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3

肝細胞癌切除術23年後に肝内病変
を伴わず副腎転移で再発した１例

リウマチ患者の十二指腸通過障害
の原因に胃蜂窩織炎を疑った１例

Meche憩室による腹膜炎を生じた１
例

日程の下は掲載誌と、その頁です
川口俊弘、加治亮平、森 敦、宮原
健輔、轟 圭太、矢野博久、堀内彦
之、宮島一郎、鳥村拓司

第308回日本内科学会九州 福岡市
地方会

森田 俊、立石秀夫、永松洋明、堤
翼、草永真志、平井真吾、德安秀
紀、小野典之、鳥村拓司

第308回日本内科学会九州 福岡市
地方会

野田 悠、山嵜紗代、佐々木望、松
隈則人

第308回日本内科学会九州 福岡市
地方会

2015/1/10
ホームのpdf

2015/1/10
ホームのpdf

2015/1/10
ホームのpdf

4

5

好酸球性胆嚢炎を伴なった好酸球
性胃腸炎の１例

B型肝炎に対するエンテカビル投与
例の治療成績

垣内誠也、田宮芳孝、坂田研二、野
口和典、最所公平、島松一秀、鳥村
拓司

第308回日本内科学会九州 福岡市
地方会

天野恵介、宮島一郎、桑原礼一郎、
緒方 啓、有永照子、井出達也、佐
田通夫

第14回九州B型肝炎フォー
ラム

2015/1/10
ホームのpdf

福岡市

2015/1/17
プログラム・抄録集
2015

6

7

8

Gd-EOB-DTPA造影MRI及び拡散
強調画像の信号強度による肝細胞
癌の悪性度及び予後評価

岡村修祐、東南辰幸、住江修治、中
野聖士、佐谷 学、黒松亮子、鳥村
拓司

第21回肝血流動態･機能イ
メージ研究会

肝細胞癌に併発した門脈血流陽性
結節を多発性に認めたC型肝硬変
の１例

城野智毅、永松洋明、水上直久、渡
辺次郎、小野典之、鳥村拓司

第21回肝血流動態･機能イ
メージ研究会

シンポジウム

鳥村拓司

東京

2015/2/7 -8

東京

2015/2/7 -8

第7回福岡県医学会総会

福岡市

2015/2/8
平成26年度 福岡県医学会総

地域医療に役立つ最新の医療

肝癌の最新の診断と治療

会記録集
p. 47, 2014

9

B型肝炎経過中に自己免疫性肝炎
が発症しエンテカビル併用ステロイド
治療が奏効した一例

吉村壮平、有永照子、向笠道太、井
出達也、宮島一郎、緒方 啓、桑原
礼一郎、天野恵介、鳥村拓司

第7回福岡県医学会総会

福岡市

2015/2/8
平成26年度 福岡県医学会総
会記録集
p. 40, 2015

10

当院における非B非C肝細胞癌症例
の臨床的特徴

田口 順、石井邦英、上野隆登

第7回福岡県医学会総会

福岡市

2015/2/8
平成26年度 福岡県医学会総
会記録集
p. 31, 2015

11

12

当院における間接熱量測定および
体成分分析の各種疾患の影響の検
討

馬場真二、鳥越律子、佐々木君枝、
上野隆登、田中芳明

ワ−クショップ（7）

山崎 博、山内亨介、福永秀平、桑
木光太郎、吉岡慎一郎、竹田津英
稔、光山慶一、鶴田 修、鳥村拓司

腸管粘膜免疫の最前線

潰瘍性大腸炎に対する治療標的･バ
イオマーカーとしてのCGRPの検討

第30回日本静脈経腸栄養
学会学術集会

神戸市

2015/2/12 -13

第11回日本消化管学会総
会学術集会
2015/2/13 -14
プログラム･抄録集
p. 166, 2015

東京
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Oral Session（2）

日程の下は掲載誌と、その頁です
Niizeki T

Efficacy of radiation therapy
targeted on macroscopic vascular
invasion for advanced HCC
14

