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当院におけるDEB-TACEの治療成
績と問題点

日程の下は掲載誌と、その頁です
下瀬茂男、新関

敬、城野智毅、

第15回日本肝がん分子標

岩本英希、野田

悠、岡村修祐、

的治療研究会

中野聖士、佐谷

学、黒松亮子、

2017/1/4

田中正俊、古賀浩徳、鳥村拓司
2

共催シンポジウム（2）

岩本英希、中野聖士、新関

ソラフェニブ治療の現状と課題

古賀浩徳、Yihai Cao、鳥村拓司

敬、

進行肝細胞癌403例に対するソラ

第15回日本肝がん分子標

東京

東京

的治療研究会
2017/1/4

フェニブの効果についての検証と
血管新生阻害剤中断後におこる病
態についての基礎的な検証
3

非Ｂ非Ｃ肝がん患者の食習慣の特
徴

永松あゆ、高柳理沙、丸山奈津

第20回日本病態栄養学会

実、川口

年次学術集会

巧、田尻祐司、居石哲

治、鳥村拓司、岩崎昌子、田中芳
明

京都市

2017/1/13 -15
日本病態栄養学会誌
20(Suppl.):S-173, 2017

4

気腫性腎盂腎炎併発気腫性膀胱炎
を保存的に救命した1例

重藤宏太、向坂健秀、伏見

崇、

第316回日本内科学会九

眞島涼平、宮原健輔、相野

一、

州地方会

向野達也、前川隆一郎、田中裕
穂、鳥村拓司

5

腎不全及び貧血の精査を契機に発
見された胃癌の1例

石本隆浩、南

真平、安達武基、

白地美紀、大内田昌直、梶原雅彦

福岡市

2017/1/21
online pdf.

第316回日本内科学会九

福岡市

州地方会
2017/1/21
online pdf.

6

抗菌薬投与1カ月後に発症したC.
diﬃcile腸炎の1例

7

超音波内視鏡下穿刺術の手技標準

三浦
長

峻、柴田

翔、河野弘志、

知徳、蒲池直紀、小林哲平、

上野恵里奈、秋山哲司、鶴田

第316回日本内科学会九

福岡市

州地方会

修、鳥村拓司

2017/1/21
online pdf.

岡部義信

第6回超音波内視鏡下穿

東京

刺術の手技標準化に関す

化：現状で得られるコンセンサス

る研究会（日本消化器内

と今後の課題 １）現況の把握

視鏡学会附置研究会）
2017/1/28
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C型肝炎ウイルスに起因する肝硬

鳥村拓司、中村

徹、増田篤高

変患者に対するG-CSF動員自家末

療公開シンポジウム

梢血CD34陽性細胞の経肝動脈投

2017/2/2
講演録＆ポスター集

与に関する臨床研究
9

平成28年度AMED再生医

東京

p. 75, 2017

East Asia Region (EAR)

Busan,

macroscopic vascular

for HCC

Korea

invasion using hepatic arterial

2017/2/4 -5

Intense treatment of HCC with

Niizeki T

infusion chemotherapy and
radiation.
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乏血性高悪性度肝細胞癌に対して
B-TACEが奏功した2例

小岡洋平、永松洋明、徳重貴彦、

第23回肝血流動態・機能

森田

イメージ研究会

俊、堤

翼、平井真吾、清

水基規、立石秀夫

2017/2/4 -5
プログラム＆抄録集
p. 17, 2017

大阪市
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エリスロポエチン産生肝腫瘍の１
切除例：US，CT，MRIと病理組
織所見の対比を中心に

日程の下は掲載誌と、その頁です
隈部

力、中島

収、野村頼子、

第23回肝血流動態・機能

黒松亮子、川野祐幸、橋本好司、

イメージ研究会

東南辰幸、奥田康司、鳥村拓司、

2017/2/4 -5
プログラム＆抄録集

安陪等思

大阪市

p. 26, 2017

12

カプセル内視鏡検査で捉えた原発
性小腸癌の2例

森

敦、吉岡慎一郎、福永秀平、

山内亨介、山崎

稔、光山慶一、鶴田
司、秋葉

13

当院でPeutz-Jeghers syndrome
に用いた小腸カプセル内視鏡検査
の使用経験とその有用性

博、竹田津英

第10回日本カプセル内視

名古屋市

鏡学会学術集会

修、鳥村拓

純、村上英嗣、衣笠哲

2017/2/18 -19
プログラム＆抄録集

史、赤木由人

p. 76, 2017

吉岡慎一郎、桑木光太郎、森

第10回日本カプセル内視

敦、福永秀平、山内亨介、竹田津

鏡学会学術集会

英稔、光山慶一、鶴田

拓司、高木祐吾、江田慶輔、水落

2017/2/18 -19
プログラム＆抄録集

建輝、秋葉

p. 82, 2017

修、鳥村

純、衣笠哲史、赤木

名古屋市

由人
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急性期病院における入院時栄養ス
クリーニングの精度と問題点につ
いての検討

15

16

当院NSTにおける歯科医師の役割

緩和ケア病棟における栄養管理
『おこのみ食』の検討

淵邊まりな、久保

葵、徳永真

第32回日本静脈経腸栄養

矢、池本美智子、藤田強記、中禮

学会学術集会

希咲、河野あゆみ、西村祥子、吉
田将律、吉川博政、熊野友美、福

2017/2/23 -24
日本静脈経腸栄養学会雑誌

泉公仁隆

32(Suppl.):122, 2017

吉田将律、吉川博政、西村祥子、

第32回日本静脈経腸栄養

池本美智子、徳永真矢、久保

学会学術集会

葵、淵邊まりな、河野あゆみ、糸
山民子、中禮希咲、藤田強記、熊

2017/2/23 -24
日本静脈経腸栄養学会雑誌

野友美、福泉公仁隆

32(Suppl.):204, 2017

東園奈々、佐々木君枝、林真紗

第32回日本静脈経腸栄養

美、鳥越律子、馬場真二、上野隆

学会学術集会

登、田中芳明

2017/2/23 -24
日本静脈経腸栄養学会雑誌

岡山市

岡山市

岡山市

32(Suppl.):599, 2017
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消化器疾患患者におけるサルコペ
ニアの実態

杉本昌子、川口

巧、林

江崎菜穂、緒方

奨、橋田竜騎、

咲希、

永松あゆ、高柳理沙、居石哲治、

第32回日本静脈経腸栄養

後藤恵美子、岩崎昌子、田中芳

2017/2/23 -24
日本静脈経腸栄養学会雑誌

明、志波直人、鳥村拓司、龍

32(Suppl.):468, 2017

知

岡山市

学会学術集会

子
18

胃瘻造設時における患者の栄養状
態の検討

馬場真二、鳥越律子、佐々木君

第32回日本静脈経腸栄養

枝、東園奈々、中村皓星、上野隆

学会学術集会

登、田中芳明

2017/2/23 -24
日本静脈経腸栄養学会雑誌

岡山市

32(Suppl.):473, 2017

19

急性期病院における地域一体NST
のための栄養情報提供書の有用性
について

池本美智子、淵邊まりな、久保

第32回日本静脈経腸栄養

葵、徳永真矢、中禮希咲、藤田強

学会学術集会

記、河野あゆみ、熊野友美、西村
祥子、吉田将律、吉川博政、福泉

2017/2/23 -24
日本静脈経腸栄養学会雑誌

公仁隆

32(Suppl.):111, 2017

岡山市
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肝癌における酸化ストレス抵抗性
とその克服

日程の下は掲載誌と、その頁です
和田史孝、古賀浩徳、秋葉
池園

友、中村

純、

徹、岩本英希、

阪上尊彦、増田篤高、田中俊光、
安倍満彦、矢野博久、鳥村拓司
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小膵癌の１切除例

第13回酸化ストレスと肝
2017/2/25 -26

阪上尊彦、安元真希子、岡部義

第66回日本消化器画像診

信、内藤嘉紀、中山正道、牛島知

断研究会

之、石田祐介、安永昌史、奥田康

2017/2/25
プログラム＆抄録集

司、中島

収、鳥村拓司

福岡市

研究会

東京

p. 42, 2017

22

分枝型・混合型IPMNにおける

石田祐介

第46回九州膵研究会

subtype別EUS所見の比較検討
23

福岡市
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Oral Free Papers: Pathology

Kawaguchi T, Tajiri Y,

APASL Single Topic

Nagasaki,

Risk Factors Associated with an

Kuromatsu R, Koga H,

Conference in Nagasaki

Japan

Increase in Liver Stiﬀness in

Torimura T

“Prevention of HCC

Patients with Type 2

development”

Diabetes Mellitus: A Data-

2017/4/10 -12
Program＆Abstracts

Mining Analysis

p98, 2017

24

Poster: HCV-Post SVR

Kawaguchi T, Ide T, Kuwahara

APASL Single Topic

Nagasaki,

Two Cases of Rapid-Growing

R, Arinaga T, Miyajima T, Koga

Conference in Nagasaki

Japan

Hepatocellular Carcinoma after

H, Torimura T

“Prevention of HCC

Direct Acting Anti-Viral

development”

Treatment of Hepatitis C Virus

2017/4/10 -12
Program＆Abstracts

Infection

p120, 2017

25

Poster: HCC Clinical

Noda Y, Kawaguchi T, Nakano

APASL Single Topic

Nagasaki,

Factors Associated with the

M, Koga H, Torimura T

Conference in Nagasaki

Japan

Prognosis of Patients with Non-

“Prevention of HCC

Hepatitis B Virus-, Non-

development”

Hepatitis C Virus-Related

2017/4/10 -12
Program＆Abstracts

Hepatocellular Carcinoma

p147, 2017
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IBD 基礎9

山崎

炎症性腸疾患患者の末梢血単核球

永秀平、桑木光太郎、吉岡慎一

博、森

敦、山内亨介、福

会総会

におけるTransient receptor

郎、光山慶一、鳥村拓司

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

potential（TRP）チャネルの発現

第103回日本消化器病学

東京

114(Suppl.):A354, 2017
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大腸その他9

山内亨介、米湊

マウス大腸炎関連腫瘍における実

竹田津英稔、山崎

健、光山慶一、

体顕微鏡を用いた観察：pit

郎、桑木光太郎、福永秀平、森

pattern の評価

敦、秋葉

純、鶴田

博、吉岡慎一
修、鳥村拓

司
28

第103回日本消化器病学
2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌
114(Suppl.):A380, 2017

クローン病1

酒見亮介、宗

経過中に腸管外合併症の気管・気

丸岡浩人、大津健聖、辛島嘉彦、

会総会

管支炎を併発したクローン病の一

武田輝之

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

例

東京

会総会

祐人、野田哲裕、

第103回日本消化器病学

114(Suppl.):A333, 2017

東京
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日程の下は掲載誌と、その頁です
新関

肝癌

敬、古賀浩徳、鳥村拓司

第103回日本消化器病学

当院における肉眼的脈管浸潤を合

会総会

併する進行肝細胞癌の予後因子と

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

治療戦略

東京

114(Suppl.):A278, 2017
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肝癌

石田祐介、岡部義信、久下

分枝型・混合型IPMN切除例の亜

倉岡

型分類別にみたEUS所見の検討

之、阪上尊彦、深堀

亨、

圭、安元真希子、牛島知

東京

会総会

理、室屋大

輔、小嶋聡生、内藤嘉紀、菅
哉、奥田康司、鶴田

第103回日本消化器病学

偉

修、鳥村拓

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌
114(Suppl.):A306, 2017

司
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C 型肝炎

井出達也、江口有一郎、原田

第103回日本消化器病学

C 型肝炎に対するSOF ベースの

大、岩根伸治、本間雄一、有永照

会総会

DAAs 治療効果の検討

子、宮島一郎、緒方

一郎、天野恵介、川口俊弘、鳥村

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

拓司、

114(Suppl.):A312, 2017

川口

第103回日本消化器病学

シンポジウム（6）

啓、桑原礼

巧、橋田竜騎、鳥村拓司

戦略

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

有酸素運動とレジスタンス運動の
NAFLD 改善効果の比較検討

114(Suppl.):A54, 2017

パネルディスカッション(11)

