 2013

福岡
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13

高齢C型肝炎患者の肝発癌年齢の
予測

日程の下は掲載誌と、その頁です
井出達也

第9回九州C型肝炎研究会
（KCK)

福岡

2013/2/9

14

Poster Session : Basic Science

Action of leukocytapheresis is
associated with calcitonin
gene-related peptide induction
in colitis models
15

Poster Session : Clinical; Therapy and
Observation

Predictive factors for the efficacy of
leukocytapheresis in ulcerative
colitis
16

パネルディスカッション（4）
肝硬変の管理栄養 Up-to-Date

持続血糖モニタリングシステムと遊離
脂肪酸によるC型肝硬変患者の就寝
中栄養評価の有用性
17

慢性肝疾患患者の栄養管理におけ
る手軽で有用な栄養評価法の検討

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

8th Congress of
European Crohn's and
Colitis Organisation
(ECCO)

Vienna,
Austria

2013/2/14 -16

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

8th Congress of
European Crohn's and
Colitis Organisation
(ECCO)

Vienna,
Austria

2013/2/14 -16

大津山樹理、伊藤 実、末継拓郎、
今永美波、石井久美子、緒方 奨、
谷口英太郎、川口 巧、居石哲治、
大塚百香、後藤恵美子、佐田通夫、
三浦比呂子

第28回日本静脈経腸栄養
学会学術集会

大塚百香、谷口英太郎、内田夕希、
永松あゆ、川口 巧、居石哲治、末
継拓郎、大津山樹理、三浦比呂子、
田中粹子、佐田通夫、八木 実

第28回日本静脈経腸栄養
学会学術集会

金沢

2013/2/21 -22
静脈経腸栄養
28(1):281, 2013

金沢

2013/2/21 -22
静脈経腸栄養
28(1):328, 2013

18

胃瘻造設患者における間接熱量測
定、体成分分析（InBody）の検討

馬場真二、佐々木君枝、鳥越律子、
鶴田香洋子、安岡祥子、上野隆登、
田中芳明

第28回日本静脈経腸栄養
学会学術集会

金沢

2013/2/21 -22
静脈経腸栄養
28(1):346, 2013

19

口腔がん治療時の口内炎に対する
EPA添加栄養食品プロシュアの有効
性に関する検討

吉川博政、吉田将律、長野祥子、増
田香織、徳永真矢、宮西民子、辻丸
祐規子、池本美智子、松尾 進、福
泉公仁隆、福元俊輔

第28回日本静脈経腸栄養
学会学術集会

金沢

2013/2/21 -22
静脈経腸栄養
28(1):338, 2013

20

急性期病院入院後に仙骨部、尾骨
部の褥瘡が発生した症例の栄養管
理と排便状況の検討

増田香織、徳永真矢、池本美智子、
宮西民子、梶原三亀代、辻丸祐規
子、松元俊博、佐伯綾子、吉田将
律、吉川博政、福泉公仁隆

第28回日本静脈経腸栄養
学会学術集会

金沢

2013/2/21 -22
静脈経腸栄養
28(1):302, 2013

21

術前後の経口補水療法の試み

河野あゆみ、福泉公仁隆、吉川博
政、佐伯綾子、池本美智子、徳永真
矢、増田香織、辻丸祐規子、宮西民
子、吉田将律、松元俊博

第28回日本静脈経腸栄養
学会学術集会

金沢

2013/2/21 -22
静脈経腸栄養
28(1):310, 2013

22

気管挿管抜管後の経口摂取再開に
向けた嚥下機能評価について

吉田将律、吉川博政、長野祥子、池
本美智子、徳永真矢、増田香織、辻
丸祐規子、宮西民子、佐伯綾子、福
泉公仁隆、福元俊輔

第28回日本静脈経腸栄養
学会学術集会
2013/2/21 -22
静脈経腸栄養
28(1):421, 2013

金沢
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24

日程の下は掲載誌と、その頁です

進行肝癌に対する肝動注化学療法
の治療効果および予後因子 - 分子
標的治療薬の時代における肝動注
療法の役割

新関 敬

進行肝細胞癌に対するNewFP療法

永松洋明

第14回久留米消化器病癌
セミナー

久留米

2013/2/23

第14回久留米消化器病癌
セミナー

久留米

2013/2/23

25

26

脈管侵襲を伴った肝細胞癌に対して 岡村修祐、他
粒子線治療を行った２症例
大腸鋸歯状病変の内視鏡診断

第18回筑後肝癌研究会

久留米

2013/2/23

長田修一郎

第6回九州大腸がん懇話会 福岡
2013/2/23

27

28

術前診断に難渋した膵嚢胞性病変
の一切除例

九州におけるインターベンショナルEUSの進展

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、安永昌史、赤須 玄、川嶋
裕資、木下壽文、鶴田 修、佐田通
夫

第58回日本消化器画像診
断研究会

石田祐介

第5回インターベンショナル
EUS九州研究会

当院におけるInterventional EUSの
推移
29

シンポジウム（8）

那覇

2013/3/1 -2

福岡

2013/3/16

切除不能大腸癌の化学療法

城野智毅、永松洋明、佐田通夫

第99回日本消化器病学会
総会

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

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌

鹿児島

110(Suppl.):A53, 2013

30

パネルディスカッション（7）

永松洋明、鳥村拓司、佐田通夫

進行肝細胞癌に対する化学療法の治療戦略

第99回日本消化器病学会
総会

進行肝細胞癌に対する肝動注化学
療法を中心とした治療戦略

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌

鹿児島

110(Suppl.):A125, 2013

31

パネルディスカッション（8）
自己免疫性肝疾患の現状と問題点

有永照子、佐田通夫、井出達也

第99回日本消化器病学会
総会

治療中止可能な自己免疫性肝炎の
特徴

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌

鹿児島

110(Suppl.):A129, 2013

32

パネルディスカッション（8）

福嶋伸良、中村

稔、佐田通夫

自己免疫性肝疾患の現状と問題点

パネルディスカッション（9）

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌

原発性胆汁性肝硬変において抗セ
ントロメア抗体と抗 M2 抗体は
bezafibrate投与による治療反応
性と関連する
33

第99回日本消化器病学会
総会

110(Suppl.):A130, 2013

非代償性肝硬変の合併症と予後

川口

巧、森脇久隆、鈴木一幸

第99回日本消化器病学会
総会

BCAAの肝発癌と予後におよぼす
影響

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌

鹿児島

110(Suppl.):A134, 2013

34

ワ−クショップ（1）

井出達也、宮島一郎、佐田通夫

C型肝炎治療困難例への対策

第99回日本消化器病学会
総会

PEG-IFN少量長期投与療法の有効
性の検討

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A138, 2013

鹿児島
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ワ−クショップ（8）

日程の下は掲載誌と、その頁です
光山慶一、松本

敏、佐田通夫

炎症性腸疾患の病態解明を目指した新しい
アプローチ

切除不能膵癌に対する内視鏡的細
胞診・組織診の現状

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌

炎症性腸疾患とその癌化における
IL-6トランスシグナルの役割
36

第99回日本消化器病学会
総会

110(Suppl.):A174, 2013

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

第99回日本消化器病学会
総会

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A371, 2013

37

乏血性高分化型肝細胞癌における
動注 CT,EOB-MRIと造影超音波所
見の比較検討

出口章広、永松洋明、正木

勉

第99回日本消化器病学会
総会

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A257, 2013

38

39

40

41

Peg-IFN+RBV+TPV 治療時の腎障害

当院での抗凝固剤内服患者にお
ける内視鏡下大腸ポリープ切
除術の検討

肝硬変の栄養ガイドライン作
成と今後の課題

高アンモニア血症を呈する肝硬変
における亜鉛製剤投与の検討:多
施設共同プラセボ対照二重盲
検比較試験

黒川美穂、国府島庸之、吉本剛
志、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99回日本消化器病学会
総会

山口恵梨子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨
沙、原口和大、隅田頼信、岩田真
悠子、黒川美穂、寺松克人、中村
吏、國府島庸之、吉本剛志、河邉
顕、福嶋伸良、福泉公仁隆、小林
満紀子、松浦秀司、中牟田誠、原
田直彦、岩下亮子

第99回日本消化器病学会
総会

遠藤龍人、加藤章信、鈴木壱知、
高後 裕、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、今中和徳、伊藤敏文、
森脇久隆、鈴木一幸

第99回日本消化器病学会
総会

片山和宏、川口 巧、斎藤正紀、
西口修平、佐原 圭、遠藤龍人、
加藤章信、高後 裕、鈴木壱知、
坂井田功、森脇久隆、鈴木一幸

第99回日本消化器病学会
総会

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A246, 2013

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A357, 2013

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A200, 2013

鹿児島

2013/3/21 -23
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A200, 2013

42

43

44

急性期病院におけるアルコール性疾 福泉公仁隆、中村 吏、黒川美穂、
岩田真悠子、寺松克人、山口恵梨
患診療の現状
子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、原口和
大、藤森 尚、隅田頼信、国府島庸
之、吉本剛志、河邉 顕、福嶋伸
良、原田直彦、中牟田誠
Bacillus thuringiensisが産生するが
ん細胞傷害性タンパク質の担癌マウ
スに対する抗腫瘍効果

奥村史朗、古賀浩徳、井上國世、水
城英一

Wntシグナル転写因子TCF-4のアイ
ソフォームにおける構造機能相関

古賀浩徳

第25回九州アルコール関
連問題学会（福岡大会）

福岡

2013/3/22 -23
第25回九州アルコール関連問
題学会（福岡大会）抄録集
p. 20, 2013

日本農芸化学会2013年度
大会

仙台

2013/3/24 -28

Liver Forum in Kyoto（第15 京都
回学術集会）
2013/3/30
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Oral Session（IV）Metallic stenting for

日程の下は掲載誌と、その頁です
Okabe Y

nonresectable malignant hilar BS

Bonastent Summit 2013
2013/4/6

Busan,
Korea

Bilateral stenting with stent
in stent deployment
46

Poster Section 37

Human TCT-4 isoforms regulate
apoptosis through upregulating BclxL expression in a SxxSS motifdependent manner

Koga H, Kim M, Tomimaru Y,
Nakamura T, Abe M, Hashimoto O,
Ikezono Y, Masuda H, Yano H,
Ueno T, Torimura T, Wands JR,
Sata M

The 104th Annual
Washington,
Meeting of the American DC, USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2013/4/6 -10
The 2013 Proceedings of the
AACR

47

FDG-PET検診で発見された腸間膜
Inflammatory pseudotumorの1例

廣瀬靖光、甲斐田勇人、小林真衣
子、倉田精二、石橋正敏、早渕尚
文、岡部義信、木下壽文、大島孝
一、田原宣広

第72回日本医学放射線学
会総会

横浜

2013/4/11 -14
Japanese Journal of
Radiology
31(Suppl.1):96, 2013

48

C型慢性肝疾患患者における活性
型グレリンの変化および代謝異常と
の関連

川口 巧、長尾由実子、佐田通夫

第50回日本臨床分子医学
会学術集会

東京

2013/4/12 -13
第50回日本臨床分子医学会学
術集会プログラム・抄録集
p. 65, 2013

49

炎症性腸疾患の病態と診断・治療

光山慶一

第67回久留米医学会総会

久留米

2013/4/18

50

Poster Area：Category 04D: Molecular
and cellular biology: liver
regeneration (cont.)

Ex vivo-expanded peripheral
CD34+ cells for chronically
injured liver treatment: in
vitro and in vivo studies

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

The 48th Annual Meeting Amsterdam,
of the European
The
Association for the
Netherlands
Study of the Liver
(EASL)
2013/4/24 -28
Journal of Hepatology
58(Suppl.1):S130-S131,
2013

51

Poster Area：Category 03A: Liver
tumors: experimental (cont.)