Oral Session（3）

Agenda for HCC Workshop Taipei,
(YKTB Universities)
Taiwan
2015/2/14 -15

Koga H

Deregulation of Wnt signal in HCC

Agenda for HCC Workshop Taipei,
(YKTB Universities)
Taiwan
2015/2/14 -15

15

Oral Session（4）

Nakano M

The suitable target of sorafenib
treatment in patients with advanced
HCC
16

症例提示

Agenda for HCC Workshop Taipei,
(YKTB Universities)
Taiwan
2015/2/14 -15

牛島知之

第7回インターベンショナル
EUS九州研究会（日本消化
器内視鏡学会関連学会）

福岡市

2015/2/14

17

ワ−クショップ
小腸カプセルの新たな応用

小児におけるパテンシーカプセルの
有用性
18

同時性多発IPMCの１例

桑木光太郎、吉岡慎一郎、柳 忠
宏、福永秀平、山内亨介、山崎
博、竹田津英稔、光山慶一、鶴田
修、鳥村拓司

第8回日本カプセル内視鏡 東京
学会学術集会（日本消化管
学会関連学会）

牛島知之、岡部義信、佐々木優、中
山正道、内藤嘉紀、中島 収、久下
亨、倉岡 圭、安元真希子、石田祐
介、鳥村拓司

第62回日本消化器画像診
断研究会

2015/2/15

東京

2015/2/28
プログラム･抄録集
p. 24, 2014

19

20

21

当院における新規塞栓物質DC
Beansを用いたTACEの初期治療検
討

下瀬茂男、新関 敬、相野 一、田
尻能祥、岡村修祐、中野聖士、佐谷
学、住江修治、黒松亮子、鳥村拓司

第20回筑後肝癌研究会

細胆管細胞癌の１例

垣内誠也、佐野有哉、則松 宏、豊
増 靖、森田 拓、河野克俊、橋本
修、田宮芳孝、坂田研二、野口誠
司、衛藤大明、末吉 晋、島松一秀

第20回筑後肝癌研究会

田口 順、實藤俊昭、中根智幸、黒
木淳一、木下善博、德重貴彦、石井
邦英、上野隆登、鳥村拓司

第112回日本内科学会総
会･講演会

当院における早期胃癌に対する内
視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の検
討

久留米市

2015/3/14

久留米市

2015/3/14

京都市

2015/4/10 -12
日本内科学会雑誌
104(Suppl.):196, 2015

22

Poster Section 16

The SxxSS motif of T-cell
factor-4 isoforms regulates
Wnt5a expression and EMT in
human liver caner cells

23

Poster Section 4

Comprehensive analyais of
genetic alterations and DNA
copy number in Borrmann type
IV gastric cancer

Koga H, Nakamura T, Abe M,
Ikezono Y, Wada F, Yano H,
Torimura T

The 106th Annual
Philadelphia,
Meeting of the American USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2015/4/18 -22
online pdf.

Yasumoto M, Ogasawara S, Akiba J,
Kusano H, Sumi A, Isobe T, Kizaki
J, Akagi Y, Torimura T, Sakamoto
E, Itadani H, Kobayashi T, Mizuarai
S, Oie S, Yano H

The 106th Annual
Philadelphia,
Meeting of the American USA
Association for Cancer
Research (AACR)
2015/4/18 -22
online pdf.
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シンポジウム（7）