岩根紳治、井出達也、原田

大

会総会

C型慢性肝疾患に対するDAAs 治

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

プレナリーセッション

本間雄一、井出達也、柴田道彦、

第103回日本消化器病学

肝2

日浦政明、阿部慎太郎、岩根紳

会総会

直接作用型抗ウイルス剤治療によ

治、江口有一郎、鳥村拓司、原田

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

るSVR 達成後の肝発癌に影響す

大
永田

務、鶴田

第103回日本消化器病学
会総会

鋸歯状病変を併存した大腸癌の臨

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

東京

114(Suppl.):A174, 2017

（会議録）
日本消化器病学会キャリア支援委員会

黒松亮子

状と問題点

肝癌における Wnt シグナル研究

東京

2017/4/20 -22
日本消化器病学会雑誌

九州における女性消化器医師の現
（特別講演）

第103回日本消化器病学
会総会

特

別企画

37

修、鳥村拓司

大腸鋸歯状病変の基礎と臨床

床病理学的特徴
36

東京

114(Suppl.):A258, 2017

る因子の検討
ワクショップ（6）

東京

114(Suppl.):A130, 2017

に与えるインパクト

35

第103回日本消化器病学

C型肝炎インターフェロンフリー治療の現況

療のQOL，特に生産性損失の回復
34

東京

会総会

NAFLD・NASH 病態生理の最新知見と治療

33

東京

114(Suppl.):A28, 2017

古賀浩徳

第71回久留米医学会総会
2017/4/21

久留米市
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Mid- to Long-Term Outcomes
After Therapeutic Ercp Using
Balloon-Assisted Enteroscopy
for Anastomotic Stenosis of
Choledochojejunostomy or

日程の下は掲載誌と、その頁です
Sano I, Katanuma A, Kuwatani

DDW-2017（American

Chicago,

M, Kawakami H, Kato H, Itoi T,

Society for

USA

Ono M, Irisawa A, Okabe Y,

Gastrointestinal

Iwashita T, Yasuda I, Ryozawa

Endoscopy)(ASGE)

S, Kaino S, Sakamoto N

2017/5/6 -9
Gastrointestinal Endoscopy

Pancreaticojejunostomy: A

85(5)(Suppl.):AB229, 2017

Multicenter Observation Study
in Japan
39

To Evaluate of Comparison
Between Short-Type
SingleBalloon and DoubleBalloon Enteroscope Assisted

Okabe Y, Kuraoka K, Terabe H,

DDW-2017（American

Chicago,

Ishida Y, Yasumoto M,

Society for

USA

Ushijima T, Tsuruta O,

Gastrointestinal

Torimura T

Endoscopy)(ASGE)

Ercp in Postsurgical Altered

2017/5/6 -9
Gastrointestinal Endoscopy

Anatomy
40

Expression of Transient
Receptor Potential Channels in
Peripheral Blood Mononuclear
Cells from Inﬂammatory Bowel

85(5)(Suppl.):AB242, 2017

Yamasaki H, Mitsuyama K,

DDW-2017(Meeting of

Chicago,

Meifu S, Mori A, Yamauchi R,

the American

USA

Fukunaga S, Kuwaki K,

Gastroenterological

Yoshioka S, Torimura T

Association)(AGA)

Disease Patients

2017/5/6 -9
Gastroenterology
152(5)(Suppl.1):S764, 2017

41

Detection of Calprotectin in
Inﬂammatory Bowel Disease:
Fecal and Serum Levels and
Immonohistchemical
Localization

Fukunaga S, Kuwaki K,

DDW-2017(Meeting of

Chicago,

Mitsuyama K, Takedatsu H,

the American

USA

Yoshioka S, Yamasaki H,

Gastroenterological

Yamauchi R, Mori A, Tsuruta

Association)(AGA)

O, Torimura T

2017/5/6 -9
Gastroenterology
152(5)(Suppl.1):S769-S770,
2017

42

切除病理標本を用いたERCP後膵
炎・高アミラーゼ血症の組織学的
検討

-高アミラーゼ血症は臨床

的に放置してよいのか？-

石田祐介、岡部義信、安元真希

第93回日本消化器内視鏡

子、阪上尊彦、深堀

学会総会

理、倉岡

圭、牛島知之、内藤嘉紀、鶴田
修、鳥村拓司

大阪市

2017/5/11 -13
Gastroenterological
Endoscopy
59（Suppl.1)：990, 2017

43

当院における浸潤性膵管癌切除例
に対する術前内視鏡的病理診断の
成績と問題点

安元真希子、岡部義信、石田祐

第93回日本消化器内視鏡

介、牛島知之、倉岡

学会総会

圭、深堀

理、阪上尊彦、内藤嘉紀、多比良
朋希、鶴田

修、鳥村拓司

大阪市

2017/5/11 -13
Gastroenterological
Endoscopy
59（Suppl.1)：1060, 2017

44

ショートシングルバルーン内視鏡
を用いた術後再建腸管例に対する
ERCP関連手技の検討

倉岡

圭、岡部義信、石田祐介、

第93回日本消化器内視鏡

牛島知之、安元真希子、深堀

学会総会

理、阪上尊彦、鶴田

2017/5/11 -13
Gastroenterological
Endoscopy

司

修、鳥村拓

59（Suppl.1)：1088, 2017

大阪市

2017年 学会発表 P. 6
45

当院における悪性胃十二指腸狭窄
に対する十二指腸ステント留置術
の有用性と問題点

日程の下は掲載誌と、その頁です
牛島知之、岡部義信、鳥村拓司、

第93回日本消化器内視鏡

石田祐介、阪上尊彦、深堀

学会総会

倉岡

理、

圭、安元真希子、鶴田

修

大阪市

2017/5/11 -13
Gastroenterological
Endoscopy
59（Suppl.1)：1121, 2017

46

内科的治療が奏効した小腸静脈瘤
破裂の2例

江森啓悟、井上博人、田中寛士、

第93回日本消化器内視鏡

久永

宏、國武泰史、於保和彦、

学会総会

豊永

純、鶴田

2017/5/11 -13
Gastroenterological
Endoscopy

修、鳥村拓司

大阪市

59（Suppl.1)：973, 2017

47

当院における小児大腸内視鏡検査
の現状-前処置や鎮静における実
際と工夫-

吉岡慎一郎、竹田津英稔、光山慶

第93回日本消化器内視鏡

一、森

学会総会

敦、福永秀平、山内亨

介、山崎

博、桑木光太郎、柳

忠宏、河野弘志、鶴田

修、鳥村

拓司
48

範囲診断に難渋した組織混在型粘
膜内胃癌の一例

大阪市

2017/5/11 -13
Gastroenterological
Endoscopy
59（Suppl.1)：1043, 2017

今村健太郎、宗

祐人、大津健

第109回日本消化器病学

聖、辛島嘉彦、野田哲裕、寺部寛

会九州支部例会、第103

哉、酒見亮介、丸岡浩人、森光洋

回日本消化器内視鏡学会

介

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.103, 2017

49

リンパ浮腫を契機に診断された胃
癌乳腺転移の一例

堤

翼、立石秀夫、早野史子、永

野剛志、谷川

健、鳥村拓司

第109回日本消化器病学

福岡市

会九州支部例会、第103
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.107, 2017

50

便潜血陽性を契機に発見された血
管肉腫術後多発小腸転移の1例

杉山

元、久賀征一郎、堀まい

さ、緒方

啓、山口

倫、鳥村拓

司

第109回日本消化器病学

福岡市

会九州支部例会、第103
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.109, 2017

51

α-グルコシダーゼ阻害剤が原因
と考えられた腸管嚢腫様気腫症の
一例

辛島嘉彦、宗

祐人、今村健太

第109回日本消化器病学

郎、大津健聖、寺部寛哉、丸岡浩

会九州支部例会、第103

人、酒見亮介、野田哲裕、佐々木

回日本消化器内視鏡学会

英、下河辺正行

九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.110, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 7
52

魚骨(鰈)による小腸穿孔の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
鶴田耕三、佐野有哉、林

大樹、

第109回日本消化器病学

靖、河野克俊、田宮芳孝、

会九州支部例会、第103

重松聡江、坂田研二、野口和典、

回日本消化器内視鏡学会

鳥村拓司

九州支部例会

豊増

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.111, 2017

53

自然脱落を来した大腸癌の1例

永田

務、鶴田

森田

拓、徳安秀紀、進藤洋一

修、草場喜雄、

第109回日本消化器病学

郎、火野坂淳、前山泰彦、向笠道

回日本消化器内視鏡学会

太、秋葉

九州支部例会

純、光山慶一、鳥村拓

司

福岡市

会九州支部例会、第103
合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.118, 2017

54

典型的な画像所見で診断し得たS
状結腸腹膜垂炎の1例

吉村壮平、財前友貴、中山昌之、

第109回日本消化器病学

福森一太、矢野洋一、鳥村拓司

会九州支部例会、第103

福岡市

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.112, 2017

55

炎症性腸疾患における便中カルプ
ロテクチン測定の有用性

福永秀平、桑木光太郎、光山慶

第109回日本消化器病学

一、竹田津英稔、吉岡慎一郎、山

会九州支部例会、第103

崎

回日本消化器内視鏡学会

博、山内亨介、森

敦、鶴田

修、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.113, 2017

56

診断および治療方針決定に難渋し
た非特異性大腸炎の一症例

南

真平、田中寛士、渡邊裕次

第109回日本消化器病学

郎、白地美紀、梶原雅彦、鶴田

会九州支部例会、第103

修、光山慶一、鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.114, 2017

57

急性骨髄性白血病に対する移植後
に併発した消化管GVHDの1例

徳安秀紀、鶴田
永田

修、草場喜雄、

第109回日本消化器病学

務、進藤洋一郎、火野坂

会九州支部例会、第103

淳、前山泰彦、向笠道太、秋葉

回日本消化器内視鏡学会

純、光山慶一、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.114, 2017

58

直腸MANEC(mixed
adenoneuroendocrine
carcinoma)の1例

伏見

崇、宮原健輔、向坂健秀、

第109回日本消化器病学

重藤宏太、佐々木優、草野弘宣、

会九州支部例会、第103

相野

回日本消化器内視鏡学会

一、前川隆一郎、鳥村拓司

九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.115, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 8
59