A novel synthetic
sulfoglycolipid
sulfoqunovosylacyl-propanediol
(SQAP) switches off tumor
angiogenic potential of
hepatocellular carcinoma
through the upregulation of
von hippel-lindau protein
52

Poster Area：Category 03B: Liver
tumors: clinical (epidemiology,
diagnosis) (cont.)

Angio-CT findings of 115 small
hepatocellular carcinomas of
61 patients during follow-up
of 659 patients with chronic
liver diseases clinical
features of early cancers

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

The 48th Annual Meeting Amsterdam,
of the European
The
Association for the
Netherlands
Study of the Liver
(EASL)
2013/4/24 -28
Journal of Hepatology
58(Suppl.1):S432, 2013

Iwamoto S, Yamaguchi T,
Iwamoto H, Hongo O

The 48th Annual Meeting Amsterdam,
of the European
The
Association for the
Netherlands
Study of the Liver
(EASL)
2013/4/24 -28
Journal of Hepatology
58(Suppl.1):S265, 2013

2013年 学会発表 P. 6
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Poster Area：Category 08C: Viral
hepatitis C: clinical (therapy) (cont.)

Renal dysfunction during PEGIFN + RBV + TVR treatment

日程の下は掲載誌と、その頁です
Nakamuta M, Kohjima M,
Yoshimoto T, Kurokawa M,
Nakamura T, Iwata M, Fukushima
N, Fukuizumi K, Fujimori N,
Kawabe K, Haraguchi K, Sumida
Y, Harada N, Nomura H, Enjoji
M

The 48th Annual Meeting Amsterdam,
of the European
The
Association for the
Netherlands
Study of the Liver
(EASL)
2013/4/24 -28
Journal of Hepatology
58(Suppl.1):S361, 2013

54

Poster Area：Category 10A: Fatty liver
disease: experimental (cont.)

Multiple organ crosstalks for
hepatic steatosis: roles of
myokine (FGF2, Myostatin, and
Irisin)

55

Poster Area：Category 10A: Fatty liver
disease: experimental (cont.)

Peptides produced by autolysis
reactions from wheat bran have
therapeutic effects in
nonalcoholic steatohepatitis

Nakamuta M, Kohjima M,
Yoshimoto T, Kurokawa M,
Nakamura T, Iwata M, Fukushima
N, Fukuizumi K, Fujimori N,
Kawabe K, Haraguchi K, Sumida
Y, Harada N, Ryu T, Wada Y,
Takami Y, Saitsu H, Utsunomiya
T, Simada M, Nomura H, Enjoji
M

The 48th Annual Meeting Amsterdam,
of the European
The
Association for the
Netherlands
Study of the Liver
(EASL)

Ueno T, Nogata Y, Nakamura A,
Nakamura T, Koga H, Torimura
T, Suetsugu M, Yano T, Baba S,
Taguchi J, Kajiwara M, Ishii
K, Morita Y, Nagata E, Sata M

The 48th Annual Meeting Amsterdam,
of the European
The
Association for the
Netherlands
Study of the Liver
(EASL)

2013/4/24 -28
Journal of Hepatology
58(Suppl.1):S517, 2013

2013/4/24 -28
Journal of Hepatology
58(Suppl.1):S526-S527,
2013

56

Oral Session（1）: Recent Issues on IBD

Mitsuyama K

5th Kyushu-Busan GI
Endoscopy Symposium
2013

Interleukin-6 trans-signaling in IBD

Busan,
Korea

2013/4/27

57

シンポジウム（9）

野田哲裕、鶴田

修、前山泰彦

大腸IEEの新展開

直腸(Rb)に多発した表在型無色素
性悪性黒色腫に対し腹会陰式直腸
切除術を施行も約5ヶ月後に多発
転移をきたした１例

京都

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy

大腸上皮性腫瘍性病変に対する
NBI拡大観察の質・深達度診断に
関する検討
58

第85回日本消化器内視鏡
学会総会

55(Suppl.1):934, 2013

酒見亮介、宗 祐人、石原裕士、
久原研二郎、奥雄一朗、寺部寛
哉、岸 昌寛、下河辺正行

第85回日本消化器内視鏡
学会総会

京都

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.1):1175, 2013

59

60

悪性胆道狭窄に対するERCP下
ブラシ擦過細胞診の検討

タクロリムスで寛解導入したス
テロイドナイーブ潰瘍性大腸
炎の一例

佐々木優、岡部義信、石田祐介、
多比良朋希、内藤嘉紀、安元真希
子、鹿毛政義、牛島知之、杉山
元、北里雄平、名嘉眞陽平、鶴田
修、佐田通夫

第85回日本消化器内視鏡
学会総会

桑木光太郎、山崎 博、小林哲
平、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85回日本消化器内視鏡
学会総会

京都

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.1):1179, 2013

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.1):1245, 2013

京都

2013年 学会発表 P. 7
61

62

胆道膵臓疾患における１mm径細径
生検鉗子SpyBiteの有用性

IgG 4関連胃病変が疑われた自
己免疫性膵炎の３例

日程の下は掲載誌と、その頁です
石田祐介、岡部義信、安元真希
子、杉山 元、牛島知之、佐々木
優、北里雄平、名嘉眞陽平、多比
良朋希、鹿毛政義、堀内彦之、木
下壽文、鶴田 修、佐田通夫

第85回日本消化器内視鏡
学会総会

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

第85回日本消化器内視鏡
学会総会

京都

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.1):1258, 2013

京都

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.1):1287, 2013

63

64

65

近接観察において経鼻内視鏡は通
常経口内視鏡を超えている(基礎
的検討)

当院での抗血小板剤内服患者に
おける内視鏡下大腸ポリー
プ切除術の検討

Poster Session

Action of leukocytapheresis
depends on calcitonin generelated peptide in colitis
models

隅田頼信、山口惠利子、柿ヶ尾佳
奈、岡本梨沙、原口和大、藤森
尚、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

第85回日本消化器内視鏡
学会総会

京都

山口恵梨子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨
沙、原口和大、隅田頼信、小林満
紀子、岩下亮子、寺松克人、藤森
尚、國府島庸之、吉本剛志、河邉
顕、福嶋伸良、福泉公仁隆、松浦
秀司、中牟田誠、原田直彦

第85回日本消化器内視鏡
学会総会

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

DDW-2013 (114th Annual Orland, USA
Meeting of the American
Gastroenterological
Association)(AGA)

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.1):1170, 2013

京都

2013/5/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.1):1151, 2013

2013/5/18 -21
Gastroenterology
144(5)(Suppl.):S-809, 2013

66

Poster Session： ERCP（1）

Ex vivo magnifying endoscopic
observation of bile duct
mucosa using narrow band
imaging and acetic acid

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

DDW-2013 (American
Society for
Gastrointestinal
Endoscopy)(ASGE)

Orland, USA

2013/5/18 -21
Gastrointestinal Endoscopy
77(5)(Suppl.):AB312, 2013

67

Poster Session

Japanese multicenter
experience of endoscopic
necrosectomy for infected
walled-off pancreatic
necrosis: the JENIPaN study

Yasuda I, Nakashima M, Iwai T,
Isayama H, Itoi T, Hisai H, Inoue H,
Kato H, Kanno A, Kubota K, Irisawa
A, Igarashi H, Okabe Y, Kitano M,
Kawakami H, Hayashi T, Mukai T,
Kida M, Shimosegawa T

DDW-2013 (American
Society for
Gastrointestinal
Endoscopy)(ASGE)

Orland, USA

2013/5/18 -21
Gastrointestinal Endoscopy
77(5)(Suppl.):AB522, 2013

68

肝細胞癌に対する重粒子線治療後
の血流評価

加藤真里、田中正俊、水島靖子、下
瀬茂男、大野美紀、中島 収、山口
倫

日本超音波医学会（第86回 大阪
学術集会）
2013/5/24 -26
Japanese Journal of Medical
Ultrasonics
40(Suppl.):S522, 2013

69

11年の経過を追えた原発性硬化性
胆管炎の１例

平塚 潤、有永照子、佐々木優、岡
部義信、井出達也、光山慶一、鳥村
拓司、佐田通夫

第301回日本内科学会九州 長崎
地方会
2013/5/26

2013年 学会発表 P. 8
70

71

皮膚転移および眼窩内転移をきたし
た胆管細胞癌の１例

Poster Session：Topic: 3 Alcoholic
Liver Disease

Probiotics promote rapidturnover protein production by
restoring gut flora in
patients with alcoholic liver
cirrhosis
72

Poster Session：Topic: 9.a Basic
Science

Virological characteristics of
treatment resistant HCV,
examined using blood HCV RNA
below the detection
sensitivity limits
73

Poster Session：Topic: 13.b Clinical

日程の下は掲載誌と、その頁です
九十九瞳、河邉 顕、吉本剛志、藤
森 尚、寺松克人、国府島庸紀之、
福泉公仁隆、原田直彦、中牟田誠、
占部和敬

第301回日本内科学会九州 長崎
地方会

Koga H, Tamiya Y, Mitsuyama K,
Ishibashi M, Matsumoto S, Imaoka
A, Hara T, Nakano M, Ooeda K,
Umezaki Y, Sata M

The Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL): Liver Week

パネルディスカッション
（1）

Singapore

2013/6/6 -10
Hepatology International
7(1)(Suppl.):S42, 2013

Ogata K, Kashiwagi T, Ide T,
Arinaga T, Majima I, Kuwahara R,
Amano K, Watanabe H, Sata M

The Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL): Liver Week

Singapore

2013/6/6 -10
Hepatology International
7(1)(Suppl.):S319, 2013

Ichida T, Hirano K, Sato A, Sata M

Clinical characteristics of
patients with hepatocellular
carcinoma developed after
hepatitis C virus eradication
with interferon therapy:
current status in Japan
74

2013/5/26

The Asian Pacific
Association for the
Study of the Liver
(APASL): Liver Week

Singapore

2013/6/6 -10
Hepatology International
7(1)(Suppl.):S611, 2013

永松洋明

第49回日本肝臓学会総会

進行肝細胞癌に対する治療の現状 - その適

2013/6/6 -7
肝臓

応と限界 -

54(Suppl.1):A54, 2013

東京

予後延長のための進行肝細胞癌に
対する肝動注化学療法
75

76

切除不能脈管浸潤合併肝細胞癌に
対する肝動注化学療法と
Sorafenib療法の前向きコーホー
ト研究

新関

敬、中野聖士、佐田通夫

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

中野聖士、黒松亮子、鳥村拓司、
佐田通夫

第49回日本肝臓学会総会

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A113, 2013

第49回日本肝臓学会総会

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A116, 2013

77

78

アルコール性肝硬変に対する
プロバイオティクスの効果

乏血性高分化型肝細胞癌における
EOB-MRI,ソナゾイド造影超音
波検査,動注CT所見の比較

古賀浩徳、田宮芳孝、光山慶一、
石橋正彦、松本 敏、今岡明美、
原 妙子、中野正理、太江田和
年、梅崎良則、佐田通夫

第49回日本肝臓学会総会

城野智毅、永松洋明、佐田通夫

第49回日本肝臓学会総会

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A128, 2013

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A160, 2013

79

肝硬変症モデルラットに対する
生体外増幅血管内皮前駆細胞移植
による肝臓再生療法

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

第49回日本肝臓学会総会
2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A187, 2013

東京

2013年 学会発表 P. 9
80

小肝癌の治療アルゴリズムに
おけるAPRIを用いた肝硬変推定の
有用性

日程の下は掲載誌と、その頁です
黒松亮子、住江修治、佐谷 学、
中野聖士、山田慎吾、岡村修祐、
鳥村拓司、佐田通夫

第49回日本肝臓学会総会

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A245, 2013

81

10年生存例からみた肝細胞癌に対
する初期治療の検討

平井真吾、永松洋明、城野智毅、
小野典之、鳥村拓司、佐田通夫

第49回日本肝臓学会総会

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A270, 2013

82

ペグインターフェロンリ
バビリン併用療法を先行した
テラプレビル治療の検討

井出達也、有永照子、佐田通夫

第49回日本肝臓学会総会

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A345, 2013

83

ワークショップ（1）
ASH,NASHの最前線

脂肪肝形成における肝-内臓・皮
下脂肪-筋肉の臓器間ネットワー
ク:マイオカンの重要性

84

85

86

Peg-IFN+RBV+TVR三剤治療時の貧
血におけるITPA遺伝子多型の関与

高齢者に対するPeg-IFN+RBV+TVR
三剤併用治療

進行肝細胞癌を伴うChild Pugh
class C症例に対する治療の検討

中牟田誠、國府島庸之、吉本剛
志、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、龍 知記、和田幸
之、高見裕子、才津秀樹、宇都宮
徹、嶋田光生、遠城寺宗近