日程の下は掲載誌と、その頁です
川口

巧、谷口英太郎、鳥村拓司

NAFLD/NASHの病態解明と治療の新展開

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌

NAFLD患者の耐糖能異常に関連す
る骨格筋・性別・肝線維化プロ
ファイル
25

シンポジウム（8）

112(Suppl.):A66, 2015

新関

敬、中野聖士、鳥村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

進行肝細胞癌治療の最前線

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌

脈管侵襲を伴う進行肝細胞癌に対
するNew FP療法とSorafenib療法
の比較
26

シンポジウム（14）

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

112(Suppl.):A71, 2015

消化器疾患における線維化の病態と診療

中村

徹、古賀浩徳、鳥村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

生体外分化・増幅CD34+細胞移植
による次世代型肝臓再生治療

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A103, 2015

27

パネルディスカッション（8）

井出達也、有永照子、鳥村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

発癌からみたHCV治療，HBV治療の問題点
（SVR後発癌，核酸アナログ治療後の発癌制

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌

御）

C型肝炎治療著効後の肝発癌に関
する治療前，治療後の経過の検討
28

パネルディスカッション（12）

112(Suppl.):A150, 2015

牛島知之、岡部義信、鳥村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

PSCとIgG4-SC：わが国の現状と最適治療を
目指して

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌

当院におけるIgG4-SCとPSCの臨床
的検討
29

ワークショップ（5）

112(Suppl.):A170, 2015

吉岡慎一郎、光山慶一、鶴田

修

今、改めて考えるcolitic cancerの診断と
治療

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌

画像強調内視鏡による潰瘍性大腸
炎関連腫瘍の観察
30

プレナリｰセッション
肝臓（2）

Child-Pugh Aの小肝癌における
APRIを用いた肝線維化の層別化と
治療方針
31

進行肝細胞癌症例に対するソラ
フェニブ投与における副作用出現
時期と予後の検討：医療による副
作用対策も含めて

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

112(Suppl.):A213, 2015

黒松亮子、住江修治、佐谷 学、
中野聖士、岡村修祐、奥田康司、
鳥村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会
2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A349, 2015

森田 俊、永松洋明、堤 翼、平
井真吾、立石秀夫、小野典之、鳥
村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会
2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A413, 2015

32

BCLC advanced stage肝細胞癌に
対する肝動注化学療法を中心とし
た治療成績

永松洋明、小野典之、鳥村拓司、
小岡洋平、森田 俊

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会
2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A414, 2015

2015年 学会発表 P. 4
33

TACE不応多結節性肝細胞癌に対す
るIVRを用いた治療成績の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
小岡洋平、永松洋明、森田 俊、
堤 翼、平井真吾、立石秀夫、小
野典之

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会
2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A415, 2015

34

35

耐糖能異常を有する患者における
消化器症状とGLP-1ならびにPYYと
の関連

当院における十二指腸静脈瘤治療
症例の特徴と治療指針

伊藤 実、川口 巧、福永秀平、
山内亨介、山崎 博、桑木光太
郎、吉岡慎一郎、竹田津英稔、居
石哲治、光山慶一、鶴田 修、鳥
村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

井上博人、江森啓悟、春田 剛、
於保和彦、鶴田 修、鳥村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A412, 2015

2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A463, 2015

36

Gd-EOB-DTPA造影MRI肝細胞相で高
信号を呈した肝細胞癌

大内彬弘、森田恭代、永田 務、
古波倉允、黒松亮子、上野隆登、
長田英輔、鳥村拓司

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会
2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A478, 2015

37

腹水中Adenosine Deaminase
（ADA）活性値およびFDG PET-CT
所見が診断に有用であった結核性
腹膜炎の2例

上野恵里奈、河野弘志、澤田昌
幸、小林哲平、蒲池直紀、田中俊
光

第101回日本消化器病学会 仙台市
総会
2015/4/23 -25
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A493, 2015

38

Poster Session：

Effects of sitagliptin, a
dipeptidyl peptidase 4
inhibitor, on tumor
progression and p62/SQSTM1
subcellular localization in a
mouse model of
non-alcoholic steatohepatitisrelated hepatocellular
carcinoma

39

40

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

2015/5/16 -19
Gastroenterology
148(5)(Suppl.1):S-1014,
2015

肝硬変症、門脈圧亢進症患者の
シャント脳症におけるB-RTO後の長
期的予後

井上博人

Poster Session： ERCP（1）

Okabe Y, Sasaki Y, Ishida Y, Taira
T, Yasumoto M, Kuraoka K,
Ushijima T, Fukahori M, Naito Y,
Nakayama M, Tsuruta O, Torimura
T