直腸MALTリンパ腫に対し, ヘリ
コバクター・ピロリ除菌療法を選
択した2症例

日程の下は掲載誌と、その頁です
下津浦康隆、田口
也、則松

順、板野晋

宏、馬場真二、石井邦

英、上野隆登、鳥村拓司

第109回日本消化器病学

福岡市

会九州支部例会、第103
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.118, 2017

60

S状結腸原発腺扁平上皮癌の一例

吉武めぐみ、増田

裕、佐々木

第109回日本消化器病学

望、松隈則人、日野東洋、中山剛

会九州支部例会、第103

一、岐部史郎、村上直孝、白水和

回日本消化器内視鏡学会

雄、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.116, 2017

61

貧血精査にて指摘された
collagenous colitisの1例

永田

務、鶴田

修、草場喜雄、

森田

拓、徳安秀紀、進藤洋一

第109回日本消化器病学

福岡市

会九州支部例会、第103

郎、火野坂淳、前山泰彦、向笠道

回日本消化器内視鏡学会

太、光山慶一、鳥村拓司

九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.108, 2017

62

便潜血陽性で施行した大腸内視鏡
検査で赤痢アメーバ症の診断と
なった１例

草場喜雄、鶴田 修、永田

務、

第109回日本消化器病学

徳安秀紀、進藤洋一郎、火野坂

会九州支部例会、第103

淳、前山泰彦、向笠道太、秋葉

回日本消化器内視鏡学会

純、光山慶一、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.119, 2017

63

アルコール性慢性膵炎急性増悪に
合併した脾静脈血栓症の一例

中山雅春、長田修一郎、古波倉

第109回日本消化器病学

允、森田恭代、長田英輔、岡部義

会九州支部例会、第103

信、鶴田

回日本消化器内視鏡学会

修、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.121, 2017

64

EUS-FNAにおける新型穿刺針の
使用経験

藤森

尚、加来豊馬、高松

悠、

第109回日本消化器病学

基、三島朋徳、

会九州支部例会、第103

鳴尾涼子、和田将史、藤井宏行、

回日本消化器内視鏡学会

井星陽一郎、隅田頼信、樋口野日

九州支部例会

斗、山下尚毅、吉本剛志、福泉公

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

田代茂樹、高橋

仁隆、中牟田誠、原田直彦

福岡市

合同

P.122, 2017

65

小膵癌の1切除例

阪上尊彦、岡部義信、加治良平、

第109回日本消化器病学

深堀

会九州支部例会、第103

理、倉岡

圭、安元真希

子、牛島知之、石田祐介、中山正

回日本消化器内視鏡学会

道、内藤嘉紀、鳥村拓司

九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.124, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 9
66

慢性の血便を伴う下痢を契機に発
見された肝膿瘍の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
日高裕也、力武祐一郎、榊原重

第109回日本消化器病学

成、桑原朝子、高木浩史、南野隆

会九州支部例会、第103

一、安倍弘彦

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.128, 2017

67

膵・胆管合流異常を合併した胆嚢
原発神経内分泌癌の1例

高松

悠、藤森

尚、加来豊馬、

第109回日本消化器病学

田代茂樹、高橋

基、三島朋徳、

会九州支部例会、第103

鳴尾涼子、和田将史、藤井宏行、

回日本消化器内視鏡学会

井星陽一郎、隅田頼信、樋口野日

九州支部例会

斗、山下尚毅、吉本

剛、福泉公

仁隆、中牟田誠、原

直彦

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

福岡市

合同

P.128, 2017

68

当院における食道表在癌(扁平上
皮癌)に対するESDの治療成績

藤井宏行、三島朋徳、鳴尾涼子、

第109回日本消化器病学

高橋

悠、

会九州支部例会、第103

田代茂樹、井星陽一郎、樋口野日

基、和田将史、高松

回日本消化器内視鏡学会

斗、藤森

九州支部例会

尚、加来豊馬、山下尚

毅、隅田頼信、吉本剛志、福泉公
仁隆、原田直彦、中牟田誠

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.131, 2017

69

潰瘍形成GISTに対して非穿孔式
内視鏡的胃壁内反切除術(NEWS)
を施行した一例

中島帆奈美、向笠道太、進藤洋一

第109回日本消化器病学

郎、火野坂淳、永田

会九州支部例会、第103

郎、木崎潤也、南

務、磯辺太
泰山、森田

回日本消化器内視鏡学会

拓、徳安秀紀、草場喜雄、秋葉

九州支部例会

純、赤木由人、光山慶一、鶴田

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

修、鳥村拓司

福岡市

合同

P.154, 2017

70

胃噴門部静脈瘤破裂をきたした肝
サルコイドーシスの1例

津村直弥、久永

宏、江森啓悟、

井上博人、國武泰史、鶴田

修、

鳥村拓司

第109回日本消化器病学

福岡市

会九州支部例会、第103
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.155, 2017

71

Sorafenib不応の進行肝細胞癌に
対しNewFP療法が奏効した1例

温

敬、岩本英希、

第109回日本消化器病学

下瀬茂男、城野智毅、岡村修祐、

恵理、新関

会九州支部例会、第103

中野聖士、佐谷

回日本消化器内視鏡学会

学、黒松亮子、

古賀浩徳、奥田康司、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.159, 2017

72

遠隔転移を伴う切除不能進行肝細
胞癌に対して集学的治療を行った
1例

泉弥成子、下瀬茂男、新関

敬、

第109回日本消化器病学

城野智毅、岩本英希、古賀浩徳、

会九州支部例会、第103

鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.159, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 10
73

膵腺房細胞癌と浸潤性膵管癌を合
併した１切除例

日程の下は掲載誌と、その頁です
吉尾智一、安元真希子、岡部義

第109回日本消化器病学

信、石川博人、徳重貴彦、石田祐

会九州支部例会、第103

介、牛島知之、倉岡

回日本消化器内視鏡学会

圭、深堀

理、阪上尊彦、内藤嘉紀、鶴田

九州支部例会

修、鳥村拓司

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

福岡市

合同

P.163, 2017

74

自己免疫性胃炎および
Helicobacter pylori陽性胃炎にお
ける血清ガストリン値の検討

島松

裕、於保和彦、菅

垣内誠也、平塚
鶴田

偉哉、

第109回日本消化器病学

潤、鳥村拓司、

会九州支部例会、第103

修

福岡市

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.133, 2017

75

Sorafenib抵抗性の肺転移に対し
気管支動脈からの抗癌剤動注が奏
効した１例

宮崎

健、城野智毅、新関

敬、

第109回日本消化器病学

下瀬茂男、岩本英希、野田

悠、

会九州支部例会、第103

岡村修祐、中野聖士、佐谷

学、

回日本消化器内視鏡学会

黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.137, 2017

76

肝転移巣の腹腔内破裂を契機に診
断されたAFP産生胃癌の1例

野見山美香、下瀬茂男、新関

第109回日本消化器病学

敬、土居靖宗、野田

悠、城野智

会九州支部例会、第103

毅、岩本英希、佐谷

学、古賀浩

回日本消化器内視鏡学会

徳、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.137, 2017

77

急性C型肝炎後に慢性化し経口抗
ウイルス剤にてSVR12となった1
例

鈴木浩之、宮島一郎、川口俊弘、

第109回日本消化器病学

天野恵介、桑原礼一郎、有永照

会九州支部例会、第103

子、井出達也、鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.138, 2017

78

Child-Pugh class Cの肝細胞癌に
対してDEB-TACEを用い脳死肝移
植まで行えた１例

牛嶋珠里、下瀬茂男、新関

敬、

第109回日本消化器病学

城野智毅、岩本英希、古賀浩徳、

会九州支部例会、第103

吉住明晴、前原喜彦、鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.140, 2017

79

血液透析中に発症した門脈腫瘍栓
を伴う進行肝細胞癌に肝動注化学
療法が奏功し、肝切除を加え完全
奏効となった1例

高木孝太、岩本英希、新関

敬、

第109回日本消化器病学

下瀬茂男、城野智毅、中野聖士、

会九州支部例会、第103

佐谷

回日本消化器内視鏡学会

学、岡村修祐、野田

悠、

黒松亮子、古賀浩徳、奥田康司、

九州支部例会

鳥村拓司

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.140, 2017

合同

福岡市

2017年 学会発表 P. 11
80

原発性胆汁性胆管炎を背景に発生
した肝原発undiﬀerentiated
carcinomaに対し、GEM全身投
与、CDDP, 5-FUの肝動注化学療
法で奏効が得られた一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
菅原脩平、城野智毅、新関

敬、

第109回日本消化器病学

岩本英希、下瀬茂男、野田

悠、

会九州支部例会、第103

岡村修祐、中野聖士、佐谷

学、

回日本消化器内視鏡学会

黒松亮子、古賀浩徳、矢野博久、

九州支部例会

鳥村拓司

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

福岡市

合同

P.140, 2017

81

門脈内腫瘍塞栓、肝内転移を伴う
巨大肝細胞癌に対し肝動注化学療
法が奏効し肝切除後に病理学的検
討を行った1例

森山悦子、新関

敬、岩本英希、

第109回日本消化器病学

下瀬茂男、城野智毅、岡村修祐、

会九州支部例会、第103

中野聖士、佐谷

回日本消化器内視鏡学会

秋葉

学、黒松亮子、

純、矢野博久、奥田康司、

古賀浩徳、鳥村拓司

九州支部例会

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.141, 2017

82

食道静脈瘤上の表在食道癌に対し
内視鏡治療を施行した一例

斉東京禄、向笠道太、井上博人、

第109回日本消化器病学

進藤洋一郎、火野坂淳、永田

会九州支部例会、第103

務、徳安秀紀、森田

回日本消化器内視鏡学会

拓、草場喜

雄、秋葉

純、江森啓悟、國武泰

九州支部例会

史、久永

宏、森山悦子、板野

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

哲、光山慶一、鶴田

修、鳥村拓

司
83

B型肝炎ウイルス無症候性キャリ
アに発症した難治性潰瘍性大腸炎
の一例

福岡市

合同

P.145, 2017

荒木俊博、森

敦、福永秀平、山

第109回日本消化器病学

内亨介、山崎

博、吉岡慎一郎、

会九州支部例会、第103

有永照子、井出達也、光山慶一、

回日本消化器内視鏡学会

鶴田

九州支部例会

修、鳥村拓司

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.144, 2017

84

非典型的な内視鏡所見を呈した
Crohn病の一例

鳴尾涼子、三島朋徳、和田将史、

第109回日本消化器病学

高橋

悠、田代茂樹、

会九州支部例会、第103

藤井宏行、井星陽一郎、樋口野日

基、高松

回日本消化器内視鏡学会

斗、藤森

九州支部例会

尚、加来豊馬、山下尚

毅、隅田頼信、吉本剛志、福泉公
仁隆、原田直彦、中牟田誠

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.145, 2017

85

内視鏡下摘除にて消化管穿孔をき
たした、わずかな伸展不良所見を
伴う大腸隆起型T1b癌の1例

柴田
長

翔、河野弘志、深水

航、

第109回日本消化器病学

知徳、山田康正、蒲池直紀、

会九州支部例会、第103

小林哲平、伊藤陽平、上野恵里

回日本消化器内視鏡学会

奈、秋山哲司、鶴田

九州支部例会

修、鳥村拓

司

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.147, 2017

86

Biosimilar（IFX-BS）を用いて加
療を行ったクローン病の2例

酒見亮介、宗

祐人、大津健聖、

第109回日本消化器病学

野田哲裕、丸岡浩人、寺部寛哉、

会九州支部例会、第103

辛島嘉彦、今村健太郎

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.148, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 12
87