第49回日本肝臓学会総会

国府島庸之、吉本剛志、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49回日本肝臓学会総会

中村 吏、国府島庸之、吉本剛
志、黒川美穂、岩田真悠子、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49回日本肝臓学会総会

筒井りな、永松洋明、平井真吾、
城野智毅、小野典之、鳥村拓司、
佐田通夫

第49回日本肝臓学会総会

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A71, 2013

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A200, 2013

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A201, 2013

東京

2013/6/6 -7
肝臓
54(Suppl.1):A228, 2013

87

88

89

非硬変肝のNASHに発生し、急激な
経過をなした肝細胞癌の一例

田口 順、中島 収、秋葉 純、渡辺
次郎、鹿毛政義、矢野博久

第102回日本病理学会総会 札幌

浸潤性膵管癌両側卵巣転移の1切
除例

名嘉眞陽平、北里雄平、安永昌
史、赤須 玄、御鍵 和弘、川嶋
裕資、丸山祐一郎、川原隆一、石
川博人、久下 享、堀内彦之、奥
田 康司、木下壽文、佐々木 優、
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25回日本肝胆膵外科学
会・学術集会

佐々木優、岡部義信、中山正道、倉
岡 圭、安元真希子、牛島知之、石
田祐介、杉山 元、久下 亨、川嶋
裕資、木下壽文、鶴田 修、佐田通
夫

第43回九州膵研究会

進展範囲の診断に苦慮したIPMCの
一切除例

2013/6/6 -8

宇都宮

2013/6/12 -14

2013/6/20

北九州

2013年 学会発表 P. 10
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特別企画
若手臨床医による消化器疾患の病態なら
びに治療に関する基礎研究

動物腸炎モデルにおいて白血球
除去療法の作用機序はCalcitonin
Gene-Related Peptideに依存して
いる
91

特別企画
若手臨床医による消化器疾患の病態なら
びに治療に関する基礎研究

Trk（tropomyosin-related
kinase）阻害剤は肝細胞癌株に間
葉上皮移行(MET)を誘導する
92

シンポジウム（1）
代謝性肝疾患の現状と問題点(消化器病)

NAFLD患者における脂質粒子サイ
ズの検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
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101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

安倍満彦、古賀浩徳、吉田隆文、
増田 裕、坂田雅浩、池園 友、
中村 徹、谷口英太郎、川口
巧、矢野博久、鳥村拓司、佐田通
夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

古賀浩徳、安倍満彦、池園 友、
増田 裕、中村 徹、鳥村拓司、
上野隆登、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

93

シンポジウム（1）

川口

巧、谷口英太郎、佐田通夫

代謝性肝疾患の現状と問題点(消化器病)

肝硬変患者における潜在性肝性脳
症と脂質代謝との関連：データ
マイニング解析
94

シンポジウム（5）
ウイルス性肝炎の最近の治療(消化器病)

B型慢性肝炎に対するPEG-IFNα2a
投与症例の検討

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

宮島一郎、井出達也、天野恵介、
桑原礼一郎、緒方 啓、有永照
子、石井邦英、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

95

96

97

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、則松 宏、日野東洋、
島松一秀、坂田研二、野口和典、
佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

D-クロルフェニラミンマレイン
酸、ベタメタゾン配合錠(セ
レスタミン)の長期服用によって
de novo B型肝炎の発症が疑わ
れた一例

酒見亮介、宗 祐人、久保保彦、
石原裕士、久原研二郎、寺部寛
哉、奥雄一朗、岸 昌寛、下河辺
正行、小野哲二朗

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

食道・胃静脈瘤出血に対するH.
pylori感染の影響

坂本慶博、豊永 純、於保和彦、
江森啓悟、井上博人、春田 剛、
佐田通夫

壊死性胆嚢炎との鑑別が困難で
あった重症型アルコール性肝炎の
一剖検例

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

98

粘膜下腫瘍様に発育した進行胃癌
の一例

野田 悠、秋山哲司、上野恵里
奈、澤田昌幸、山内亨介、田中俊
光、河野弘志、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22
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99

副左胃動脈が原因で動注潰瘍
を発症した肝細胞癌の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
丸岡浩人、松垣 諭、酒見亮介、
奥雄一朗、高根順子、下河辺正
行、佐々木英、久保保彦、宗 祐
人

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

100

101

102

103

104

105

106

107

肝腫瘍生検で診断しえた肝血管
肉腫の一例

原発性胆汁性肝硬変症の診断9年
6ヵ月後に自己免疫性肝炎を合併
したPBC-AIH overlap症候群の1例

IgG4関連自己免疫性肝炎を疑う1
症例

胆嚢腺扁平上皮癌の一例

平滑筋腫上に併存した表在型食道
癌に対しESDを施行した2例

バルーン型チューブ式胃瘻
チューブのBall Valve
Syndromeにより十二指腸穿孔をき
たした1例

進行大腸癌に近接した粘膜下腫瘍
の1例

苛性ソーダ誤飲による腐食性食
道炎後の食道狭窄に対し繰り返す
拡張術が奏功した1例

奥雄一朗、内山大治、久原研二
郎、岸 昌廣、寺部寛哉、酒見亮
介、石原裕士、松垣 諭、森光洋
介、宗 祐人、久保保彦、下河辺
正行、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

福泉公仁隆、黒川美穂、岩田真悠
子、中村 吏、寺松克人、山口恵
梨子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨沙、國
府島庸之、吉本剛志、福嶋伸良、
原口和大、隅田頼信、藤森 尚、
河邉 顕、原田直彦、中牟田誠、
桃崎征也、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

奥雄一朗、松垣 諭、久原研二
郎、岸 昌廣、寺部寛哉、酒見亮
介、石原裕士、森光洋介、宗 祐
人、久保保彦、下河辺正行、佐田
通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

草場喜雄、佐々木優、岡部義信、
倉岡 圭、安元真希子、牛島知
之、石田祐介、杉山 元、中山正
道、丸山祐一郎、石川博人、木下
壽文、鶴田 修、佐田通夫、岩本
元一

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

大内彬弘、田宮芳孝、豊増 靖、
則松 宏、森田 拓、安本紗代、
垣内誠也、河野克俊、西村 拓、
津福達二、島松一秀、坂田研二、
野口和典、鶴田 修、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

馬場真二、鈴木 稔、末次理成、
矢野 徹、田口 順、梶原雅彦、
石井邦英、上野隆登、白濱靖久、
真栄城兼誉、今村真大、篠崎広
嗣、島 一郎、辻 義明、佐田通
夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

中野 暖、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101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

伏見 崇、江森啓悟、春田 剛、
井上博人、吉田 光、住江博明、
向笠道太、松尾 健、鶴田 修、
佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22
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108

ダブルバルーン内視鏡
が診断に有効であった消化管
アミロイドーシスの1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
渡邉裕次郎、桑木光太郎、吉岡慎
一郎、小林哲平、山崎 博、長山
幸路、竹田津英稔、光山慶一、鶴
田 修、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

109

術前に胆嚢穿孔と診断し得た特発
性胆嚢穿孔の一例

吉村哲広、福嶋博文、森田幸彦、
中馬健太、辛島嘉彦、酒井 健、
佐藤公昭、宮岡正喜、成富一哉、
川畑方博、佐田通夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

110

十二指腸リンパ管腫の1例

日高裕也、松尾 健、住江博明、
向笠道太、吉田 光、桑木光太
郎、秋葉 純、鶴田 修、佐田通
夫

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

111

シンポジウム（2）
炎症性腸疾患診療の現状(合同)

当院における難治性潰瘍性大腸炎
に対するタクロリムス治療の短期
成績
112

ミニシンポジウム
大腸ESDの治療成績と工夫(内視鏡)

当院における大腸ESDの治療成
績：213病変の検討

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101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

石原裕士、宗 祐人、酒見亮介、
奥雄一朗、岸 昌廣、寺部寛哉、
久原研二郎、下河辺正行、佐々木
英、森光洋介

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

113

インフリキシマブ・アダリム
マブ2次無効を呈した難治性ク
ローン病の1例

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

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

114

潰瘍性大腸炎の経過中に単純性潰
瘍を発症し、インフリキシマ
ブ投与にて改善を認めた一例

岸 昌廣、宗 祐人、最所大輔、
石原裕士、酒見亮介、奥雄一朗、
寺部寛哉、久原研二郎、森光洋
介、宮園一博、下河辺正行

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

115

116

肛門管尖圭コンジローマの1例

診断に苦慮した大腸憩室炎の1例

畑 佳孝、山口恵梨子、岡本梨
沙、柿ヶ尾佳奈、藤森 尚、原口
和大、水谷孝弘、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、小林満紀
子、原田直彦、中牟田誠、小河
淳、桃崎征也

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

石原裕士、宗 祐人、酒見亮介、
奥雄一朗、岸 昌廣、寺部寛哉、
下河辺正行、佐々木英、森光洋介

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

117

難治性の出血性放射線性直腸炎に
対して内視鏡的治療に加え、高気
圧酸素療法が奏功したと思われ
る一例

寺部寛哉、宗 祐人、久原研二
郎、岸 昌廣、石原裕士、奥雄一
朗、酒見亮介、下河辺正行、山田
陽司、千々波貴史、灘吉進也

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22
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118

S状結腸腸間膜脂肪織炎の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
中馬健太、宮岡正喜、吉村哲宏、
辛島嘉彦、酒井 健、佐藤公昭、
森田幸彦、福嶋博文

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

119

漢方薬内服中に腹痛、血便で発
症した特発性腸間膜静脈硬化症の
2例

宮岡正喜、中馬健太、花田慎一
郎、辛島嘉彦、吉村哲宏、森田幸
彦、福嶋博文、岩下明徳

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

120

消化管出血シンチが有用であ
り、内視鏡にて診断及び治療
が行えた上行結腸血管拡張症の
一例

宮岡正喜、吉村哲宏、中馬健太、
辛島嘉彦、酒井 健、佐藤公昭、
森田幸彦、福嶋博文

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

121

122

抗生剤動注療法が奏功した胆道
再建後多発肝膿瘍の1例

Triaxial microcatheter method
によりTACEを行った肝細胞癌の2
例

福富章悟、島 一郎、真栄城兼
誉、今村真大、篠崎広嗣、鈴木
稔、末次理成、馬場真二、矢野
徹、田口 順、梶原雅彦、石井邦
英、上野隆登、白水和雄

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

松垣 諭、久保保彦、奥雄一朗、
久富順次郎、板野 哲

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

123

ナットクラッカー食道の一例

辛島嘉彦、宮岡正喜、今村健太
郎、中馬健太、吉村哲裕、酒井
健、佐藤公昭、森田幸彦、福嶋博
文、土田 治

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

124

著明な好酸球数増多症を来した好
酸球性胃腸炎の1例

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

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

125

カプセル内視鏡およ
びダブルバルーン内視鏡
で診断・治療しえた空腸
Angioectasiaの一例

寺部寛哉、宗 祐人、久原研二
郎、岸 昌廣、石原裕士、奥雄一
朗、酒見亮介、下河辺正行

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22

126

IgG4関連疾患(ミクリッツ病)の胃
病変：症例報告

山口恵梨子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨
沙、畑 佳孝、原口和大、麻生
暁、隅田頼信、中村 吏、藤森
尚、大橋朋子、國府島庸之、吉本
剛志、河邉 顕、福泉公仁隆、門
脇賢典、宮村知也、福嶋伸良、松
浦秀司、中山吉福、中牟田誠、原
田直彦