Study of method of improving
diagnosis ability of ERCPguided brush cytology for bile
duct cancer based on
histopathologic findings

DDW-2015 (Annual
Washington
Meeting of the American D.C., USA
Association for the
Study of Liver
Diseases)(AASLD)

第3回九州門脈圧亢進症研 福岡市
究会
2015/5/16

DDW-2015 (American
Society for
Gastrointestinal
Endoscopy)(ASGE)
2015/5/17 -19
Gastrointestinal Endoscopy
81(5)(Suppl.):AB340, 2015

Washington
D.C., USA
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パネルディスカッション（5）

日程の下は掲載誌と、その頁です
新関

敬、相野

一、鳥村拓司

の肝癌の治療選択と予後

肉眼的脈管侵襲を有する進行肝細
胞癌における腫瘍塞栓を標的とし
た放射線療法の評価
C型肝癌根治的治療後のDAAは80才
以上の症例に必要か

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓

Intermediate stage以後および肝機能不良

42

第51回日本肝臓学会総会

56(Suppl.1):A83, 2015

黒松亮子、住江修治、佐谷 学、
中野聖士、岡村修祐、井出達也、
鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A265, 2015

43

44

C型慢性肝疾患におけるIFN 治療
難治例（G1の高齢者，線維化進展
例）の検討

ラジオ波焼灼療法を施行した20mm
以下の肝細胞癌の解析：乏血性と
多血性結節の比較検討

井出達也、有永照子、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、天野恵
介、鳥村拓司、野口和典、森田恭
代、石井邦英、坂田雅浩、白地美
紀、福嶋博文

第51回日本肝臓学会総会

住江修治、黒松亮子、中野聖士、
佐谷 学、岡村修祐、鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A267, 2015

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A283, 2015

45

46

Child Pugh score 8点以上，
Intermediate＋Advanced stage肝
細胞癌症例に対するIVRを用いた
治療成績の検討

永松洋明、小岡洋平、小野典之、
鳥村拓司

生体外増幅CD34＋細胞移植による
肝再生治療に対するintegrin
αvβ3の重要性

中村 徹、古賀浩徳、池園 友、
和田史孝、岩本英希、安倍満彦、
橋本 修、上野隆登、鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A287, 2015

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A344, 2015

47

Gd EOB DTPA造影MRI及び拡散強調
画像の信号強度評価による肝細胞
癌の悪性度及び予後評価

岡村修祐、東南辰幸、住江修治、
中野聖士、佐谷 学

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A364, 2015

48

非B非C肝がんのリスクプロファイ
ル：データマイニング解析

川口 巧、山田慎吾、福嶋伸良、
住江修治、高田晃男、中野聖士、
佐谷 学、黒松亮子、鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A369, 2015

49

ピオグリタゾンが糖尿病合併HCV
関連肝細胞癌の再発抑制におよぼ
す影響

川口 巧、住江修治、中野聖士、
佐谷 学、山田慎吾、岡村修祐、
黒松亮子、鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A378, 2015

50

51

腫瘍von Hippel Lindau蛋白を標
的とした新規血管新生阻害剤SQAP
の肝細胞癌に対する効果の基礎的
検討

岩本英希、中村 徹、安倍満彦、
池園 友、和田史孝、黒松亮子、
田尻能祥、矢野博久、古賀浩徳、
鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

TCF-4の構造的差異による肝癌細
胞stemness形質の制御

古賀浩徳、中村 徹、池園 友、
安倍満彦、和田史孝、Wands
Jack、矢野博久、鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A385, 2015

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A394, 2015

熊本市
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TACE不応肝細胞癌の危険因子の検
討

日程の下は掲載誌と、その頁です
相野 一、新関 敬、田尻能祥、
下瀬茂男、住江修治、佐谷 学、
中野聖士、岡村修祐、鳥村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A527, 2015