日程の下は掲載誌と、その頁です

シンポジウム（1）

阪上尊彦、古賀浩徳、中村

消化器癌診療への基礎研究からみたアプ

池園

ローチ

進行膵癌の腹水中エクソソームに
含まれる糖鎖修飾型CD133と予

徹、

第109回日本消化器病学

友、和田史孝、安倍満彦、

会九州支部例会、第103

岩本英希、増田篤高、田中俊光、

回日本消化器内視鏡学会

深堀

九州支部例会

理、岡部義信、鳥村拓司

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

後の検討

P.74, 2017

88

シンポジウム（1）

岩本英希、安倍満彦、中野聖士、

第109回日本消化器病学

消化器癌診療への基礎研究からみたアプ

古賀浩徳、鳥村拓司

会九州支部例会、第103

ローチ

福岡市

回日本消化器内視鏡学会

血管新生阻害剤の中断は正常肝の

九州支部例会

血管構造の変化により癌の転移を

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

促進する

P.72, 2017

89

シンポジウム（3）

新関

敬、岩本英希、下瀬茂男、

肝癌診療の進歩

城野智毅、古賀浩徳、鳥村拓司

第109回日本消化器病学

福岡市

会九州支部例会、第103
回日本消化器内視鏡学会

特徴的な画像所見を呈した退形成

九州支部例会

性膵管癌の2例

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.80, 2017

90

シンポジウム（5）

吉岡慎一郎、光山慶一、森

colitic cancerに対するサーベイランスのあ

福永秀平、山内亨介、桑木光太

会九州支部例会、第103

郎、竹田津英稔、秋葉

純、衣笠

回日本消化器内視鏡学会

哲史、赤木由人、鶴田

修、鳥村

九州支部例会

り方

サーベイランス内視鏡におけるヒ
ト潰瘍性大腸炎（UC）関連腫瘍
の詳細ーマウスDSS腸炎モデル関

敦、

拓司

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集

連腫瘍の特徴も含めてー
91

第109回日本消化器病学

P.88, 2017

ワークショップ(1)

寺部寛哉、岡部義信、佐々木優、

第109回日本消化器病学

胆嚢総胆管結石の内視鏡/腹腔鏡治療

宗

会九州支部例会、第103

祐人

福岡市

回日本消化器内視鏡学会

術後再建腸管に対するショートダ
ブルバルーン内視鏡による内視鏡

九州支部例会

合同

関連手技の使用経験

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
p. 95, 2017

92

ワークショップ(1)

倉岡

圭、岡部義信、石田祐介、

第109回日本消化器病学

胆嚢総胆管結石の内視鏡/腹腔鏡治療

鶴田

修、鳥村拓司

会九州支部例会、第103

福岡市

回日本消化器内視鏡学会

術後再建腸管例に対するショート
シングルバルーン内視鏡を用いた

九州支部例会

合同

胆道結石治療の検討

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.93, 2017

93

ワークショップ（2）

天野恵介、宮島一郎、川口俊弘、

第109回日本消化器病学

ウイルス性肝炎治療の残された問題点

桑原礼一郎、有永照子、井出達

会九州支部例会、第103

核酸アナログ製剤投与例における

也、鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会

HBsAg量とHBcrAg量の推移

九州支部例会

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.95, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 13
94

日程の下は掲載誌と、その頁です

ワークショップ（3）

永松あゆ、川口

生活習慣と消化器疾患

丸山奈津美、田尻祐司、居石哲

会九州支部例会、第103

非B非C肝がん患者の食習慣の特

治、岩崎昌子、田中芳明、鳥村拓

回日本消化器内視鏡学会

司

九州支部例会

徴

巧、高柳理沙、

第109回日本消化器病学

福岡市

合同

2017/5/19 -20
プログラム・抄録集
P.99, 2017

95

悪性リンパ腫肝浸潤により急性肝
障害を来した1例

96

膵管周囲に限局した炎症を伴った
IgG4関連硬化性胆管炎の１切除

97

第317回日本内科学会九

沖縄県島尻

下津浦康隆、馬場真二、石井邦

順、則松

宏、

州地方会

郡

英、上野隆登、鳥村拓司

2017/5/20
online pdf.

後藤諒介、石田祐介、岡部義信、

第317回日本内科学会九

沖縄県島尻

阪上尊彦、深堀

州地方会

郡

理、倉岡

圭、

例

安元真希子、牛島知之、鶴田
修、鳥村拓司

2017/5/20
online pdf.

乳び胸腹水、乳び尿を呈し、シロ

横田祐之介、財前圭晃、増田

第317回日本内科学会九

沖縄県島尻

健、坂崎優樹、時任高章、富永正

州地方会

郡

症の1例

樹、阪上尊彦、眞田咲子、秋葉
純、星野友昭

2017/5/20
online pdf.

糖尿病患者の肝硬度上昇に関わる

川口

第4回肝臓と糖尿病・代

リムスが奏功したリンパ脈管筋腫

98

板野晋也、田口

データマイニング解析

巧、田尻祐司、黒松亮子、

鳥村拓司

名古屋市

謝研究会
2017/5/20
プログラム・抄録集
p.28, 2017

99

シンポジウム(2)

川口

巧、鳥村拓司

肝臓のエネルギー代謝：センシングと病態

謝研究会

肝疾患における膵ランゲルハンス

2017/5/20
プログラム・抄録集

島の変化と消化管ホルモンの意義
100

第4回肝臓と糖尿病・代

各種漢方薬が無効で最終的にブ

名古屋市

p.24, 2017

坂田雅浩、岩垣博巳

第68回日本東洋医学会学

ラッドパッチが著効した脳脊髄液

術総会

減少（漏出）症の1例

2017/6/2 -4
日本東洋医学雑誌

名古屋市

68(別冊),2017

101

自己免疫性肝炎全国調査ーサブ解

有永照子、高橋敦史、鳥村拓司

析報告ー

第53回日本肝臓学会総会

広島市

2017/6/8 -9
肝臓
58(Suppl.1):A262, 2017

102

TACE不応stage3肝癌症例への
DEB-TACE局所制御の検討

下瀬茂男、新関

敬、城野智毅、

岩本英希、田中正俊、古賀浩徳、
鳥村拓司

第53回日本肝臓学会総会

広島市

2017/6/8 -9
肝臓
58(Suppl.1):A270, 2017

103

進行肝細胞癌に対するソラフェニ
ブ治療の予後予測における肝線維
化評価方法（FIB-4）の有用性

中野聖士、古賀浩徳、鳥村拓司

第53回日本肝臓学会総会
2017/6/8 -9
肝臓
58(Suppl.1):A276, 2017

広島市

2017年 学会発表 P. 14
104

血管新生抑制剤の中止は肝類洞の

日程の下は掲載誌と、その頁です
岩本英希、古賀浩徳、鳥村拓司

Revascularizationを引き起こす

第53回日本肝臓学会総会

広島市

2017/6/8 -9
肝臓
58(Suppl.1):A282, 2017

105

DAA治療開始後に肝細胞癌を発
症したC型肝炎症例の検討

106

非Ｂ非Ｃ肝がん患者の長期生存に

森田

俊、永松洋明、德重貴彦、

小岡洋平、堤

翼、平井真吾、清

第53回日本肝臓学会総会

水基規、立石秀夫、井出達也、鳥

2017/6/8 -9
肝臓

村拓司

58(Suppl.1):A208, 2017

野田

悠、川口

巧、鳥村拓司

関連する因子

第53回日本肝臓学会総会

広島市

広島市

2017/6/8 -9
肝臓
58(Suppl.1):A330, 2017

107

肝癌根治後DAA施行例における
肝癌再発についての検討

黒松亮子、井出達也、中野聖士、

第53回日本肝臓学会総会

佐谷

2017/6/8 -9
肝臓

学、岡村修祐、野田

悠、

有永照子、古賀浩徳、鳥村拓司

広島市

58(Suppl.1):A336, 2017

108

肝動注化学療法を行った後、根治
的肝切除を行えた症例の検討

城野智毅、新関

敬、下瀬茂男、

第53回日本肝臓学会総会

岩本英希、秋葉

純、古賀浩徳、

2017/6/8 -9
肝臓

奥田康司、鳥村拓司

広島市

58(Suppl.1):A339, 2017

109

TDFまたはTAFを投与されたB型

井出達也、泉

並木

第53回日本肝臓学会総会

慢性肝炎患者における尿中腎障害
バイオマーカーの変化
110

パネルディスカッション(1)

58(Suppl.1):A365, 2017

新関

敬、古賀浩徳、鳥村拓司

当科における進行肝細胞癌に対す
井出達也、江口有一郎、鳥村拓司

第53回日本肝臓学会総会

広島市

2017/6/8 -9
肝臓

ウイルス制御時代の肝癌診療

C型肝疾患でのDAAs治療後の腫

58(Suppl.1):A146, 2017

瘍マーカーと肝発癌の検討
112

広島市

58(Suppl.1):A62, 2017

る治療戦略
ワクショップ(7)

第53回日本肝臓学会総会
2017/6/8 -9
肝臓

進行肝癌の治療戦略

111

広島市

2017/6/8 -9
肝臓

橋田竜騎、松瀬博夫、大本将之、

第54回日本リハビリテー

肝癌を合併した肝硬変患者におけ

田中順子、篠崎夏子、名護

ション医学会学術集会

る運動療法の効果

川口

健、

巧、志波直人

岡山市

2017/6/8 -10
WEB抄録
S76, 2017

113

特別講演

川口

巧

第40回日本栄養アセスメ

久留米市

ント研究会

肝硬変/脂肪肝の新栄養アセスメ

2017/6/9 -10
栄養

ント

2（2）：101, 2017

114

シンポジウム

中村

肝再生と肝幹細胞〜肝再生における肝細胞

岩本英希、和田史孝、安倍 満

機能と組織修復〜

肝硬変に対する末梢血CD34陽性
細胞を用いた新たな治療法の開発

徹、古賀浩徳、増田篤高、

彦、鳥村 拓司

第24回肝細胞研究会
2017/6/30 -7/1
プログラム・抄録集
P.28, 2017

旭川市

2017年 学会発表 P. 15
115

切除不能進行胆道癌に対する放射
線療法の有用性について

日程の下は掲載誌と、その頁です
城野智毅、田中正俊、新関

敬、

下瀬茂男、岩本英希、古賀浩徳、
鳥村拓司

第53回日本肝癌研究会

東京

2017/7/6 -7
プログラム･抄録集
p.284, 2017

116

西村太郎、室屋大輔、川原隆一、

第53回日本肝癌研究会

酒井久宗、石川博人、久下

討ーIFNとの比較ー

安永昌史、赤木由人、田中啓之、

2017/7/6 -7
プログラム･抄録集

黒松亮子、鳥村拓司、奥田康司

p.247, 2017

脈管浸潤を伴う進行肝細胞癌に対

中野聖士、古賀浩徳、鳥村拓司

第53回日本肝癌研究会

DAAによるC型肝炎関連肝細胞癌
根治切除後の再発抑制効果の検

117

亨、

する放射線治療の有効性について

p.269, 2017

検討
脈管浸潤を伴う進行肝細胞癌に対
する放射線治療の有効性について

119

RO切除可能な局所進行肝癌に対
する術前NewFP療法先行肝切除

120

肝細胞癌肺転移に対する抗癌剤動
注療法の治療効果

東京

2017/7/6 -7
プログラム･抄録集

の
118

東京

岩本英希、新関

敬、下瀬茂男、

城野智毅、中野聖士、佐谷
岡村修祐、野田

学、

悠、黒松亮子、

第53回日本肝癌研究会
2017/7/6 -7
プログラム･抄録集

古賀浩徳、鳥村拓司

p.273, 2017

酒井久宗、後藤祐一、福富章吾、

第53回日本肝癌研究会

野村頼子、佐藤寿洋、石川博人、

2017/7/6 -7
プログラム･抄録集

安永昌史、新関

敬、古賀浩徳、

鳥村拓司、奥田康司

p.231, 2017

財前友貴、新関

第53回日本肝癌研究会

敬、下瀬茂男、

城野智毅、岩本英希、岡村修祐、
野田

悠、中野聖士、佐谷

学、

福森一太、黒松亮子、古賀浩徳、

東京

東京

東京

2017/7/6 -7
プログラム･抄録集
p.233, 2017

矢野洋一、鳥村拓司
121

パネルディスカッション(5)