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2013/6/21 -22
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127

128

129

130

131

132

133

内視鏡的膵管ドレナー
ジが著効した膵性胸水の一例

潰瘍底からの生検で穿孔を来た
したサイトメガロウイルス腸炎
の1例

佐藤式弯曲型喉頭鏡を用いストレ
スなくESDが施行できた左下
咽頭癌の1例

ダブルバルーン小腸内視鏡
で診断できたMeckel憩室症の
一例

消化管出血を契機に発見された胆
嚢胃瘻の1例

完全分離開口型十二指腸乳頭を有
し、急性胆管炎・胆嚢炎を発症し
たLemmel症候群の一例

Session（6）Free Paper：Poster Session

Ex vivo magnifying endoscopic
observation of non-neoplastic
bile duct mucosa: comparison
of endoscopic findings with
histopathology
134

135

136

137

日程の下は掲載誌と、その頁です
寺松克人、藤森 尚、河邉 顕、
黒川美穂、中村 吏、國府島庸
之、吉本剛志、福嶋伸良、山口恵
梨子、岩田真悠子、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101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

渡辺 徹、宗 祐人、酒見亮介、
小野哲二朗、高根順子、最所大
輔、下河辺正行、佐々木英、石原
裕士、久原研二郎、寺部寛哉、岸
昌廣、奥雄一朗、森光洋介

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

平野昭和、石原裕士、宗 祐人、
酒見亮介、奥雄一朗、岸 昌廣、
寺部寛哉、久原研二郎、下河辺正
行、佐々木英、佐藤英博、森光洋
介、平野芳昭

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宮地裕士、石原裕士、久原研二
郎、酒見亮介、寺部寛哉、岸 昌
廣、奥雄一朗、宗 祐人、下河辺
正行、久保保彦、佐々木英、高山
成吉、濱田 茂、中村篤雄、谷脇
智、今村鉄男、森光洋介

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

関 一誠、石原裕士、酒見亮介、
奥雄一朗、岸 昌廣、寺部寛哉、
久原研二郎、宗 祐人、下河辺正
行、佐々木英、森光洋介、名嘉眞
陽平、新田智之、高山成吉、谷脇
聡

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

宿輪ゆい、寺松克人、中村 吏、
藤森 尚、河邉 顕、黒川美穂、
岩田真悠子、山口恵梨子、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、松浦秀司

第101回日本消化器病学会 北九州
九州支部例会、第95回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

Ishida Y, Okabe Y, Yasumoto M,
Sugiyama G, Ushijima T, Sasaki Y,
Kuraoka K, Kaji R, Kitasato Y,
Nakama Y, Horiuchi H, Kinoshita H,
Tsuruta O, Sata M

Tokyo Conference of
Tokyo, Japan
Asian Pancreato-biliary
Interventional
Endoscopist 2013（T-CAP
2013）

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/21 -22

2013/6/22 -23

口腔扁平苔癬患者におけるQOL向
上をめざした口腔ケア用ジェルの
効果

長尾由実子、佐田通夫

肝細胞癌に対する肝切除前
neoadjuvant chemothrapyの検討

筒井りな、他

肝硬変を伴う肝動注症例における分
枝鎖アミノ酸内服の検討

中尾直美、他

System-I を用いた肝動注化学療法
の有用性に関する検討

出口章宏、他

第10回日本口腔ケア学会
総会

福岡

2013/6/22 -23

第38回リザーバー研究会

高松

2013/6/28 -29

第38回リザーバー研究会

高松

2013/6/28 -29

第38回リザーバー研究会
2013/6/28 -29

高松

2013年 学会発表 P. 15
138

139

日程の下は掲載誌と、その頁です

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

城野智毅、他

パネルディスカッション（3）

黒松亮子、高田晃男、佐田通夫

第38回リザーバー研究会

高松

2013/6/28 -29

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ

肝乏血性腫瘤の診断と治療戦略

乏血性肝癌患者をいつ治療すべき
か

ラムおよび抄録集
p. 90, 2013

140

ワ−クショップ（3）
肝細胞癌に対するTACE・肝動注化学療法・放
射線療法の適応と治療成績

永松洋明、水上直久、堤 翼、筒井
りな、城野智毅、出口章広、鳥村拓
司、佐田通夫

当科における高度脈管浸潤合併肝
癌に対する放射線治療の成績

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集

脈管侵襲を伴う進行肝細胞癌に対
する肝動注化学療法を中心とした治
療
141

第49回日本肝癌研究会

p. 104, 2013

新関 敬、田尻能祥、相野 一、鳥
村拓司、佐田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 158, 2013

142

３cm以下肝細胞癌の治療選択にお
ける腫瘍肉眼型予測の重要性

住江修治、黒松亮子、中野聖士、佐
谷 学、山田慎吾、岡村修祐、鳥村
拓司、佐田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 164, 2013

143

進行肝細胞癌に対するソラフェニブ
の後治療と予後の関係：多施設での
検討

中野聖士、黒松亮子、鳥村拓司、佐
田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 175, 2013

144

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

城野智毅、永松洋明、堤 翼、筒井
りな、出口章広、鳥村拓司、佐田通
夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 189, 2013

145

Cone-beam CTを用いた動注CTによ
る肝細胞癌描出能の検討

堤 翼、永松洋明、水上直久、筒井
りな、城野智毅、出口章広、鳥村拓
司、佐田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 196, 2013

146

バイポーラRFAシステムCelon
POWERの使用経験

山田慎吾、黒松亮子、岡村修祐、佐
谷 学、中野聖士、住江修治、鳥村
拓司、佐田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 213, 2013

147

肝外転移を伴う進行肝癌の臨床的
特徴と予後予測因子としてのNLRの
有用性の検討

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

第49回日本肝癌研究会
2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 241, 2013

東京
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脈管侵襲を伴った肝細胞癌に対して 岡村修祐、黒松亮子、黒木淳一、山
田慎吾、中野聖士、佐谷 学、住江
陽子線治療を行った２症例
修治、相野 一、新関 敬、田尻能
祥、鳥村拓司、佐田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 261, 2013

149

肝細胞癌に対する肝切除前
neoadjuvant chemotherapyの検討

筒井りな、永松洋明、堤 翼、城野智
毅、出口章広、小野典之

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 165, 2013

150

肝癌治療内科医からみた肝細胞癌
の肝切除

田中正俊、奥田康司、内田信治、下
瀬茂男、佐田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 166, 2013

151

切除不能な高悪性度肝細胞癌に対
する短期動注＋ラジオ波治療の治
療成績

出口章広、永松洋明、城野智毅、高
田晃男、正木 勉、佐田通夫

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 211, 2013

152

肝動注化学療法による動注潰瘍の
臨床的検討

松垣 諭、奥雄一朗、久保保彦、内
山大治、板野 哲

第49回日本肝癌研究会

東京

2013/7/11 -12
第49回日本肝癌研究会プログ
ラムおよび抄録集
p. 256, 2013

153

特別企画(2-1)

安田一朗、中島賢憲、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、佐田尚宏、木田光弘、下
瀬川徹

第44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、鶴田 修、佐田
通夫、安元真希子、田原宣広、澤田
健太郎

第44回日本膵臓学会大会

非切除膵癌に対する化学放射線治
療の検討

高橋健二郎、堀内彦之、久下
亨、石川博人、川嶋裕資、北里雄
平、岡部 義信、菅 偉哉、木下
壽文、白水和雄

第44回日本膵臓学会大会

退形成性膵管癌spindle cell
typeの1例

名嘉眞陽平、川原隆一、堀内彦
之、北里雄平、赤須 玄、御鍵和
弘、石川博人、久下 亨、菅 偉
哉、岡部義信、木下壽文

第44回日本膵臓学会大会

当科における、膵癌に対する術前
補助療法

川原隆一、石川博人、堀内彦之、
名嘉眞陽平、北里雄平、赤須
玄、中山正道、佐々木優、石田
祐介、杉山 元、岡部義信、御鍵
和弘、久下 亨、安永昌史、奥田
康司、木下壽文

第44回日本膵臓学会大会

Walled-off pancreatic necrosis に対
する内視鏡的ネクロセクトミー

154

155

156

157

IgG4関連炎症性腹部大動脈瘤の３
例

仙台

2013/7/25 -26
膵臓
28(3):327, 2013

仙台

2013/7/25 -26
膵臓
28(3):483, 2013

仙台

2013/7/25 -26

仙台

2013/7/25 -26

2013/7/25 -26

仙台
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How to perform balloon assisted
enteroscopic ERCP？- Current
status and tips for procedures

Okabe Y

多発胃癌を合併したCronkhiteCanada症候群の１例

小林哲平、磯邉太郎、増田淳也、吉
岡慎一郎、住江博明、光山慶一、鶴
田 修、白水和雄、佐田通夫

Endoscopy Forum Japan
2013

Otaru, Japan

2013/8/3 -4

第302回日本内科学会九州 大分
地方会
2013/8/24
第302回日本内科学会九州地
方会プログラム
p.31, 2013

160

高度の肝障害を来したRefeeding症
候群の２症例

加藤 全、加藤智子、渡邊隆太郎、
鶴田宗久、徳渕市朗、村石和久、中
山ひとみ、桑原礼一郎、田尻祐司、
山田研太郎

第302回日本内科学会九州 大分
地方会
2013/8/24
第302回日本内科学会九州地
方会プログラム

161

脳結核腫治療中に肺クリプトコックス
症を併発した１例

平井 良、北里裕彦、波多野充明、
野口 慶、寺崎瑞彦、椛島正治、古
賀智絵、平原奈菜、松隈則人、南
浩

第302回日本内科学会九州 大分
地方会
2013/8/24
第302回日本内科学会九州地
方会プログラム

162

163

Frequency of HPV infection and
EGFR, MAPK pathway, and PIK3CA
mutation profiles in SCC of the
cervical esophagus