53

進行肝細胞癌に対する肝動注化学
療法におけるsecond regimenの検
討

小岡洋平、永松洋明、森田 俊、
堤 翼、平井真吾、小野典之、鳥
村拓司

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A286, 2015

54

ワ−クショップ（7）

出口章広、永松洋明、正木 勉

早期肝細胞癌の診断・治療におけ
る動注CTの意義

56

57

58

56(Suppl.1):A152, 2015

平岡 淳、熊田 卓、道堯浩二郎、
石川 達、糸林 詠、島田紀朋、高
口浩一、滝澤大地、辻 邦彦、永松
洋明

第51回日本肝臓学会総会

C型慢性肝炎に対するPegIFN/RBV/SMV併用療法の有用性
の検討 - 市中病院による多施設共
同研究

川口雅功、石川 達、田原利行、
野ッ俣和夫、藤岡真一、島 俊英、
堀池典生、福嶋博文、塚田信廣、近
澤秀人、乾あやの、宮岡弘明、長野
具雄、伊藤博之、堀江 裕、恩地森
一、岡上 武：全国済生会肝臓共同
研究グループ

第51回日本肝臓学会総会

慢性C型肝炎に対するDaclatasvir
＋Asnaprevir併用療法の治療効果

国府島庸之、木村健太、田畑伸司、
小柳年正、山下尚毅、佐藤丈顕、横
田昌樹、樋口野日斗、吉本剛志、倉
重智之、川元美緒、福泉公仁隆、古
藤一浩、中牟田誠

第51回日本肝臓学会総会

樋口野日斗、倉重智之、川元美緒、
国府島庸之、吉本剛志、福泉公仁
隆、本村健太、中牟田誠

第51回日本肝臓学会総会

肝細胞癌合併Child-Pugh C症例に
対する治療戦略：肝細胞癌の治療
適応に関する検討

肝機能障害合併2型糖尿病患者に
対するDPP4阻害薬の効果

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓

早期肝細胞癌へのアプローチ

55

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A377, 2015

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A241, 2015

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A447, 2015

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A455, 2015

59

切除不能肝細胞癌に対する
modified FP療法

板野 哲、板野 理、永松洋明

第51回日本肝臓学会総会

熊本市

2015/5/21 -22
肝臓
56(Suppl.1):A522, 2015

60

61

胆管内乳頭状腫瘍（IPNB）の診断に
おける造影超音波検査の有用性
ワ−クショップ（1）
糖尿病とNAFLD／NASH･肝癌

糖尿病治療薬が肝癌におよぼす影
響

中野聖士、黒松亮子、川野祐幸、酒
井味和、住江修治、佐谷 学、岡村
修祐、中島 収、鳥村拓司

日本超音波医学会（第88回 東京
学術集会）

川口 巧、住江修治、川口 淳、鳥
村拓司

第2回肝臓と糖尿病･代謝
研究会

2015/5/22 -24

2015/5/23
糖尿病
58(Suppl.1):S-122, 2015

下関市
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ワ−クショップ（2）
YIAセッション：糖尿病と肝臓のInteraction

病態関連SNPsによる２型糖尿病合
併肝癌の囲い込み

63

DPP-4阻害剤がNASHモデルマウス
の肝癌におよぼす影響

日程の下は掲載誌と、その頁です
上山三鈴、是永匤紹、西田奈央、
馬渡頼子、熊谷恵里奈、柳井秀
勝、勝山修行、濱崎秀崇、足立洋
希、森山純江、青木孝彦、由雄祥
代、山極洋子、是永圭子、今村雅
俊、村田一素、考藤達哉、正木尚
彦、川口 巧、兵庫秀幸、相方
浩、渡辺純夫、溝上雅史