下瀬茂男、新関

TACEにおける塞栓物質の選択アルゴリズ

城野智毅、岩本英希、野田

悠、

岡村修祐、中野聖士、佐谷

学、

ム

C-TACEとDEB-TACEの直接治療

第53回日本肝癌研究会

p.161, 2017

ワクショップ(3)

新関

第53回日本肝癌研究会

肝細胞がんに対する化学療法全身療法か肝

下瀬茂男、城野智毅、相野

動注療法か

当院における肉眼的脈管浸潤を伴

敬、中野聖士、岩本英希、
一、

黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

東京

2017/7/6 -7
プログラム･抄録集

黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

効果から、その選択を考察する
122

敬、田中正俊、

東京

2017/7/6 -7
プログラム･抄録集
p.186, 2017

う進行肝細胞癌に対する肝動注化
学療法とsorafenibの比較
123

ビデオシンポジウム

岡部義信、石田祐介、鳥村拓司

necrosis ドレナージの基本と応用
3年間のステロイド維持療法後に
投与を中止したAIP の再燃に関わ
る因子の検討

京都市

2017/7/14 -15
膵臓

EUS 下膵嚢胞・Walled-oﬀ

124

第48回日本膵臓学会大会

32(3):226, 2017

牛島知之、岡部義信、石田祐介、

第48回日本膵臓学会大会

倉岡

2017/7/14 -15
膵臓

圭、安元真希子、深堀

理、阪上尊彦、鶴田
司、加治亮平

修、鳥村拓

32(3):242, 2017

京都市

2017年 学会発表 P. 16
125

Gemcitabine+nab-Paclitaxel 療
法が奏功し切除可能となった切除
不能局所進行膵癌の1 例

日程の下は掲載誌と、その頁です
森山悦子、阪上尊彦、深堀

理、

牛島知之、岡部義信、石田祐介、

第48回日本膵臓学会大会

安元真希子、三原勇太郎、内藤嘉

2017/7/14 -15
膵臓

紀、伊達有作、中山剛一、川原隆

32(3):625, 2017

京都市

一、石川博人、安永昌史、奥田康
司、鳥村拓司
126

膵膵体部癌に対するEUS-FNA 後
１年11 ヶ月目に発症した胃壁内
needle tract seeding の１例

安元真希子、岡部義信、石川博

第48回日本膵臓学会大会

人、木崎潤也、内藤嘉紀、秋葉
純、石田祐介、牛島知之、倉岡

2017/7/14 -15
膵臓

圭、深堀

32(3):589, 2017

理、阪上尊彦、鶴田

京都市

修、鳥村拓司
127

進行膵癌患者腹水中エクソソーム
に含まれる糖鎖修飾型CD133 と

阪上尊彦、古賀浩徳、深堀

理､

岡部義信、鳥村拓司

予後との関係
128

第48回日本膵臓学会大会
2017/7/14 -15
膵臓
32(3):501, 2017

シンポジウム

桑木光太郎、新田國夫、小池真由

第28回全国介護老人保健

看取り

美、西谷

施設大会in愛媛

多職種恊働老健施設における看取り〜多死

京都市

憲、山野雅弘

松山市

2017/7/26 -28

社会を迎えて〜

人生の最終段階における医療に関
連する施策
129

膵癌術後再発と予後に関する遺伝
子変異の検討

深堀

理、牛島知之、三輪啓介、

学術集会

阪上尊彦、内藤嘉紀、岡部義信、

2017/7/27 -29

鳥村拓司
130

Gemcitabine+ nab-Paclitaxel療

理、阪上尊彦、

第15回日本臨床腫瘍学会
学術集会

不能局所進行膵癌の1例

長主祥子、三輪啓介、岡部義信、

2017/7/27 -29

mFOLFO6+Panitumumab療法中

田中俊光、三輪啓介、四方田隆

第15回日本臨床腫瘍学会

任、阪上尊彦、長主祥子、深堀

学術集会

害を発症した進行大腸癌の一例

理、牛島知之、古賀浩徳、鳥村拓

2017/7/27 -29

主題(4)消化管癌（形態学）下部消化管：

鶴田

に高アンモニア血症を伴う意識障

132

森山悦子、深堀

石川博人、内藤嘉紀、田中俊光、

法が奏功し切除可能となった切除

131

第15回日本臨床腫瘍学会

長主祥子、石川博人、田中俊光、

「大腸隆起性病変の質的診断基本とピット

鳥村拓司

司
修

第18回臨床消化器病研究

神戸市

神戸市

神戸市

東京

会

フォール」

2017/7/29
第18回臨床消化器病研究会プ
ログラム

症例検討：症例提示：通常内視鏡
観察を中心に

p.12, 2017

133

主題(4)消化管癌（形態学）下部消化管：
「大腸隆起性病変の質的診断基本とピット

河野弘志

東京

会

フォール」

2017/7/29
第18回臨床消化器病研究会プ
ログラム

症例検討：症例提示：ピットパ
ターン・画像強調拡大内視鏡観察
を中心に
134

第18回臨床消化器病研究

p.12, 2017

Endoscopy Forum

Otaru,

結石に対する治療戦略 -Current

Japan 2017

Japan

treatment strategy for diﬃcult

2017/8/5 -6

胆膵セッション：治療困難総胆管

bile duct stones-

石田祐介

2017年 学会発表 P. 17
135

肛門管癌（扁平上皮癌）に対して
内視鏡的切除術を施行した2例

136

胆嚢癌や黄色肉芽腫性胆嚢炎との

中根智幸 、鶴田
雄 、森田

修、草場喜

拓、永田

務、徳安

秀紀 、向笠道太 、河野弘志 、光

第318回日本内科学会九

山慶一 、鳥村拓司

2017/8/5
online pdf.

林

第318回日本内科学会九

大樹 、鶴田耕三 、佐野有

州地方会

形成した壊疽性胆嚢炎の1例

研二 、野口和典 、野北英史 、島
松一秀 、鳥村拓司

2017/8/5
online pdf.

起立性嘔吐を主訴とした特発性脳

財前友貴、北野

第318回日本内科学会九

脊髄液減少症の1例

兒玉

庸、小野南月、

謙、田尻祐二、雪竹基弘

鹿児島市

州地方会

哉 、田宮芳孝 、重松聡江 、坂田

鑑別に苦慮した十二指腸と瘻孔を

137

日程の下は掲載誌と、その頁です

鹿児島市

鹿児島市

州地方会
2017/8/5
online pdf.
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ワクショップ

神代龍吉

第49回日本医学教育学会

札幌市

大会

医学教育における3大試験（high-stakes
examinations）はこのままでよいのか！？

2017/8/18 -19

〜その現状と課題〜

より良い国家試験のための大学の
役割り
139

自主学習室におけるメンター配置

柏木孝仁、安達洋祐、神代龍吉

第49回日本医学教育学会

札幌市

大会

の効果について

2017/8/18 -19

140

術前EUS-FNA行った膵体部癌切
除後に発症した胃壁内needle
tract seedingの１例

安元真希子、岡部義信、石川博

第16回FNA-Club Japan

人、木﨑潤也、内藤嘉紀、秋葉
純、石田祐介、牛島知之、倉岡

2017/8/26
プログラム・抄録集

圭、深堀

p.14, 2017

理、阪上尊彦、鶴田

東京

修、鳥村拓司
141

腹腔動脈根部動脈瘤合併の肝細胞
癌にSystem-iを用いて、反復動注

田尻能祥、板野

哲、石井邦英、

鳥村拓司

第42回リザーバー研究会

和歌山県伊

2017/9/1 -2

都郡

第42回リザーバー研究会

和歌山県伊

2017/9/1 -2

都郡

第42回リザーバー研究会

和歌山県伊

2017/9/1 -2

都郡

平成29年度AMED再生医

東京

が有効であった1例
142

血液透析中に発症した門脈腫瘍栓
を伴う進行肝細胞癌に肝動注化学
療法が奏功し、肝切除を加え完全

岩本英希、新関

敬、相野

一、

下瀬茂男、城野智毅、古賀浩徳、
鳥村拓司

奏効となった1例
143

特別企画

岩本英希

リザーバー動注化学療法のいままでそして
これから

動注化学療法のエビデンス：肝細
胞癌
144

C型肝炎ウイルスに起因する肝硬

鳥村拓司、中村

徹、増田篤高

変患者に対するG-CSF動員自家末

療・研究交流会

梢血CD34陽性細胞の経肝動脈投

2017/9/5
プログラム･抄録集

与に関する臨床研究

p. 84, 2017

2017年 学会発表 P. 18
145

胃静脈瘤出血を認めた肝サルコイ
ドーシスの１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
久永

宏、江森啓悟、井上博人、

國武泰史、於保和彦、豊永

純、

鳥村拓司

第24回日本門脈圧亢進症

東京

学会総会
2017/9/14 -15
日本門脈亢進症学会雑誌
23(3):148, 2017
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ワクショップ(2)

江森啓悟、井上博人、久永

異所性静脈瘤

國武泰史、春田

剛、於保和彦、

学会総会

出血性小腸静脈瘤の２例

豊永

修、鳥村拓司

2017/9/14 -15
日本門脈亢進症学会雑誌

純、鶴田

宏、

第24回日本門脈圧亢進症

東京

23(3):85, 2017

147

ワクショップ(6)

井上博人、江森啓悟、久永

宏、

第24回日本門脈圧亢進症

膵疾患と左側門脈圧亢進症

國武泰史、於保和彦、豊永

純、

学会総会

左側門脈圧亢進症いより胃体部静

鳥村拓司

2017/9/14 -15
日本門脈亢進症学会雑誌

脈瘤を来した３例
148

23(3):100, 2017

要望演題(8)