深堀 理、加藤 健、岩佐 悟、本間
義崇、高島淳生、濱口哲弥、山田康
秀、嶋田安博、伊藤芳紀、谷口浩
一、日月裕司

第11回日本臨床腫瘍学会
学術集会

要請演題（2）

牛島知之、岡部義信、倉岡 圭、安
元真希子、佐々木優、石田祐介、杉
山 元、中山正道、久下 亨、木下
壽文

第59回日本消化器画像診
断研究会

膵（2）

術前進展範囲診断に難渋したnoninvasive IPMC (gastric type）の一切
除例

仙台

2013/8/29 -31

尾道

2013/9/6 -7
第59回日本消化器画像診断研
究会プログラム
p.23, 2013

164

165

166

167

168

169

黒松亮子、佐谷 学、岡村修祐、山
田慎吾、中野聖士、住江修治、鳥村
拓司、佐田通夫

第15回九州肝癌研究会学
術集会

肝細胞癌組織におけるMU-3抗体及
びNX抗体を用いたPIVKA-II発現の
検討

角 明子、秋葉 純、小笠原幸子、
中山正道、野村頼子、安元真希子、
真田咲子、中島 収、矢野博久

第15回九州肝癌研究会学
術集会

生体肝移植の再発C型肝炎に対す
るインターフェロン療法に関連した
Immune-mediated Graft Dysfunction
を呈した１例

桑原礼一郎、天野恵介、戸島剛男、
池上 徹、前原善彦、佐田通夫

第29回自己免疫性消化器
疾患研究会

IgG4関連炎症性大動脈瘤の３例

牛島知之、岡部義信、佐々木優、石
田祐介、杉山 元、鶴田 修、安元
真希子、田原 宣広、澤田健太郎、
佐田通夫

第29回自己免疫性消化器
疾患研究会

池原龍一郎、平塚 潤、大野美紀、
久賀征一郎、菅 偉哉、重松聡江、
於保和彦、佐田通夫

第29回自己免疫性消化器
疾患研究会

肝細胞癌治療前後の高感度AFPL3％値と再発の危険性予測

当院における自己免疫性胃炎の検
討

福岡

2013/9/7

福岡

2013/9/7

久留米

2013/9/10

小林哲平、堤 翼、山内亨介、宮原
当科および関連病院における
Cronkhite-Canada症候群５例の検討 健輔、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

久留米

2013/9/10

久留米

2013/9/10

第29回自己免疫性消化器
疾患研究会
2013/9/10

久留米
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シンポジウム（4）
消化管の分子形態学：密かなる最近の進歩

大腸鋸歯病変におけるSessile
Serrated Adenoma/polype (SSA/P)
の内視鏡的鑑別について
171

国際シンポジウム
Medicine and Molecular Morphology

Ex vivo-expanded edothelial
progenitor cells as a hepatic
regeneration therapy for a nude rat
CCL4-induced liver fibrotic model
172

国際シンポジウム
Medicine and Molecular Morphology

Therapeutic effects of peptides
prodeced by autolysis reactions from
wheat bran in nonalcoholic
steatohepatitis
173

ワ−クショップ（1）
種々の肝胆膵疾患の発生機序解明の新知見

Wntシグナル転写因子TCF-4による
Bcl-xL発現の転写レベル調節機構
174

症例検討
胃原発絨毛癌の一切除例

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

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

Nakamura T, Torimura T, Tsutsumi
V, Masuda H, Koga H, Abe M,
Ikezono Y, Hashimoto O, Ueno T,
Sata M

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

Nakamura A, Nagata Y, Nakamura
T, Koga H, Torimura T, Sata M,
Ueno T

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

古賀浩徳、Kim M､ Wands J、安倍満
彦、池園 友、増田 裕、中村 徹、
橋本修、矢野博久、鳥村拓司、上野
隆登、佐田通

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

田口 順、石井邦英、渡辺次郎、矢
野博久、上野隆登

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

175

176

177

178

K252a（Trk阻害剤）は肝細胞癌株に
間葉上皮移行（MET）およびG2期停
止を誘導する

安倍満彦、古賀浩徳、吉田隆文、増
田 裕、坂田雅浩、池園 友、中村
徹、谷口英太郎、川口 巧、矢野博
久、鳥村拓司、佐田通夫

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

肝癌での腫瘍血管形成における骨
髄細胞の関与に関する検討

鳥村拓司、上野隆登、中村 徹、古
賀浩徳、安倍満彦、池園 友、増田
裕、矢野博久、佐田通夫

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

石井邦英、馬場真二、田口 順、矢
野 徹、黒木淳一、末次理成、上野
隆登

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

藤井広美、椿 涼子、荒川正博、田
口 順、上野隆登

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

当院におけるNASH例の推移と脂質
異常症からみたNAFLDの頻度

免疫染色の併用が細胞診診断に有
用であった腹膜悪性中皮腫の一例

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

179

180

腺癌の扁平上皮癌への転化から発
生したと考えられる膵扁平上皮癌の
１例

中山正道、内藤嘉紀、秋葉 純、安
元真希子、牛島知之、緒方俊郎、木
下壽文、矢野博久

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

老年女性の鼠径部に発生した悪性
筋上皮腫の一切除例

渡辺次郎、島松一秀、田口 順、自
見厚郎

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会

福岡

2013/9/13 -14

福岡

2013/9/13 -14

181

サイトカインによる肝星細胞を標的と
した線維化抑制

井上麻美、大林賢一、中村アンナ、
上野隆登、鳥村拓司、久原 哲、田
代康介

第45回日本臨床分子形態
学会総会・学術集会
2013/9/13 -14

福岡
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Poster Session

Hepatic arterial infusion
chemotherapy for advanced
hepatocellular carcinoma with highly
vascular invasion

日程の下は掲載誌と、その頁です
Nagamatsu H, Torimura T, Deguchi
A, Tsutsui R, Sata M

International Liver Cancer
Association, 7th Annual
Conference (ILCA 2013)

Washington
D.C., USA

2013/9/13 -15
ILCA 2013 Proceedings
p. 67, 2013

183

Poster Session

Outcomes of neoadjuvant hepatic
arterial infusion chemotherapy for
resectable hepatocellular carcinoma

Tsutsui R, Nagamatsu H, Shirono T,
Deguchi A, Hiraki M, Torimura T,
Sata M

International Liver Cancer
Association, 7th Annual
Conference (ILCA 2013)

Washington
D.C., USA

2013/9/13 -15
ILCA 2013 Proceedings
p. 73, 2013

184

Poster Session

Simultaneous combined therapy of
sorafenib and radiation of the
hepatocellular carcinoma with extra
hepatic metastasis

Deguchi A, Nagamatsu H, Tsutsui
R, Shirono T, Mizukami N, Torimura
T, Sata M

International Liver Cancer
Association, 7th Annual
Conference (ILCA 2013)

Washington
D.C., USA

2013/9/13 -15
ILCA 2013 Proceedings
p. 81, 2013

185

要望演題

長田修一郎、鶴田 修、前山泰彦、
野田哲裕、秋葉 純、河野弘志、佐
田通夫

第10回拡大内視鏡研究会

深達度診断に苦慮した上行結腸SM
癌の１例

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

第23回大腸IIc研究会

孤立性胃静脈瘤に対するDouble
coaxial balloon catheter system
(CANDIS）を用いたB-RTOにて血管
損傷（血管外迷入）を来した１例

春田 剛、江森啓悟、井上博人、於
保和彦、佐田通夫

第20回日本門脈圧亢進症
学会総会

大腸鋸歯状病変の拡大診断の「観察法と診断
法のコツ」 - 過形成か腫瘍かの鑑別など

東京

2013/9/14

Sessile Serrated Adenoma/Polyp
（SSA/P）併存早期大腸癌の一症例
186

187

東京

2013/9/15
ホームページpdf

名古屋

2013/9/19 -20
日本門脈圧亢進症学会雑誌
19(3):132, 2013

188

食道・胃静脈瘤出血に対する
Helicobacter pylori感染の影響

於保和彦、坂本慶博、江森啓悟、井
上博人、春田 剛、佐田通夫

第20回日本門脈圧亢進症
学会総会

名古屋

2013/9/19 -20
日本門脈圧亢進症学会雑誌
19(3):155, 2013

189

190

胆管癌切除標本と術前ERCP下ブラ
シ擦過細胞診の比較検討

胆管病変に対するSpyGlass
Direct Visualization Systemに
よる直視下生検の実際

佐々木優、岡部義信、石田祐介、中
山正道、多比良朋希、内藤嘉紀、鹿
毛政義、倉岡 圭、安元真希子、牛
島知之、杉山 元、北里雄平、名嘉
眞陽平、鶴田 修、佐田通夫

第49回日本胆道学会学術
集会

石田祐介、岡部義信、杉山 元、牛
島知之、佐々木優、安元真希子、倉
岡 圭、北里雄平、名嘉眞陽平、多
比良朋希、鹿毛政義、堀内彦之、木
下壽文、鶴田 修、佐田通夫

第49回日本胆道学会学術
集会

東京

2013/9/19 -20
胆道
27(3):477, 2013

2013/9/19 -20
胆道
27(3):444, 2013

東京
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日程の下は掲載誌と、その頁です

胆管癌として外科切除された良性
胆管病変の検証：画像・病理所見
の対比

川原隆一、名嘉眞陽平、北里雄
平、白濱貴久、御鍵和弘、中山正
道、牛島知之、佐々木優、杉山
元、石田祐介、岡部義信、酒井久
宗、堀内彦之、奥田康司、木下壽
文

第49回日本胆道学会学術
集会

閉塞性黄疸を伴う膵癌に対する術
前胆道ドレナージの検討

北里雄平、岡部義信、牛島知之、
石田祐介、杉山 元、加治亮平、
名嘉眞陽平、御鍵和弘、川原隆
一、石川博人、久下 亨、安永昌
史、堀内彦之、奥田康司、木下壽
文

第49回日本胆道学会学術
集会

井上博人、江森啓悟、春田 剛、於
保和彦、佐田通夫

第16回B-RTO研究会（第
20回日本門脈圧亢進症学
会総会 附置研究会）

ワ−クショップ（1）
シャント脳症とB-RTO

シャント脳症に対しB-RTOを行なっ
た19例の検討

東京

2013/9/19 -20

東京

2013/9/19 -20

名古屋

2013/9/20
日本門脈圧亢進症学会雑誌
19(3):169, 2013

194

薬局における「健康みらい予報」
ソフトを用いた生活習慣改善・服
薬支援

岸 信行、河内明夫、冨重恵利
紗、村上貴哉、大木拓野、遠田慶
介、吉森建一、佐藤圭創、本屋敏
郎、福森正郎

第46回日本薬剤師会学術
大会

大阪

2013/9/22 -23
日本薬剤師会学術大会講演要
旨集46回
p. 410, 2013

195

Oral Session（7）：Cancer Microenvironment（2）

Torimura T

Aflibercept, a soluble VEGF
receptor-1 and 2 suppresses tumor
growth of hepatocellular carcinoma
in mice

17th International
Osaka, Japan
Symposium on Cells of the
Hepatic Sinusoid & 27th
Annual Meeting for Hepatic
Sinusoidal Research Japan
2013/9/23 -25
17th ISCHS & 27th HSRJ
Proceedings
p. 73, 2013

196

Poster Session（4）：Inflammation and Immunity

Nakamura T

Ex vivo cultured human CD34+ cell
enhances stem cell function and
promotes hepatic regeneration in
chronically injured rat liver

17th International
Osaka, Japan
Symposium on Cells of the
Hepatic Sinusoid & 27th
Annual Meeting for Hepatic
Sinusoidal Research Japan
2013/9/23 -25
17th ISCHS & 27th HSRJ
Proceedings
p. 114, 2013

197

Poster Session

Poor clinical outcome in patients
with retroperitoneal / intraabdominal ewing sarcoma
198

English Oral Session

TCF-4 directly regulates Bcl-xL
expression in liver cancer cells

Fukahori M, Yonemori K, Kodaira
M, Yamamoto H, Yunokawa M,
Shimizu C, Tamura K, Fujiwara Y,
Yoshida A, Kawai A, Chuman H,
Hirakawa A

European Cancer Congress
2013

Koga H, Kim M, Tomimaru Y,
Nakamura T, Abe M, Hashimoto O,
Ikezono Y, Masuda H, Yano H,
Ueno T, Torimura T, Wands JR