第2回肝臓と糖尿病･代謝
研究会

川口 巧、谷口英太郎、伊藤 実、
居石哲治、鳥村拓司

第2回肝臓と糖尿病･代謝
研究会

下関市

2015/5/23
糖尿病
58(Suppl.1)S-123:, 2015

下関市

2015/5/23
糖尿病
58(Suppl.1):S-484, 2015

64

ワ−クショップ（6）
カプセル内視鏡の現状と将来展望

桑木光太郎、鶴田

修、鳥村拓司

第89回日本消化器内視鏡
学会総会

パテンシーカプセルの有用性の検
討: 小児例と成人例との比較

2015/5/29 -31
Gastroenterological Endoscopy

名古屋市

57(Suppl.1):663, 2015

65

ワ−クショップ（12）

長田修一郎、鶴田

修、鳥村拓司

大腸鋸歯状病変の内視鏡診断と取扱い

第89回日本消化器内視鏡
学会総会

大腸鋸歯状腫瘍性病変の内視鏡診
断

2015/5/29 -31
Gastroenterological Endoscopy

名古屋市

57(Suppl.1):694, 2015

66

67

完全内臓逆位症に対するERCP関連
手技の経験

Radial Jaw4 Jumbo Capacityを用
いたCold biopsy forceps
polypectomyの有効性と安全性評
価

岡部義信、中嶋哲也、石田祐介、
倉岡 圭、佐々木優、牛島知之、
安元真希子、深堀 理、名嘉眞陽
平、加治亮平、鶴田 修、鳥村拓
司

第89回日本消化器内視鏡
学会総会

上野恵里奈、河野弘志、澤田昌
幸、小林哲平、蒲池直紀、田中俊
光、鶴田 修、鳥村拓司

第89回日本消化器内視鏡
学会総会

名古屋市

2015/5/29 -31
Gastroenterological Endoscopy
57(Suppl.1):772, 2015

名古屋市

2015/5/29 -31
Gastroenterological Endoscopy
57(Suppl.1):787, 2015

68

69

NBI併用拡大内視鏡による切除標
本胆管粘膜(腫瘍・非腫瘍)観察の
基礎的検討

当院で経験した胃脂肪肉腫の一例

石田祐介、岡部義信、深堀 理、
倉岡 圭、安元真希子、佐々木
優、牛島知之、名嘉眞陽平、内藤
嘉紀、堀内彦之、鶴田 修、鳥村
拓司

第89回日本消化器内視鏡
学会総会

澤田昌幸、河野弘志、田中俊光、
蒲池直紀、小林哲平、上野恵里
奈、鶴田 修、鳥村拓司

第89回日本消化器内視鏡
学会総会

名古屋市

2015/5/29 -31
Gastroenterological Endoscopy
57(Suppl.1):791, 2015

名古屋市

2015/5/29 -31
Gastroenterological Endoscopy
57(Suppl.1):972, 2015

70

総胆管結石症の胆汁中に検出され
たランブル鞭毛虫症の1例

木下善博、中根智幸、田口 順、石
井邦英、黒木淳一、馬場真二、長
知徳、上野隆登、鳥村拓司

第309回日本内科学会九州 久留米市
地方会
2015/5/30
ホームpdf.
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肝細胞癌の胆管内腫瘍栓に対する
肝動脈化学塞栓術で壊死脱落した
腫瘍塊による閉塞性黄疸の１症例

日程の下は掲載誌と、その頁です
南 真平、新関 敬、佐々木優、田
尻能祥、岡部義信、石田祐介、牛島
知之、内藤嘉紀、秋葉 純、鳥村拓
司

第309回日本内科学会九州 久留米市
地方会
2015/5/30
プログラム & 抄録集
p. 25, 2015

72

73

約20年の経過で顕在化した症候性
ラトケ嚢胞の１例

仮性嚢胞に対する治療戦略：適応と
治療のタイミング

大津秀一、安田淳一、白地美紀、工
藤孝文、末友 仁、中尾栄男、梅井
秀和、冨岡竜介、大内田昌直、梶原
雅彦

第309回日本内科学会九州 久留米市
地方会

岡部義信

第3回超音波内視鏡下穿刺 名古屋市
術の手技標準化に関する
研究会（日本消化器内視鏡
学会附置研究会）

2015/5/30
ホームpdf.