國武泰史、江森啓悟、久永

宏、

第24回日本門脈圧亢進症

Budd-Chiari症候群２、門脈圧亢進症の画像

井上博人、於保和彦、豊永

純、

学会総会

診断

Budd-Chiari症候群の経過観察中

鳥村拓司

術前局在診断に苦慮した膵頭部癌
の1切除例

東京

2017/9/14 -15
日本門脈亢進症学会雑誌

に小腸静脈瘤破裂を来した１例
149

東京

23(3):138, 2017

阪上尊彦、岡部義信、石田祐介、

第67回日本消化器画像診

安元真希子、牛島知之、名嘉眞陽

断研究会

平、石川博人、内藤嘉紀、奥田康

2017/9/15 -16
プログラム ・抄録集

司、中島

収、鳥村拓司

札幌市

p.87, 2017

150

草場喜雄、鶴田

腫瘍径7mmのⅡc病変の１例

森田

修、永田

務、

拓、中根智幸、徳安秀紀、

進藤洋一郎、火野坂淳、向笠道

第27回大腸IIc研究会

札幌市

2017/9/17

太、光山慶一、鳥村拓司
151

拡大内視鏡観察がSSA/P with
cytological dysplasiaの診断に有
用であった１例

152

遠位胆管癌へのアプローチ

永田

務、鶴田

修、草場喜雄、

森田

拓、中根智幸、徳安秀紀、

進藤洋一郎、火野坂淳、向笠道

第27回大腸IIc研究会

札幌市

2017/9/17

太、光山慶一、鳥村拓司
外科

手術症例の検討

川原隆一、室屋大輔、小嶋聡生、

第53回日本胆道学会学術

名嘉眞陽平、酒井久宗、石川博

集会

人、安元真希子、石田祐介、岡部

2017/9/28 -29
胆道

義信、奥田康司、内藤嘉紀

山形市

31(3):499, 2017

153

肝動注化学塞栓療法後に残存した
肝細胞癌におけるCD44v9の発現

154

和田史孝、秋葉
中村

純、池園

友、

徹、安倍満彦、岩本英希、

の検討

阪上尊彦、増田篤高、田中俊光、

HES1はWNTシグナル改変肝癌細

古賀浩徳、中村

胞においてスフィア形成能や造腫
瘍能を決定的に制御する

矢野博久、鳥村拓司
徹、和田史孝、

第76回日本癌学会学術総
2017/9/28 -29

第76回日本癌学会学術総

岩本英希、増田篤高、阪上尊彦、

会

田中俊光、安倍満彦、秋葉

2017/9/28 -29

矢野博久、鳥村拓司

純、

横浜市

会

横浜市

2017年 学会発表 P. 19
155

156

血液内科病棟でのNST支援

PEDF prevents hepatic fat
storage, inﬂammation and

日程の下は掲載誌と、その頁です
池田真由美、永松あゆ、冨野真

第9回日本静脈経腸栄養

美、川口

学会九州支部学術集会

巧、石井信二、岩崎昌

子、田中芳明

2017/10/7

Yoshida T, Akiba J, Koga H,

25th JDDW

Torimura T

2017/10/12 -15
日本消化器病学会雑誌

ﬁbrosis in dietary
パネルディスカッション（4）

福岡市

114(Suppl.):A888, 2017

steatohepatitis of mice
157

福岡市

中村

徹、古賀浩徳、鳥村拓司

25th JDDW（第21回日

肝再生研究の進歩

本肝臓学会大会、第59回

自家末梢血CD34陽性細胞を用い

日本消化器病学会大会、

福岡市

第15回日本消化器外科学

た肝再生治療開発の臨床研究

会大会

合同）

2017/10/12 -15
日本消化器病学会雑誌
114(Suppl.):A523, 2017
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ワクショップ（10）

川口

巧、志波直人、鳥村拓司

25th JDDW（第21回日

肝硬変合併症対策の進歩

本肝臓学会大会、第59回

運動療法が肝硬変患者のサルコペ

日本消化器病学会大会、

福岡市

第94回日本消化器内視鏡

ニアにおよぼす影響

学会大会、第15回日本消
化器外科学会大会

合

同）
2017/10/12 -15
肝臓
58(Suppl.2):A540, 2017

159

脈管浸潤を伴う進行肝細胞癌に対
するNew-FP療法と放射線治療の
併用療法についての検討

岩本英希、新関

敬、下瀬茂男、

25th JDDW（第21回日

城野智毅、相野

一、中野聖士、

本肝臓学会大会）

佐谷

学、岡村修祐、野田

悠、

黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

福岡市

2017/10/12 -15
肝臓
58(Suppl.2):A607, 2017

160

当院におけるBalloon-Occluded
Transarterial

城野智毅、新関

敬、下瀬茂男、

岩本英希、古賀浩徳、鳥村拓司

Chemoembolization（B-TACE）

当院における肉眼的脈管浸潤を伴
う進行肝細胞癌に対する治療戦略

福岡市

本肝臓学会大会）
2017/10/12 -15
肝臓

の有効性と安全性について
161

25th JDDW（第21回日

58(Suppl.2):A609, 201

新関

敬、中野聖士、岩本英希、

下瀬茂男、城野智毅、相野

一、

古賀浩徳、鳥村拓司

25th JDDW（第21回日

福岡市

本肝臓学会大会）
2017/10/12 -15
肝臓
58(Suppl.2):A615, 2017

162

糖尿病合併NAFLD患者の肝硬度

川口

巧、黒松亮子、鳥村拓司

25th JDDW（第21回日

上昇に関わるプロファイル：デー

本肝臓学会大会）

タマイニング解析

2017/10/12 -15
肝臓
58(Suppl.2):A637, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 20
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多施設共同研究での実臨床データ
からみたDAAs治療難治例の予測

日程の下は掲載誌と、その頁です
本間雄一、井出達也、柴田道彦、

25th JDDW（第21回日

日浦政明、岩根伸治、宮原千賀、

本肝臓学会大会）

田中靖人、江口有一郎、鳥村拓

2017/10/12 -15
肝臓

司、原田

大

福岡市

58(Suppl.2):A582, 2017

164

C型慢性肝疾患に対するダクラタ
スビル・アスナプレビル併用療法
によるELF Scoreの推移

宮島一郎、井出達也、川口俊弘、

25th JDDW（第21回日

天野恵介、桑原礼一郎、有永照

本肝臓学会大会）

子、鳥村拓司

2017/10/12 -15
肝臓

福岡市

58(Suppl.2):A574, 2017

165

C-TACEとDEB-TACEの治療効果
比較，及びC-TACE不応へのDEBTACEの検討

下瀬茂男、新関

敬、田中正俊、

25th JDDW（第21回日

岩本英希、城野智毅、野田

悠、

本肝臓学会大会）

岡村修祐、中野聖士、佐谷

学、

2017/10/12 -15
肝臓

黒松亮子、古賀浩徳、鳥村拓司

福岡市

58(Suppl.2):A598, 2017

166

【優秀演題】

井出達也、江口有一郎、原田

25th JDDW（第21回日

C型肝疾患でのDAAs-SVR例の肝

大、岩根伸治、宮原千賀、本間雄

本肝臓学会大会）

一、有永照子、宮島一郎、桑原礼
一郎、天野恵介、川口俊弘、鳥村

2017/10/12 -15
肝臓

拓司

58(Suppl.2):A576, 2017

発癌の検討
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統合プログラム（3）

野田

悠、川口

巧、黒松亮子

25th JDDW（第59回日

非B非C肝癌の実態と対策

本消化器病学会大会、第

非Ｂ非Ｃ肝癌患者の予後：HCV

15回日本消化器外科学会
大会

関連肝癌患者との比較検討

福岡市

福岡市

合同）

2017/10/12 -15
肝臓
58(Suppl.2):A494, 2017

168

統合プログラム（5）

光山慶一、吉岡慎一郎、鶴田

修

25th JDDW（第59回日

福岡市

本消化器病学会大会、第

内科と外科による炎症性腸疾患のトータル
マネージメント

15回日本消化器外科学会

潰瘍性大腸炎におけるサーベイラ

大会

ンス大腸内視鏡-ランダム生検と

合同）

2017/10/12 -15
日本消化器病学会雑誌

狙撃生検の比較を中心に

114(Suppl.):A434, 2017

169

膵癌癌性腹水由来エクソソームに
内在するCD133糖鎖の臨床的意
義

阪上尊彦、古賀浩徳、中村
池園

徹、

友、和田史孝、安倍満彦、

岩本英希、増田篤高、田中俊光、
深堀

理、岡部義信、鳥村拓司

25th JDDW（第59回日

福岡市

本消化器病学会大会）
2017/10/12 -15
日本消化器病学会雑誌
114(Suppl.):A744, 2017

170

非癌部肝組織のDNAメチル化の
変化は肝細胞癌の多中心性発生の
バイオマーカーになり得る

岩本英希、古賀浩徳、山本
鳥村拓司

健、

25th JDDW（第59回日
本消化器病学会大会）
2017/10/12 -15
日本消化器病学会雑誌
114(Suppl.):A853, 2017

福岡市
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ワークショップ（25）

日程の下は掲載誌と、その頁です
河野弘志、上野恵里奈、鶴田

修

25th JDDW（第94回第

福岡市

94回日本消化器内視鏡学

拡大内視鏡による大腸腫瘍診断のコツと
ピットフォール

会大会、第59回日本消化

拡大内視鏡を用いた早期大腸癌の

器病学会大会、第55回日

深達度診断

本消化器がん検診学会大
会

合同）

2017/10/12 -15
日本消化器病学会雑誌
114(Suppl.):A674, 2017

172

ワクショップ（13）

石田祐介、岡部義信、多比良朋希

25th JDDW（第94回日

福岡市

本消化器内視鏡学会大

膵・胆道癌に対する内視鏡的診断法の新た
な展開

会、第59回日本消化器病

EUS-FNA検体におけるliquid

学会大会、第15回日本消

based cytologyの有用性

化器外科学会大会

合

同）
2017/10/12 -15
日本消化器病学会雑誌
114(Suppl.):A614, 2017

173

当院における悪性胆道・十二指腸
狭窄に対するダブルステンティン
グの検討

杉山

元、久賀征一郎、堀まい

さ、緒方

啓、岡部義信、鶴田

修、鳥村拓司

25th JDDW（第94回日

福岡市

本消化器内視鏡学会大
会）
2017/10/12 -15
Gastroenterological
Endoscopy

174

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

175

当院高度救命救急センターにおけ
る静脈瘤出血症例に対する成績と
治療方針

176

糖尿病患者におけるNAFLD進展
リスク因子の検討：久留米内科医
会・久留米大学共同研究

久永

宏、江森啓悟、國武泰史、

25th JDDW（第94回日

春田

剛、井上博人、井出達也、

本消化器内視鏡学会大

於保和彦、鶴田

修、豊永

純、

鳥村拓司

会）
2017/10/12 -15
Gastroenterological
Endoscopy

國武泰史、江森啓悟、井上博人、

25th JDDW（第94回日

春田

宏、中根智幸、

本消化器内視鏡学会大

純、鶴田

会）

剛、久永

於保和彦、豊永

福岡市

修、

鳥村拓司

福岡市

2017/10/12 -15
Gastroenterological
Endoscopy

猪口哲彰、稲田千鶴子、川﨑英

第55回日本糖尿病学会九

二、田中弘吉、川口

州地方会

巧、鳥村拓

司

宮崎市

2017/10/13 -14
プログラム・抄録集
p. 136, 2017

177

Changes in ﬁbrotic markers in
chronic hepatitis C patients
treated with direct antiviral
agents and the enhanced liver

Kawaguchi T, Ide T, Amano K,

The 68th Annual

Washingto

Kuwahara R, Arinaga-Hino T,

Meeting of the

n, DC

Miyjima I, Torimura T

American Association
for the Study of Liver

ﬁbrosis score as a predictor of

Diseases (AASLD)

hepatocellular carcinoma

2017/10/20 -24
Hepatology
66(Suppl.1):554-555A,
2017
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178

Inhibition of hypoxia inducible
factor via upregulation of von

日程の下は掲載誌と、その頁です
Iwamoto H,, Koga H, Torimura

The 68th Annual

Washingto

T

Meeting of the

n, DC

American Association

Hippel-Lindau protein induces

for the Study of Liver

ʻAngiogenic switch oﬀʼ in a

Diseases (AASLD)

mouse hepatoma model

2017/10/20 -24
Hepatology
66(Suppl.1):716A, 2017

179

STAT3 deﬁciency prevents
hepatocarcinogenesis and
promotes transdiﬀerentiation of
hepatocytes into biliary cells in
chronic liver injury of mice

Abe M, Yoshida T, Akiba J,

The 68th Annual

Washingto

Ikezono Y, Wada F, Masuda A,

Meeting of the

n, DC

Sakaue T, Tanaka T, Iwamoto

American Association

H, Nakamura T, Sata M, Koga

for the Study of Liver

H, Yoshimura A, Torimura T

Diseases (AASLD)
2017/10/20 -24
Hepatology
66(Suppl.1):718A, 2017

180

A Prognostic Impact of
Fibroblast-derived Cytokine, IL
-34 in Non-hepatitis B virus-,