第72回日本癌学会学術総
会

2013/9/27 -10/1

2013/10/3 -5

Amsterdam,
The
Netherlands

横浜
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200

Trk 阻害剤は肝細胞癌株に間葉上
皮移行（MET）を誘導する

ワ−クショップ（3）

日程の下は掲載誌と、その頁です
安倍満彦、古賀浩徳、吉田隆文、増
田 裕、坂田雅浩、池園 友、中村
徹、谷口英太郎、川口 巧、矢野博
久、鳥村拓司、佐田通夫

第72回日本癌学会学術総
会

川口 巧、志波直人、佐田通夫

第11回大連合大会（第35回 京都
日本臨床栄養学会総会・第
34回日本臨床栄養協会総
会）

NASH/NAFLDにおける臨床栄養学的アプロー
チ

Metabologyからみた運動療法の効
果
201

巨大膵嚢胞を契機に発見された通
常型膵癌の１例

横浜

2013/10/3 -5

2013/10/4 -6

石田祐介、岡部義信、倉岡 圭、
佐々木優、安元真希子、杉山 元、
酒井味和、末次理成、鶴田 修、佐
田通夫

日本超音波医学会（第23回 熊本
九州地方会学術集会）
2013/10/6
超音波医学
41(1):101, 2014

202

貯留嚢胞を合併した自己免疫性膵
炎の１例

酒井味和、石田祐介、岡部義信、安
元真希子、杉山 元、下川雄三、久
野晃聖、古川正幸、佐田通夫

日本超音波医学会（第23回 熊本
九州地方会学術集会）
2013/10/6
超音波医学
41(1):101, 2014

203

アルコール性肝硬変に生じたFNH
like noduleの１例

原 香織、高田晃男、緒方佑仁、
福井智一、角扶佐子、水上直久、
渡辺次郎、出口章広、永松洋明、
小野典之

日本超音波医学会（第23回 熊本
九州地方会学術集会）
2013/10/6
超音波医学
41(1):97-98, 2014

204

ソナゾイド造影超音波検査が有用
であった胆管内乳頭状腫瘍の一症
例

福井智一、高田晃男、原 香織、
角扶佐子、牛島知之、水上直久、
渡辺次郎、出口章広、永松洋明、
小野典之

日本超音波医学会（第23回 熊本
九州地方会学術集会）
2013/10/6
超音波医学
41(1):99, 2014

205

ワ−クショップ（3）

黒松亮子、住江修治、佐田通夫

の確立

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会、第55回日本
消化器病学会大会 合同）

アルコール性肝障害から発症する肝
細胞癌の臨床的特徴

2013/10/9 -10
肝臓

ASH/NASH肝癌の臨床像とフォローアップ体制

54(Suppl.2):A524, 2013

206

治療抵抗性HCVにおけるIRES領域
の遺伝子変異と既知効果予測因子
との関連

緒方 啓、井出達也、有永照子、宮
島一郎、桑原礼一郎、天野恵介、佐
田通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A553, 2013

207

C型慢性肝炎のインターフェロン治
療難治例へのIFNβ1日2回投与と二
重濾過血漿交換療法 - 最終報告

天野恵介、井出達也、有永照子、宮
島一郎、緒方 啓、桑原礼一郎、佐
田通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A572, 2013

208

糖尿病を合併する肝疾患患者のが
ん有病率とがん関連因子

川口 巧、國府島庸彦、市川辰樹、
清家正隆、井手康史、水田敏彦、本
田浩一、中尾一彦、中牟田誠、佐田
通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A582, 2013
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肝細胞癌に対する肝動脈塞栓術を
併用した定位放射線治療の有用性
に関する検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
城野智毅、永松洋明、出口章宏、平
井真吾、筒井りな、水上直久、佐田
通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A600, 2013

210

分枝鎖アミノ酸製剤の肝細胞癌に対
する肝動注化学療法奏効率への影
響

平井真吾、永松洋明、筒井りな、城
野智毅、出口章宏、鳥村拓司、佐田
通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A634, 2013

211

肝細胞癌の悪性度評価における腫
瘍肉眼型予測の重要性

住江修治、黒松亮子、中野聖士、佐
谷 学、山田慎吾、岡村修祐、鳥村
拓司、佐田通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A640, 2013

212

TACE不応進行肝癌の危険因子の
検討

相野 一、新関 敬、黒木淳一、田
尻能祥、黒松亮子、鳥村拓司、佐田
通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A641, 2013

213

長期予後を目的とした進行肝細胞癌 永松洋明、出口章広、平井真吾、城
野智毅、筒井りな、鳥村拓司、佐田
に対する
通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A641, 2013

214

自己免疫性肝炎における発癌

有永照子、井出達也、宮島一郎、緒
方 啓、桑原礼一郎、天野恵介、鳥
村拓司、佐田通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A648, 2013

215

早期ウイルス動態からのTelaprevir 3
剤併用療法の治療効果予測の検討

加藤慶三、島田紀朋、豊田秀徳、井
出達也、坪田昭人、高口浩一、佐田
通夫、泉 並木、熊田 卓

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A560, 2013

216

肝細胞癌根治術後の再発に与える
インターフェロン治療の効果

出口章広、永松洋明、城野智毅、平
城 守、正木 勉、佐田通夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A569, 2013

217

肝細胞癌に対する肝切除前
neoadjuvant chemotherapyの検討

筒井りな、永松洋明、平城 守、平井
真吾、城野智毅、出口章広、佐田通
夫

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A597, 2013

218

未治療C型慢性肝炎患者に対する
Faldaprevir + PegIFN + Rivavirin併
用療法による第３相試験
（STARTVerso1）

西口修平、八橋 弘、田中靖人、冨
田栄一、加藤道夫、岩渕省吾、酒井
善法、辻 邦彦、宜保行雄、横須賀
収、森山光彦、井出達也、Scherer
J、Datsenko Y、富森裕規、Quinson
AM、小俣政男

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A622, 2013
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肝硬変症例に対する分子鎖アミノ酸
内服有無による自覚症状の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
中尾直美、永松洋明、小河聡志、平
井真吾、筒井りな、城野智毅、出口
章広、小野典之

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A590, 2013

220

ワ−クショップ（7）

古賀浩徳、上野隆登、佐田通夫

肝胆膵疾患と糖･脂質代謝異常

NAFLD患者におけるリポ蛋白粒子
サイズの検討

JDDW 2013（第44回日本消 東京
化吸収学会総会、第55回
日本消化器病学会大会、
第17回日本肝臓学会大会
合同）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A520, 2013

221

パネルディスカッション（1）

吉本剛志、福泉公仁隆、佐田通夫

C型肝炎を背景とした肝細胞癌 - 予防から再
発治療まで

HCV関連肝癌治療後のPEGIFN/リ
バビリン/テラプレビル併用療法の現
状

JDDW 2013（第55回日本消 東京
化器病学会大会、第17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）
2013/10/9 -10
肝臓
54(Suppl.2):A482, 2013

222

パネルディスカッション（8）

長尾由実子、川口 巧、佐田通夫

高齢者・肝機能低下例に対するC型肝炎治療
の適応と限界

2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌

分枝鎖アミノ酸亜鉛含有栄養補助食
品の摂取によるインターフェロン治療
への影響と効果
223

パネルディスカッション（8）-特別発
現

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会、第55回日本
消化器病学会大会 合同）

110(Suppl.):A689, 2013

佐田通夫

高齢者・肝機能低下例に対するC型肝炎治療
の適応と限界

JDDW 2013（第17回日本肝 東京
臓学会大会、第55回日本
消化器病学会大会 合同）
2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌

特別発現

110(Suppl.):A690, 2013

224

パネルディスカッション（3）

福泉公仁隆、原田直彦、佐田通夫

機能性食品や補助食品の消化器疾患における
役割

難治性下痢症例に対するシンバイオ
ティクス療法の有用性についての検
討

JDDW 2013（第44回日本消 東京
化吸収学会総会、第55回
日本消化器病学会大会
合同）
2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A666, 2013

225

ワ−クショップ（13）
NST活動の現状と問題点

全科型NSTおよび消化器内科病棟
NSTの現状と今後の課題

居石哲治、川口 巧、八木 実

JDDW 2013（第55回日本消 東京
化器病学会大会、第17回
日本肝臓学会大会、第10
回日本消化器外科学会大
会、第44回日本消化吸収
学会総会 合同）
2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A776, 2013
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ワ−クショップ（4）

日程の下は掲載誌と、その頁です
伊藤 実、川口 巧、佐田通夫

過敏性腸症候群の診療における現状と問題点

下痢型過敏性腸症候群患者におけ
る出雲スケールによるQOLスコアと血
中活性型GLP-1濃度との関連

JDDW 2013（第55回日本消 東京
化器病学会大会、第44回
日本消化吸収学会総会
合同）
2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A733, 2013

227

Wntシグナル転写因子TCF-4による
Bcl-xL発現制御

古賀浩徳、中村 徹、矢野博久、上
野隆登、鳥村拓司、Wands JR、佐田
通夫

JDDW 2013（第55回日本消 東京
化器病学会大会）
2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A814, 2013

228

進行肝癌に対するソラフェニブの後
治療と予後の関係：多施設での検討

中野聖士、黒松亮子、鳥村拓司、佐
田通夫

JDDW 2013（第55回日本消 東京
化器病学会大会）
2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A826, 2013

229

ラット慢性腸炎モデルでの白血球除
去療法の作用機序はCalcitonin
Gene-Related Peptideに依存してい
る

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

JDDW 2013（第55回日本消 東京
化器病学会大会）
2013/10/9 -11
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A913, 2013

230

胃管癌に対するESDの検討

向笠道太、松尾 健、住江博明、吉
田 光、秋葉 純、渡辺靖友、安元
真希子、鶴田 修、佐田通夫

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）
2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2760, 2013

231

鋸歯状病変を伴う大腸癌の臨床病
理学的特徴

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、光
山慶一、佐田通夫

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）
2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2854, 2013

232

当院高度救命救急センター（三次救
急医療機関）における静脈瘤出血症
例についての検討と治療戦略

井上博人、江森啓悟、鶴田 修、佐
田通夫

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）
2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2903, 2013

233

小児における食道胃静脈瘤内視鏡
治療

江森啓悟、井上博人、春田 剛、於
保和彦、豊永 純、鶴田 修、佐田
通夫

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）
2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2903, 2013

234

側孔付き穿刺針EchoTipR ProCoreTM
と従来針の適正献体採取及び診断
能に関する比較検討

石田祐介、岡部義信、安元真希子、
杉山 元、牛島知之、佐々木優、多
比良朋希、鹿毛政義、鶴田 修、佐
田通夫

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）
2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2912, 2013
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236

237

238

日程の下は掲載誌と、その頁です

難治性十二指腸潰瘍をきたした好酸 岡本梨沙、山口恵梨子、柿ヶ尾佳
奈、原口和大、隅田頼信、岩田真悠
球性胃腸症の一例
子、黒川美穂、寺松克人、中村
吏、藤森 尚、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、桃崎征也、松浦秀
司、原田直彦、中村和彦

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）

山口恵梨子、柿ヶ尾佳奈、岡本梨
沙、畑 佳孝、原口和大、麻生 暁、
隅田頼信、中村 吏、藤森 尚、大
橋朋子、國府島庸之、吉本剛志、福
嶋伸良、福泉公仁隆、松浦秀司、中
山吉福、中牟田誠、原田直彦