2015/5/31

74

症例検討

牛島知之

第147回福岡膵懇話会

福岡市

2015/6/3

75

シンポジウム（1）

桑原礼一郎、Theise ND、鳥村拓司

第22回肝細胞研究会
2015/6/4 -5

肝再生のupdate

鳥取県米子
市

臓器形成期マウスにLabel-Retaining
Cell Assayを用いた肝幹細胞ニッ
チェの探索
76

要望演題（1）
PD判定後のソラフェニブ継続の是非とその後の

中野聖士、田中正俊、黒松亮子、永
松洋明、鳥村拓司

治療展開

第12回日本肝がん分子標
的治療研究会

倉敷市

2015/6/6

進行肝細胞癌に対するソラフェニブ
治療においてprogressive diseaseと
判定された後の治療展開：多施設で
の検討
77

シンポジウム(4)
非婦人科領域の液状化細胞診：現状と将来

膵細胞診における液状細胞診の現
状と今後の展望
78

Intraductal papillary neoplasm of the
bile ductの細胞像

多比良朋希、河原明彦、山口知彦、
安倍秀幸、高瀬頼妃呼、福満千容、
内藤嘉紀、秋葉 純、岡部義信、鹿
毛政義

第56回日本臨床細胞学総
会（春期大会）

島根県松江
市

2015/6/12 -14
日本臨床細胞学会雑誌
54(Suppl.)：109, 2015

内藤嘉紀、多比良朋希、河原明彦、
山口知彦、安倍秀幸、岡部義信、秋
葉 純、鹿毛政義、矢野博久

第56回日本臨床細胞学総
会（春期大会）

島根県松江
市

2015/6/12 -14
日本臨床細胞学会雑誌
54(Suppl.)：169, 2015

79

ワ−クショップ（1）
好きな処方･得意な処方

坂田雅浩、藤本剛史、黒川慎一郎、
佐野智美、惠紙 英昭、八木 実

第66回日本東洋医学会学
術集会

富山市

2015/6/12 -14
日本東洋医学雑誌

黄連解毒湯の止血効果

66（別冊）：158, 2015

80

アルツハイマー型認知症に対するN
陳皮配合抑肝散加陳皮半夏の使用
経験

八木 実、薬師寺和昭、恵紙英昭、
坂田雅浩、藤本剛史、佐野智美

第66回日本東洋医学会学
術集会
2015/6/12 -14

富山市

2015年 学会発表 P. 9
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第２部：症例検討：診断的穿刺
（EUS-FNA）

日程の下は掲載誌と、その頁です
阪上尊彦

FNA-Club JAPAN特別企
画 イブニングセミナー（第
46回日本膵臓学会大会
附置セミナー）

名古屋市

2015/6/18
膵臓
30(3):191, 2015

82

シンポジウム（1）
肝細胞癌に対する診断と治療方針

小肝癌における幅広い治療選択環
境の重要性

黒松亮子、佐谷 学、中野聖士、
岡村修祐、安永昌史、堀内彦之、
奥田康司、鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 65, 2015

83

シンポジウム（1）
肝細胞癌に対する診断と治療方針

肝内結節性肝細胞癌に対する放射
線治療の検討

堤 翼、永松洋明、水上直久、小
岡洋平、森田 俊、小野典之、鳥
村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 65, 2015

84

ワークショップ（1）
進行消化器癌に対する化学療法の現状

T3、T4を有するStage IV-B肝細胞
癌症例に対するソラフェニブ前肝
内病変への先行治療に関する検討

森田 俊、永松洋明、中野聖士、
小岡洋平、堤 翼、小野典之、鳥
村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 77, 2015