Yu Noda, Kawaguchi T,

The 68th Annual

Washingto

Korenaga M, Nakano M, Niizeki

Meeting of the

n, DC

T, Koga H,Kanto T, Torimura T

American Association
for the Study of Liver

Non-hepatitis C virus-related
Hepatocellular Carcinoma

Diseases (AASLD)

Patients with Chronic Liver

2017/10/20 -24
Hepatology

Disease
181

A Novel Prognostic Algorithm
for Patients with NAFLD-related
Hepatocellular Carcinoma: A
Nationwide Data-mining
Analysis by Japan Study Group
of NAFLD

66(Suppl.1):732A, 2017

Kawaguchi T, Tokushige K,

The 68th Annual

Washingto

Hyogo H, Aikata H, Nakajima

Meeting of the

n, DC

T, Ono M, Miwa Kawanaka M,

American Association

Sawada K, Imajo K, Honda K,

for the Study of Liver

Takahashi H, Mori K, Saiyu

Diseases (AASLD)

Tanaka S, Seko Y, Nozaki Y,
Kamada Y, Fujii H, Kawaguchi

2017/10/20 -24
Hepatology

A, Takehara T, Yanase M,

66(Suppl.1):763A, 2017

Sumida Y, Eguchi Y, Seike M,
Yoneda M, Suzuki Y, Saibara T,
Karino Y, Chayama K,
Hashimoto E, George J,
Torimura T
182

Prognosis of Patients with Nonhepatitis B virus-, Non-hepatitis
C virus-related Hepatocellular
Carcinoma: A Comparison with

Yu Noda, Kawaguchi T,

The 68th Annual

Washingto

Nakano M, Niizeki T,

Meeting of the

n, DC

Kuromatsu R, Koga H,

American Association

Torimura T

for the Study of Liver

Hepatitis C virus-related

Diseases (AASLD)

Hepatocellular Carcinoma

2017/10/20 -24
Hepatology

Patients

66(Suppl.1):765A, 2017
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183

Robust eﬃcacy of hepatic
arterial infusion chemotherapy

日程の下は掲載誌と、その頁です
Niizeki T, Iwamoto H, Nakano

The 68th Annual

Washingto

M, Aino H, Koga H, Torimura T

Meeting of the

n, DC

American Association

for advanced hepatocellular

for the Study of Liver

carcinoma with macroscopic
vascular invasion: a

Diseases (AASLD)

comparative study with

2017/10/20 -24
Hepatology

sorafenib
184

Targeting CD44v9-xCT system
by sulfasalazine to overcome
cisplatin resistance in human
liver cancer cells

66(Suppl.1):766A, 2017

Wada F, Koga H, Jun Akiba, Yu

The 68th Annual

Washingto

Ikezono, Nakamura T, Abe M,

Meeting of the

n, DC

Iwamoto H, Sakaue T, Masuda

American Association

A, Tanaka T, Yano H, Torimura

for the Study of Liver

T

Diseases (AASLD)
2017/10/20 -24
Hepatology
66(Suppl.1):967-977A,
2017

185

The Wnt Target Gene
CLAUDIN-2 Regulates
Tumorigenesis of Combined
Hepatocellular-

Koga H, Imamura Y, Wada F,

The 68th Annual

Washingto

Ikezono Y, Abe M,, Iwamoto H,

Meeting of the

n, DC

Nakamura T, Sakaue T, Tanaka

American Association

T, Yano H, Torimura T

for the Study of Liver
Diseases (AASLD)

Cholangiocarcinoma Cells

2017/10/20 -24
Hepatology
66(Suppl.1):972A, 2017

186

DPP4 Inhibitor Suppressed
Progression of NASH-related

Kawaguchi T, Oriishi T, Koga

The 68th Annual

Washingto

H, Torimura T

Meeting of the

n, DC

American Association

Hepatocellular Carcinoma with

for the Study of Liver

Inhibition of Metabolic
Reprograming in p62-Keap1-

Diseases (AASLD)

Nrf2-Pentose Phosphate

2017/10/20 -24
Hepatology

Pathway in a Mouse Model: A

66(Suppl.1):976-977A,
2017

Metabolomic Analysis
187

Autoimmune hepatitis
nationwide survey in Japan subanalysis report

Arinaga-Hino T, Takahashi A,

The 68th Annual

Washingto

Torimura T, Ohira H, Zeniya

Meeting of the

n, DC

M, Abe M, Yoshizawa K,

American Association

Takaki A, Suzuki Y, Kang J-H,

for the Study of Liver

Nakamoto N, Fujisawa T,

Diseases (AASLD)

Tanaka A, Takikawa H; Japan

2017/10/20 -24
Hepatology

AIH Study Group(JAIHSG)

66(Suppl.1):A194, 2017

188

Decorin, a Newly Identiﬁed
Exercise-induced Myokine, was
Associated with Sarcopenia in
Patients with Liver Cirrhosis

Hashida R, Kawaguchi T,

The 68th Annual

Washingto

Hirota K, Koya S, Goshima N,

Meeting of the

n, DC

Otsuka T, Matsuse H, Shiba N,

American Association

Torimura T

for the Study of Liver
Diseases (AASLD)
2017/10/20 -24
Hepatology
66(Suppl.1):267A, 2017
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Poster Session： Endoscopy and Imaging
II

Utility of liquid based cytology
in EUS-FNA samples for the
pancreatic lesions

日程の下は掲載誌と、その頁です
Ishida Y, Okabe Y, Taira T,

25th United European

Barcelona,

Sakaue T, Fukahori M,

Gastroenterology Week

Spain

Yasumoto M,

(UEGW 2017)

Ushijima T, Naito Y, Tsuruta O,

2017/10/28 -11/1
United European
Gastroenterology Journal

Torimura T

5: A480, 2017

190

急性胆管炎を生じ細胞診より診断

石井邦英、田口

順

第17回人と動物の共通感

東京

染症研究会学術集会

されたランブル鞭毛虫の2例

2017/10/28

191

苓桂朮甘湯エキス顆剤の増量が著

坂田雅浩

第44回日本東洋医学会中

福山市

四国支部広島県部会

効した目眩症の一例

2017/11/5

192

食道狭窄の一例

伊藤

実

第49回合同臨床病理検討

東京

会
2017/11/10

193

194

パネルディスカッション(3)

永田

務、鶴田

修、草場喜雄、

大腸鋸歯状病変の診断と治療

森田

拓、徳安秀紀、進藤洋一

鋸歯状病変を併存した大腸癌の臨

郎、火野坂淳、向笠道太、秋葉

福岡市

会学術集会

床病理学的特徴

純、河野弘志、光山慶一、鳥村拓

2017/11/10 -11
日本大腸肛門病学会雑誌

司

70(Suppl.):A48, 2017

SessionⅡ：STATE OF THE ART

Kawaguchi T

2017 Symposium of the

Seoul,

Korean Study Group of

Korea

LECTURE

Clinical Implications and

Portal Hypertention

Therapeutic Strategy of

(KSPH)

Sarcopenia in Liver Disease.
195

第72回日本大腸肛門病学

Serum markers of collagen
formation are associated with
the severity of Liver ﬁbrosis
and Non-Alcoholic
Steatohepatitis (NASH)

2017/11/11

Daniels SJ, Vestermark R,

Anti-Fibrotic Drug

Boston,

Leeming DJ, Eslam M,

Development Summit

USA

Genovese F, Karsda MA,

(AFDD)

Kawaguchi T, Adams L, George

2017/11/13 -14

J

histological features and to
impaired renal function (IRF) in
a NAFLD cohort.
196

巨大な胃石により十二指腸嵌頓、
腸閉塞をきたしたが最終的に経肛
門的に回収できた１例

久永

隆、

第110回日本消化器病学

國武泰史、井上博人、於保和彦、

宏、江森啓悟、児嶋

会九州支部例会、第104

鶴田

回日本消化器内視鏡学会

修、豊永

純、鳥村拓司

九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 100, 2017

197

胃内に脱落したメタリックステン
トを安全に回収しえた1例

平塚

潤、菅

偉哉、島松

裕、

第110回日本消化器病学

垣内誠也、於保和彦、鶴田

修、

会九州支部例会、第104

鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 100, 2017

那覇市
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感染性腸炎の発症を契機に診断さ
れた潰瘍性大腸炎の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
深水

翔、

第110回日本消化器病学

山田康正、渡邉裕次郎、上野恵里

航、長

知徳、柴田

会九州支部例会、第104

奈、伊藤陽平、河野弘志、秋山哲

回日本消化器内視鏡学会

司

九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 103, 2017

199

術後再建腸管患者におけるバルー
ン内視鏡使用下胆道結石の治療成
績

柴田
長

翔、河野弘志、深水

航、

知徳、渡邊裕次郎、山田康

第110回日本消化器病学

生、蒲池直紀、小林哲平、上野恵

回日本消化器内視鏡学会

里奈、伊藤陽平、秋山哲司、光山

九州支部例会

慶一、鶴田

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集

修、鳥村拓司

那覇市

会九州支部例会、第104
合同

p. 106, 2017

200

Ｒｏｕｘ-ｅｎＹ再建腸管に対す
るＥＲＣＰ関連手技の現状-九州

田口宏樹、橋元慎一、麻生

暁、

岡部義信、井戸章雄

第110回日本消化器病学

那覇市

会九州支部例会、第104
回日本消化器内視鏡学会

多施設アンケート調査-

九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 107, 2017

201

当院におけるC型慢性肝炎・肝硬
変に対するDAA製剤の治療効果

石井邦英、田口

順、馬場真二、

井出達也、鳥村拓司

第110回日本消化器病学

那覇市

会九州支部例会、第104
回日本消化器内視鏡学会

について

九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 110, 2017

202

難治性孤立性肝膿瘍に対して抗菌
薬動注療法が奏功した一例

大野美紀、住江修治、則松

宏、

第110回日本消化器病学

住江博明、志方健太郎、佐田道

会九州支部例会、第104

夫、鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 115, 2017

203

拡散強調MRI画像が診断に有用で
あった感染性肝嚢胞の一例

力武祐一郎、宮島一郎、森山悦

第110回日本消化器病学

子、榊原重成、桑原朝子、高木浩

会九州支部例会、第104

史、南野隆一、安倍弘彦、鳥村拓

回日本消化器内視鏡学会

司

九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 115, 2017

204

頭部腫瘤を契機に発見された転移
性大腸癌の１例

徳重貴彦

第110回日本消化器病学
会九州支部例会、第104
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 116, 2017