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）

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、中山吉
福、中牟田誠、原田直彦

JDDW 2013（第86回日本消 東京
化器内視鏡学会総会）

新関 敬、田尻能祥、佐田通夫

JDDW 2013（第10回日本消 東京
化器外科学会大会、第55
回日本消化器病学会大
会、第17回日本肝臓学会
大会 合同）

濾胞性リンパ球増殖性ポリポーシス
の１例

inflammatory cloacogenic polypの２
例

パネルディスカッション（13）
進行肝癌に対する集学的治療の標準化に向け
て

当科における切除不能脈管浸潤合
併肝細胞癌に対する治療成績

2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2826, 2013

2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2874, 2013

2013/10/10 -12
Gastroenterological Endoscopy
55(Suppl.2):2875, 2013

2013/10/11 -12
日本消化器病学会雑誌
110(Suppl.):A705, 2013

239

栄養管理の地域連携に向けたNST
研修の取り組みについて

池本美智子、徳永真矢、北向由佳、
佐伯綾子、門田真治、松元俊博、辻
丸祐規子、松尾 進、吉川博政、福
泉公仁隆

日本医療マネジメント学会
（第12回九州・山口連合大
会）

下関

2013/10/11 -12
日本医療マネジメント学会（第
12回九州・山口連合大会）抄録
集
p. 283, 2013

240

Free Paper Session（Oral）: Advances in
biliopancreatic imaging

Ex vivo magnifying endoscopic
observation of non-neoplastic
bile duct mucosa using narrow
band imaging
241

Poster Session: IBD（II）

Daikenchuto (tu-100) raises
plasma levels of
adrenomedullin in patients
with Crohn's disease: possible
mechanism of clinical action
242

Stage IV-B肝細胞癌症例に対する
放射線照射併用ソラフェニブ治療

Ishida Y, Okabe Y, Yasumoto M,
Sugiyama G, Kuraoka K, Sasaki Y,
Ushijima T, Kaji T, Kitasato Y,
Nakama Y, Horiuchi H, Kinoshita H,
Tsuruta O, Sata M

21th United European
Gastroenterology Week
(UEGW)

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

21th United European
Gastroenterology Week
(UEGW)

出口章広、他

第51回日本癌治療学会学
術集会

Berlin,
Germany

2013/10/12 -15
ホームページpdf

Berlin,
Germany

2013/10/12 -15
ホームページpdf

2013/10/24 -26

京都

2013年 学会発表 P. 26
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日程の下は掲載誌と、その頁です

肝細胞癌に対する術前短期肝動注 筒井りな、他
療法の有効性と周術期に与える影響

第51回日本癌治療学会学
術集会

京都

2013/10/24 -26

244

245

高度脈管侵襲を伴う進行肝細胞癌
に対する肝動注化学療法を中心とし
た治療

永松洋明、他

優秀演題

深堀 理

京都

2013/10/24 -26

進行胃癌におけるKRAS, NRAS,
BRAF, PIK3CA遺伝子変異の頻度・
予後に関する検討
246

第51回日本癌治療学会学
術集会

第51回日本癌治療学会学
術集会

京都

2013/10/24 -26

Fukahori M, Hashimoto J, Yoshida
Comparison of the prognostic factors A, Kawai A, Chuman H, Hirakawa
A, Yonemori K, Kodaira M,
in juvenile and adult onset of ewing
Yamamoto H, Yunokawa M, Shimizu
sarcom
C, Tamura K
Poster Session

Connective Tissue
Oncology Society, 18th
Annual Meeting

NY, USA

2013/10/30 -11/2
Connective Tissue Oncology
Society, 18th Annual Meeting
Proceeings
p.63, 2013

247

248

249

250

食道・胃静脈瘤出血に対する
Helicobacter pylori感染の影響

坂本慶博、於保和彦、豊永 純、佐
田通夫

第28回筑後DDF

ABC検診のA判定と考えられる早期
胃癌の2例

向笠道太、吉田 光、住江博明、光
山慶一、鶴田 修、佐田通夫

第28回筑後DDF

機能性消化管障害患者の「アコファ 伊藤 実、山内亨介、小林哲平、山
イド錠」によるQOL改善効果を出雲ス 崎 博、桑木光太郎、吉岡慎一郎、
竹田津英稔、川口 巧、居石哲治、
ケールにて評価した症例
光山慶一、鶴田 修、佐田通夫

第28回筑後DDF

シンポジウム（14）

第34回日本アフェレシス
学会学術大会

より速い寛解導入を目指した潰瘍性大腸炎
に対する血球成分除去療法と生物学的製剤

山崎 博、光山慶一、山内亨介、
小林哲平、桑木光太郎、吉岡慎一
郎、竹田津英稔、佐田通夫

の使い分け

潰瘍性大腸炎における血球成分除
去療法の効果予測因子についての
検討
251

クローン病に対する顆粒球吸着療法
（GCAP）の治療効果

久留米

2013/10/31

久留米

2013/10/31

久留米

2013/10/31

長野県軽井
沢町

2013/11/1 -3
日本アフェレシス学会雑誌
32(Suppl.):96, 2013

今井徹朗、上原舞美、木嶋涼二、嘉
松 翔、山香 修、杉原 学、福田理
史、岩谷龍治、楠本拓生、奥田誠
也、山崎 博、光山慶一、坂本照夫

第34回日本アフェレシス
学会学術大会

長野県軽井
沢町

2013/11/1 -3
日本アフェレシス学会雑誌
32(Suppl.):173, 2013

252

Poster Session：Behavioral and Practice
Issues

Ex vivo cultured human CD34+
cells promotes hepatic
regeneration in chronically
injured rat liver

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

The 64th Annual Meeting Washington
of the American
D.C., USA
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2013/11/1 -5
Hepatology
58(Suppl.1):96A, 2013
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253

Poster Session：Experimental
Hepatocarcinogenesis

T-cell Factor-4 isoforms
directly regulate Bcl-xL
expression in human
hepatocellular carcinoma (HCC)
cells

日程の下は掲載誌と、その頁です
Koga H, Kim M, Nakamura A, Yano
H, Nakamura T, Ueno T, Torimura
T, Wands JR, Sata M

The 64th Annual Meeting Washington
of the American
D.C., USA
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2013/11/1 -5
Hepatology
58(Suppl.1):181A, 2013

254

Poster Session：HCV Therapeutics:
Approved Agents

IL28b gene and very early
viral kinetics (Week-1)
predict sustained virological
response to triple therapy in
chronic hepatitis C patients
with genotype 1b and high
viral load
255

Oral Session： Presidential Plenary: Viral
Hepatitis

Combination of Daclatasvir
plus Asunaprevir in interferon
ineligible naive/intolerant
and nonresponder Japanese
patients chronically infected
with HCV genotype 1b: results
from a phase 3 trial

256

Poster Session：HBV Immunopathogenesis

Trans-ethnic analyses of HLADPA1, DPB1 haplotypes to be
associated with hepatitis B
virus infection

257

シンポジウム（2）
様々な局面からみたFD

耐糖能異常を合併する機能性消化
管障害患者の消化器症状と血中
GLP-1濃度の関連
258

ワ−クショップ（3）
進行肝細胞癌診療の現状と問題点

肝動注化学療法による
downstaging後肝切除で長期生存
が可能となる切除不能進行肝細胞
癌の検討

Ide T, Takaguchi K, Toyoda H,
Kumada T, Shimada N, Kato K,
Tsubota A, Izumi N, Sata M

The 64th Annual Meeting Washington
of the American
D.C., USA
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2013/11/1 -5
Hepatology
58(Suppl.1):1160A, 2013

Chayama K, Suzuki Y, Ikeda K,
Toyota J, Karino Y, Kawakami Y,
Ido A, Yamamoto K, Takaguchi K,
Izumi N, Koike K, Takehara T,
Kawada N, Sata M, Miyagoshi H,
Eley T, McPhee F, Hu W, Ishikawa
H, Hughes EA, Kumada H

The 64th Annual Meeting Washington
of the American
D.C., USA
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2013/11/1 -5
Hepatology
58(Suppl.1):313A, 2013

Nishida N, Sawai H, Kashiwase K,
Minami M, Sugiyama M, Seto W-K,
Yuen M-F, Poovorawan Y, Ahn SH,
Han K-H , Matsuura K, Tanaka Y,
Kurosaki M, Asahina Y, Izumi N,
Kang J-H, Hige S, Ide T, Yamamoto
K, Sakaida I, Murawaki Y, Itoh Y,
Tamori A, Orito E, Hiasa Y, Honda
M, Kaneko S, Mita E, Suzuki K,
Hino K, Tanaka E, Mochida S,
Watanabe M, Eguchi Y, Korenaga
M, Mawatari Y, Kawashima M,
Tokunaga K, Mizokami M

The 64th Annual Meeting Washington
of the American
D.C., USA
Association for the
Study of Liver Diseases
(AASLD)

伊藤 実、川口 巧、谷口英太郎、
居石哲治、光山慶一、鳥村拓司、鶴
田 修、佐田通夫

第7回機能性ディスペプシ
ア研究会(日本消化器病学
会関連研究会）

2013/11/1 -5
Hepatology
58(Suppl.1):102A, 2013

出雲

2013/11/7

永松洋明、平城 守、出口章広、
小野典之、鳥村拓司、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9
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ワ−クショップ（4）
炎症性腸疾患：最近の治療

Crohn病に対し顆粒球吸着療法を
10回以上施行した症例の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
桑木光太郎、山崎 博、小林哲
平、山内亨介、吉岡慎一郎、竹田
津英稔、光山慶一、鶴田 修、佐
田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

260

消化器病専門医セミナー
症例検討

福永秀平

肝臓、胆膵、消化管

肝臓：症例提示

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

261

繰り返す多発S状結腸憩室炎の経
過中に併発したS状結腸膀胱瘻の1
例

阪上尊彦、平田和之、壇上晶子、
福森一太、矢野洋一、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

262

HIV感染に合併したアメーバ性大
腸炎の1例

則松 宏、田宮芳孝、垣内誠也、
森田 拓、河野克俊、大内彬弘、
豊増 靖、坂田研二、野口和典、
佐田通夫、今村 豊

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

263

Sequential療法によってHBs抗体
を獲得したB型慢性肝炎の1例

森田恭代、井出達也、永田 務、
下津浦康隆、増田淳也、安倍満
彦、古波倉允、桑原礼一郎、長田
英輔、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

264

当院におけるC型肝炎に対する３
剤併用療法の治療成績

石井邦英、馬場真二、田口 順、
矢野 徹、黒木淳一、末次理成、
上野隆登、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

265

当院におけるC型慢性肝炎に対す
るPegIFN/Ribavirin/Telaprevir
併用療法の治療成績

出口章広、永松洋明、森田 俊、
堤 翼、平井真吾、德安秀紀、城
野智毅、小野典之、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

266

ソラフェニブ併用放射線治療不応
の肝細胞癌骨転移に対し骨盤内動
注療法を施行した２症例

井本圭祐、永松洋明、森田 俊、
城野智毅、出口章広、小野典之、
水上直久、鳥村拓司、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

267

集学的治療により長期生存が得ら
れている混合型肝細胞癌術後腹膜
播種再発の一例

森田 俊、永松洋明、堤 翼、平
井真吾、城野智毅、德安秀紀、小
野典之、鳥村拓司、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

268

FOLFOX、FOLFIRI不応大腸癌肝転
移に対して肝動注化学療法が奏効
した2症例

佐々木研輔、永松洋明、森田
俊、德安秀紀、城野智毅、出口章
広、小野典之、鳥村拓司、佐田通
夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9
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診断に難渋した肝血管肉腫の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
森 敦、前川隆一郎、加治亮平、
宮原健輔、中根智幸、川口俊弘、
榊原重成、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

270

Low dose FP肝動注療法が奏効
した胆嚢癌肝転移の2症例

平岡裕樹、永松洋明、森田 俊、
城野智毅、出口章広、小野典之、
鳥村拓司、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

271

272

閉塞性黄疸および十二指腸狭窄を
合併した巨大軟部腫瘍に対し、超
音波内視鏡ガイド下経消化管的胆
道ドレナージ（EUS-BD）が奏功し
た1例

池原龍一郎、菅 偉哉、平塚
潤、大野美紀、重松聡江、於保和
彦、鶴田 修、佐田通夫

十二指腸閉塞をきした胃石症の一
例

草場喜雄、白地美紀、渡辺靖友、
進藤洋一郎、久永 宏、梶原雅
彦、鶴田 修、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

273

膵癌との鑑別が困難であった
進行胃癌播種による悪性胆道狭窄
の一例

財前友貴、倉岡 圭、安元真希
子、佐々木優、牛島知之、名嘉真
陽平、石田祐介、杉山 元、岡部
義信、鶴田 修、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

274

275

EUS-FNAが有用であった壁外
発育型十二指腸GISTの一切除例

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、治療を
継続し得た肝細胞癌の一例

山下文也、安元真希子、石田祐
介、川原隆一、牛島知之、佐々木
優、倉岡 圭、高田晃男、岡部義
信、堀内彦之、鶴田 修、佐田通
夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

後藤由佳、永松洋明、森田 俊、
城野智毅、小野典之、鳥村拓司、
佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

2013/11/8 -9

2013/11/8 -9

276

肝動注化学療法が奏効した肝原
発腺扁平上皮癌の一例

梶谷奈央、永松洋明、森田 俊、
出口章広、小野典之、水上直久、
鳥村拓司、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

277

NewFP療法が奏効したび漫型
肝内胆管癌の一例

梶谷祐介、永松洋明、森田 俊、
城野智毅、出口章広、小野典之、
鳥村拓司、佐田通夫

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9

278

術前診断よりも深部浸潤をきたし
ていた直腸癌の一例

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、田邊 寛、
岩下徳明、林 逸郎

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同
2013/11/8 -9
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280

原発巣特定が困難であった膵癌十
二指腸浸潤の一例

シンポジウム（1）
高齢者に対する消化器病診療と今後の展望
（消化管、肝胆膵）

当院における高齢者の大腸憩室出
血63例の検討：特に抗血栓薬服用
の臨床的影響について
281

282

ステント留置後の切除不能高度進
行大腸がんに対してベバシ
ズマブ併用化学療法を行った
4例の検討

RS3PE症候群の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
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、實藤健作、
田邊 寛、福澤謙吾

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

原口和大、鶴田伸一、野崎哲史、
山口恵梨子、柿ヶ尾佳奈、中村
吏、畑 佳孝、藤森 尚、大橋朋
子、麻生 暁、隅田頼信、國府島
庸之、吉本剛志、河邉 顕、福泉
公仁隆、中牟田誠、松浦秀司、原
田直彦、中村和彦

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

隅田頼信、鶴田伸一、野崎哲史、
中村 吏、山口恵梨子、畑 佳
孝、藤森 尚、原口和大、麻生
暁、國府島庸之、吉本剛志、河邉
顕、福泉公仁隆、原田直彦、中牟
田誠、中村和彦

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

岸 昌廣、宗 祐人、最初大輔、奥
雄一朗、三宅育代、清水直美、寺部
寛哉、八坂太親、久原研二郎、森光
洋介

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

2013/11/8 -9

2013/11/8 -9

2013/11/8 -9

2013/11/8 -9

283

284

285

十二指腸3D-CT(CTduodenography)が進展度診断に
有用であり、内視鏡的乳頭切除
術を施行した十二指腸乳頭部腫瘍
の1例

藤森 尚、河邉 顕、隅田頼信、
野崎哲史、鶴田伸一、山口恵梨
子、中村 吏、畑 佳孝、大橋朋
子、原口和大、麻生 暁、國府島
庸之、吉本剛志、福泉公仁隆、原
田直彦、中牟田誠、松浦秀司、伊
藤鉄英

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

胃低腺型胃癌の２例

山口恵梨子、畑 佳孝、鶴田伸一、
野崎哲史、中村 吏、原口和大、藤
森 尚、大橋朋子、麻生 暁、隅田
頼信、國府島庸之、吉本剛志、河邉
顕、福泉公仁隆、桃崎征也、中山吉
福、中牟田誠、原田直彦、中村和彦

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

川口勝輝、中嶋哲也

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

寄生虫が閉塞起点となり急性胆管炎
を発症した１例

2013/11/8 -9

2013/11/8 -9

2013/11/8 -9

286

287

経乳頭的膵管ドレナージが著効した
膵仮性嚢胞の一例

胃病変を主体として急激な病状の
進行を呈した悪性リンパ腫の１例

福吉由起、野崎哲史、藤森 尚、河
邉 顕、鶴田伸一、山口恵梨子、中
村 吏、畑 佳孝、大橋朋子、原口
和大、麻生 暁、隅田頼信、國府島
庸之、吉本剛志、福泉公仁隆、原田
直彦、中牟田誠

第102回日本消化器病学会 宮崎
九州支部例会、第96回日
本消化器内視鏡学会九州
支部会 合同

永田 務、森田恭代、下津浦康
隆、古波倉允、長田英輔、奥英二
郎、田尻能祥、黒松亮子、佐田通
夫

第303回日本内科学会九州 那覇
地方会

2013/11/8 -9

2013/11/16
ホームページpdf
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289

日程の下は掲載誌と、その頁です

原発性胆汁性肝硬変の経過中に肝
原発悪性リンパ腫（MALTリンパ
腫）を発症した1例

田口 順、石井邦英、黒木淳一、
馬場真二、中野聖士、矢野 徹、
末次理成、上野隆登、佐田通夫

第303回日本内科学会九州 那覇
地方会

HCV関連肝細胞癌に血管芽球性T細
胞リンパ腫を合併した1例

日吉祐介、住江修治、秋葉
黒松亮子、佐田通夫

第303回日本内科学会九州 那覇
地方会

純、

2013/11/16
ホームページpdf

2013/11/16
ホームページpdf

290

291

292

293

ラミブジン・アデホビル併用療法
にてHBs抗原が消失したB型肝硬変
の1例

川口俊弘、加治亮平、榊原重成、
森 敦、中根智幸、宮原健輔、宮
島一郎、前川隆一郎、佐田通夫

第303回日本内科学会九州 那覇
地方会

急性胆嚢炎に類似した所見を認め
たFitz-Hugh-Curtis症候群の1例

下津浦康隆、森田恭代、永田
務、古波倉允、長田英輔、鶴田
修、佐田通夫

第303回日本内科学会九州 那覇
地方会

アルコール性肝硬変が基礎にある
肝腎症候群患者の急性心不全に対
しトルバプタンが著効した1例

梅井秀和、進藤洋一郎、田中格
子、大内田昌直、草場喜雄、久永
宏、白地美紀、梶原雅彦

第303回日本内科学会九州 那覇
地方会

嚢胞内出血を伴った肝嚢胞の1例

出口章広、永松洋明、小野典之、
佐田通夫

第303回日本内科学会九州 那覇
地方会

2013/11/16
ホームページpdf

2013/11/16
ホームページpdf

2013/11/16
ホームページpdf

2013/11/16
ホームページpdf
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総胆管結石治療に関するDPC保険
診療

加治亮平

第2回北九州ラウンドテー 北九州
ブル胆膵症例検討会
2013/11/22

295

パネルディスカッション（1）

中村 徹、鳥村拓司、佐田通夫

肝移植と再生医療のクロストーク

パネルディスカッション(2)

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓

肝硬変症に対する血管内皮前駆細
胞を用いた臨床応用と将来への展
望
296

第40回日本肝臓学会西部
会

54(Suppl.3):A665, 2013

進行肝癌の集学的治療

永松洋明、鳥村拓司、佐田通夫

第40回日本肝臓学会西部
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

2013/12/6 -7
肝臓

岐阜

54(Suppl.3):A671, 2013

297

主題ポスター（午前）

谷口英太郎、川口

巧、佐田通夫

慢性肝不全―病像と治療の現状

ワ−クショップ（3）

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓

肝硬変患者における潜在性肝性脳
症関連因子の包括的検討：データ
マイニング解析
298

第40回日本肝臓学会西部
会

54(Suppl.3):A681, 2013

NAFLD-NASH の病態と治療

古賀浩徳、上野隆登、佐田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会

NAFLD患者におけるsmall-dense
LDLコレステロール解析の意義

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A710, 2013

岐阜
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肝細胞癌に対する肝動注化学療法
への分岐鎖アミノ酸製剤の関与

日程の下は掲載誌と、その頁です
平井真吾、永松洋明、森田 俊、
堤 翼、筒井りな、城野智毅、德
安秀紀、小野典之、鳥村拓司、佐
田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A729, 2013

300

Cone-beam CTを用いた動注CTによ
る肝細胞癌描出能の検討

堤 翼、永松洋明、森田 俊、筒
井りな、平井真吾、城野智毅、德
安秀紀、小野典之、鳥村拓司、佐
田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A730, 2013

301

肝細胞癌に対する術前肝動注化学
療法の有効性についての検討

筒井りな、永松洋明、城野智毅、
出口章広、平城 守、水上直久、
渡辺次郎、佐田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A734, 2013

302

C型慢性肝疾患におけるインター
フェロン治療後biochemical
responderの長期経過の検討

井出達也、有永照子、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、天野恵
介、佐田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A773, 2013

303

自己免疫性肝炎に対するアザチオ
プリン治療50例の検討

有永照子、井出達也、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、天野恵
介、鳥村拓司、佐田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A781, 2013

304

305

HCV genotype 1b型のIFN治療不適
格未治療!不耐容及びnonresponder患者に対する経口抗ウ
イルス薬 Daclatasvir/
Asunaprevir 併用療法:国内第3相
試験成績

鈴木義之、池田健次、豊田成司、
狩野吉康、茶山一彰、川上由育、
井戸章雄、山本和秀、高口浩一、
泉 並木、小池和彦、竹原徹郎、
河田則文、佐田通夫、石川博樹、
熊田博光

第40回日本肝臓学会西部
会

多彩な画像所見を呈した多発肝細
胞癌の一例

丸岡浩人、松垣 諭、奥雄一朗、
下河辺正行、久保保彦

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A786, 2013

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A819, 2013

306

急速に出現・進行した肝原発神経
内分泌癌の一例

森田 拓、豊増 靖、則松 宏、
大内彬弘、垣内誠也、河野克俊、
田宮芳孝、坂田研二、島松一秀、
野口和典、佐田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A856, 2013

307

当院におけるC型慢性肝炎に対す
るPegIFN-Ribavirin-Telaprevir
併用療法の治療成績

出口章広、永松洋明、城野智毅、
筒井りな、佐田通夫

第40回日本肝臓学会西部
会
2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A870, 2013

岐阜
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2本のリザーバーを留置し肝動注
化学療法を施行，down stage後肝
切除を行った置換型肝動脈を有す
る進行肝細胞癌の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
松垣 諭、久保保彦、奥雄一朗、
丸岡浩人、奥田康司、板野 哲

第40回日本肝臓学会西部
会

岐阜

2013/12/6 -7
肝臓
54(Suppl.3):A826, 2013

309

Poster Session（6）New anticancer agents

Analysis of gene mutations in KRAS,
NRAS, BRAF and PIK3CA in
patients who received systemic
chemotherapy with metastatic
gastric cancer

Fukahori M, Takahashi N, Yamada
Y, Taniguchi H, Sasaki Y, Shoji H,
Honma Y, Iwasa S, Takashima A,
Okita N, Kato K, Hamaguchi T,
Shimada Y

The 4th JCA-AACR
Special Joint Conference：
The Latest Advances in
Gastric Cancer Research:
From Basic Science to
Therapeutics

Tokyo, Japan
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Joint Conference Proceedings
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肝癌における細胞死と分化過程にお 吉田隆文、秋葉 純、早川政子、中
村アンナ、安倍満彦、久本隆生、古
けるTHADA遺伝子（Thyroid
賀浩徳、鳥村拓司、佐田通夫
adenoma associated gene）の役割

第21回浜名湖シンポジウム
2013/12/21 -22
第21回浜名湖シンポジウム プ
ログラム
p.40, 2013
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