那覇市

2017年 学会発表 P. 26
205

診断に苦慮した脾梗塞の1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
中山雅春、森田恭代、長田修一

第110回日本消化器病学

郎、古波倉允、長田英輔、鳥村拓

会九州支部例会、第104

司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 118, 2017

206

超高齢の上腸間膜動脈閉塞症の１
例

小林哲平、高木孝太、後藤諒介、

第110回日本消化器病学

南

会九州支部例会、第104

真平、白地美紀、梶原雅彦、

小野典之、光山慶一、鶴田

修、

鳥村拓司

那覇市

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 118, 2017

207

腹膜中皮腫の剖検症例

南

真平、高木孝太、後藤諒介、

第110回日本消化器病学

小林哲平、白地美紀、梶原雅彦、

会九州支部例会、第104

光山慶一、鶴田

回日本消化器内視鏡学会

修、鳥村拓司

九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 119, 2017

208

下痢，発熱で発症し，重症熱性血
小板減少症候群(SFTS)と診断し，
救命し得た1例

長

知徳、深水

航、柴田

翔、

第110回日本消化器病学

山田康正、上野恵里奈、伊藤陽

会九州支部例会、第104

平、河野弘志、秋山哲司、鶴田

回日本消化器内視鏡学会

修、鳥村拓司

九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 126, 2017

209

ジアフェニルスルホンによる薬剤
性過敏症症候群の一例

岡

あゆみ、中嶋摩依、高橋

第110回日本消化器病学

基、樋口野日斗、山下尚毅、福泉

会九州支部例会、第104

公仁隆、中牟田誠

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 146, 2017

210

内視鏡的乳頭切除術を施行した十
二指腸カルチノイドの1例

山田空明、寺部寛哉、佐々木

第110回日本消化器病学

優、今村健太郎、辛島嘉彦、大津

会九州支部例会、第104

健聖、池園

回日本消化器内視鏡学会

友、酒見亮介、森光

洋介、岡部義信、宗

祐人

九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 164, 2017

211

61歳で診断された成人発症2型シ
トルリン血症の1例

中島帆奈美、川口俊弘、天野恵

第110回日本消化器病学

介、桑原礼一郎、有永照子、宮島

会九州支部例会、第104

一郎、井出達也、鳥村拓司

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 146, 2017

那覇市

2017年 学会発表 P. 27
212

胆管細胞癌との鑑別が困難であっ
た細胆管細胞癌の一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
西村大幹、中野聖士、黒松亮子、

第110回日本消化器病学

佐谷

悠、

会九州支部例会、第104

鈴木浩之、酒井久宗、安永昌史、

回日本消化器内視鏡学会

奥田康司、草野弘宣、秋葉

純、

九州支部例会

中島

巧、

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集

学、岡村修祐、野田

収、矢野博久、川口

古賀浩徳、鳥村拓司

那覇市

合同

p. 149, 2017

213

先天性胆道拡張症術後晩期に合併
した肝内結石に対してショートシ
ングルバルーン内視鏡下治療を施

石井海人、岡部義信、石田祐介、

第110回日本消化器病学

牛島知之、安元真希子、深堀

会九州支部例会、第104

理、鶴田

回日本消化器内視鏡学会

修、鳥村拓司

九州支部例会

行した1例

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 160, 2017

214

当院におけるHelicobacter pylori
除菌の現状

向坂健秀、宮原健輔、板野晋也、

第110回日本消化器病学

重藤宏太、伏見

会九州支部例会、第104

崇、佐々木

優、前川隆一郎、鳥村拓司

那覇市

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 132, 2017

215

Y脚吻合部狭窄による急性膵炎に
対し内視鏡的バルーン拡張術が奏
効した一例

高木孝太、鳥村拓司、鶴田

修、

第110回日本消化器病学

小野典之、梶原雅彦、白地美紀、

会九州支部例会、第104

小林哲平、南

回日本消化器内視鏡学会

真平、田中寛士、

進藤洋一郎

九州支部例会

那覇市

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 143, 2017

216

原発性肺癌に対するニボルマブ投
与に起因したと考えられる大腸炎
の一例

荒木俊博、山内亨介、森

敦、福

永秀平、吉岡慎一郎、鶴田

修、

光山慶一、鳥村拓司

第110回日本消化器病学

那覇市

会九州支部例会、第104
回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 126, 2017

217

難治性術後胆管炎に続発したと考
えられるAA型腸管アミロイドー
シスの一例

斉東京禄、山内亨介、有永照子、

第110回日本消化器病学

石田祐介、光山慶一、鶴田

会九州支部例会、第104

修、

鳥村拓司

那覇市

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 127, 2017

218

待機的な腹腔鏡下手術が可能で
あった左傍十二指腸ヘルニアの1
例

原
豊増

洋平、林

大樹、鶴田耕三、

第110回日本消化器病学

靖、河野克俊、田宮芳孝、

会九州支部例会、第104

重松聡江、坂田研二、野口和典、

回日本消化器内視鏡学会

赤司昌謙、鳥村拓司

九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 131, 2017

那覇市
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219

Sorafenib不応のVP4巨大肝細胞
癌に対し肝動注化学療法（NewFP療法）を主体とした集学的治療

日程の下は掲載誌と、その頁です
菅原脩平、城野智毅、新関

敬、

第110回日本消化器病学

下瀬茂男、岩本英希、相野

一、

会九州支部例会、第104

古賀浩徳、鳥村拓司

那覇市

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

が奏効した1例

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 136, 2017

220

リンパ管造影後に蛋白漏出性胃腸
症が改善したTurner症候群の一
例

野見山美香、山内亨介、福永秀

第110回日本消化器病学

平、森

会九州支部例会、第104

敦、山崎

博、吉岡慎一

郎、小金丸雅道、秋葉
慶一、鶴田

純、光山

修、鳥村拓司

那覇市

回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 139, 2017

221

シンポジウム(1)

吉岡慎一郎、光山慶一、鶴田

第110回日本消化器病学

炎症性腸疾患の発癌および癌合併症例の検

修、鳥村拓司

会九州支部例会、第104

討

那覇市

回日本消化器内視鏡学会

エビデンスに基づいて再考した潰

九州支部例会

瘍性大腸炎サーベイランス内視鏡

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集

検査の検討

p. 26, 2017

222

シンポジウム(2)

石田祐介、岡部義信、牛島知之、

第110回日本消化器病学

胆・膵領域癌の診断・治療の現況と展望

安元真希子、鶴田

会九州支部例会、第104

修

那覇市

回日本消化器内視鏡学会

EUS-FNA検体処理におけるliquid

九州支部例会

based cytologyの有用性X

合同

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集
p. 27, 2017

223

ワクショップ(1)

中野

暖、川口

巧、鳥村拓司

第110回日本消化器病学

非アルコール性脂肪性肝疾患の現状と展望

会九州支部例会、第104

DPP4阻害剤がNASH関連肝がん

回日本消化器内視鏡学会

の進展と代謝におよぼす影響：メ

九州支部例会

タボローム解析

2017/11/17 -18
プログラム・抄録集

那覇市

合同

p. 31, 2017

224

ＣＯＰＤ患者における遊離脂肪酸
と栄養学的指標・身体機能との関
係

富田

学、今泉裕次郎、副島万祐

第3回JCHO地域医療総合 東京

子、佐藤宏美、柴田貴章、内田

医学会

賢、矢野洋一、河島通博、清松和

2017/11/17 -18
プログラム･抄録集

光

p. 185, 2017

225

胆嚢原発神経内分泌癌の1例

多比良朋希、河原明彦、内藤嘉

第56回日本臨床細胞学会

紀、安倍秀幸、山口知彦、福満千

秋期大会

容、高瀬頼妃呼、村田和也、吉田

2017/11/18 -19
日本臨床細胞学会雑誌

友子、岡部義信、秋葉

純

56(補冊2）:669, 2017

福岡市

2017年 学会発表 P. 29
226

日程の下は掲載誌と、その頁です

国際フォーラム (Global Asia

Naito Y, Kawahara A,

第56回日本臨床細胞学会

Forum)

Sadashima E, Takase Y, Okabe

秋期大会

The Relation and Limitation between

Y, Shimamatsu K, Yano H,

2017/11/18 -19
日本臨床細胞学会雑誌

Cytology and Histology

Usefulness of biliary juice

Akiba J

56(補冊2）: 664, 2017

Liquid-based cytology
227

高齢者に対する肝臓外科手術で、
サルコペニアが術後経過に与える
影響に関する検討

福岡市

佐々木晋、後藤祐一、橋田竜騎、

第79回日本臨床外科学会

松瀬博夫、川口

総会

巧、広田桂介、

神谷俊次、志波直人、鳥村拓司、
赤木由人、田中啓之、奥田康司

東京

2017/11/23 -25
日本臨床外科学会雑誌
p. 483, 2017

228

パネルディスカッション

川口

巧、鳥村拓司

総会

運動療法とBCAAが肝癌患者の筋

2017/11/25
プログラム・講演抄録集

肉量におよぼす影響
229

第48回日本消化吸収学会

肝疾患におけるサルコペニアとBCAA

自己免疫性肝炎の再燃を血清IgG

盛岡市

p. 42, 2017

有永照子、井出達也、鳥村拓司

第42回日本肝臓学会西部

福岡市

会

値で予測できるか？

2017/11/30 -12/1
肝臓
58(Suppl.3):A904, 2017

230

PET-CTで肝に高度のFDG集積を

荒木俊博、有永照子、鳥村拓司

第42回日本肝臓学会西部

認めたIgG4関連自己免疫性肝炎

会

の1例

2017/11/30 -12/1
肝臓

福岡市

58(Suppl.3):A904, 2017

231

多彩な臨床症状を呈し、肝生検に
て診断しえた抗ミトコンドリア抗
体陰性原発性胆汁性胆管炎の1例

緒方

啓、杉山

元、堀まいさ、

第42回日本肝臓学会西部

久賀征一郎、有永照子、井出達

会

也、秋葉

2017/11/30 -12/1
肝臓

純、鳥村拓司

福岡市

58(Suppl.3):A905, 2017

232

ＤＡＡ治療ＳＶＲ後の発癌リスク
因子のＦＩＢ-4 index別の検討

233

シンポジウム（2）

井出達也、江口有一郎、原田

第42回日本肝臓学会西部

大、岩根伸治、本間雄一、岡田倫

会

明、宮原千賀、有永照子、宮島一
郎、桑原礼一郎、天野恵介、川口

2017/11/30 -12/1
肝臓

俊弘、鳥村拓司

58(Suppl.3):A807, 2017

川口

第42回日本肝臓学会西部

巧、志波直人、鳥村拓司

生活習慣病関連肝疾患の基礎と臨床

会

NAFLDに対する運動プロトコー

2017/11/30 -12/1
肝臓

ルの検討
234

シンポジウム（7）
進行肝細胞癌治療における最新治療：基礎
と臨床の立場から

xCT阻害剤スルファサラジンによ
る肝癌シスプラチン耐性の克服

福岡市

福岡市

58(Suppl.3):A709, 2017

和田史孝、古賀浩徳、鳥村拓司

第42回日本肝臓学会西部
会
2017/11/30 -12/1
肝臓
58(Suppl.3):A744, 2017

福岡市
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特別企画

日程の下は掲載誌と、その頁です
鈴木浩之、中野聖士、鳥村拓司

会

肝腫瘍生検での診断をもとに肝切

2017/11/30 -12/1
肝臓

除術を施行し得た細胆管細胞癌の

237

閉口ブデソニド製剤を使用したク

吉村哲広

第8回日本炎症性腸疾患

ローン病患者の臨床背景とその効

学会学術集会

果

2017/12/1

非 B 非 C 肝疾患における肝硬度
測定の有用性

森下麻子、黒松亮子、川野祐幸、

日本超音波医学会（第27

相園多美子、福島奈央、藤井麻

回九州地方会学術集会）

衣、長山亜由美、橋本好司、鳥村

2017/12/23
Online pdf.

拓司、中島 収
238

超音波検査が診断の契機となった
膵神経内分泌腫瘍の一切除例

福岡市

58(Suppl.3):A769, 2017

2症例
236

第42回日本肝臓学会西部

症例に学ぶ

藤井麻衣、隈部

力、川野祐幸、

日本超音波医学会（第27

安元真希子、石川博人、内藤嘉

回九州地方会学術集会）

紀、秋葉

純、橋本好司、黒松亮

子、中島

収

2017/12/23
Online pdf.

東京

鹿児島市

鹿児島市