85

ワークショップ（1）
進行消化器癌に対する化学療法の現状

当科における切除不能進行・再発
膵癌に対するFOLFIRINOX療法の検
討

深堀 理、牛島知之、三輪啓介、
松永宗倫、片桐光治、弓削浩太
郎、倉岡 圭、佐々木優、安元真
希子、石田祐介、岡部義信、長藤
宏司、鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 78, 2015

86

ワークショップ（2）
ウィルス性肝炎の治療と実態

C型肝炎に対する経口2剤(アスナ
プレビル、ダクラタスビル)の治
療効果について

石井邦英、田口 順、木下義博、
中根智幸、馬場真二、上野隆登、
鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 81. 2015
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ワークショップ（2）
ウィルス性肝炎の治療と実態

当院におけるC型慢性肝疾患に対
するDaclatasvir/Asunaprevir療
法の検討

井出達也、有永照子、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、天野恵
介、黒松亮子、住江修治、新関
敬、鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 81, 2015
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ビデオワークショップ
胆膵内視鏡治療におけるトラブルシュー
ティング

当院における内視鏡的乳頭切除術
のトラブルシューティング

日程の下は掲載誌と、その頁です
佐々木優、岡部義信、石田祐介、
牛島知之、安元真希子、倉岡
圭、深堀 理、寺部寛哉、宗 祐
人、下河辺正行、鶴田 修、鳥村
拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 84, 2015

89

薬剤性肝障害との鑑別を要したE
型急性肝炎の1例

則松 宏、田宮芳孝、佐野有哉、
豊増 靖、森田 拓、垣内誠也、
河野弘志、坂田研二、野口和典、
鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 90, 2015

90

ソラフェニブが著効した多発肝細胞
癌の一例

蒲池直紀、上野恵里奈、澤田昌幸、
小林哲平、柴田 翔、酒井輝文、河
野弘志、秋山哲司、鶴田 修、鳥村
拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 95, 2015

91

急性胆管炎の胆汁中に検出された
ランブル鞭毛虫症の1例

田口 順、中根智幸、木下善博、馬
場真二、石井邦英、上野隆登、鳥村
拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 112, 2015

92

虚血性腸炎型及び潰瘍型ループス
腸炎を来したMCTD-SLEオーバラッ
プ症候群の１例

杉山 元、井手元晶子、久賀征一
郎、坂田雅浩、堀まいさ、光山慶一、
鶴田 修、鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 119, 2015

93

胆嚢癌と鑑別が困難であった黄色
肉芽腫性胆嚢炎の一例

渡邉裕次郎、南 真平、草場喜
雄、白地美紀、中野昌彦、光山慶
一、鶴田 修、鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 134, 2015

94

腹腔内巨大嚢胞の形態を示した
Solid psudopapillary neoplasm
の1切除例

吉武めぐみ、安元真希子、岡部義
信、石田祐介、阪上尊彦、深堀
理、倉岡 圭、佐々木優、牛島知
之、内藤嘉紀、中山正道、名嘉眞
陽平、丸山祐一郎、石川博人、鶴
田 修、鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 135, 2015

2015年 学会発表 P. 11
95

十二指腸浸潤を認めた大腸癌の1
例

日程の下は掲載誌と、その頁です
柴田 翔、上野恵里奈、河野弘
志、澤田昌幸、小林哲平、蒲池直
紀、田中俊光、鶴田 修、鳥村拓
司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 71, 2015

96

大動脈内特殊リザーバーを用いた
ヘパスフィア+CDDP投与が有効で
あったびまん型肝細胞癌の1例

小岡洋平、永松洋明、森田 俊、
堤 翼、小野典之、板野 哲

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 94, 2015

97

抗ヒスタミン剤内服にて症状が改
善した好酸球性食道炎の1例

相馬 渉、阿部寿徳、有田桂子、
二宮繁生、廣石和章、脇坂昌紀、
有田 毅、水上一弘、沖本忠義、
兒玉雅明、村上和成

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p.97, 2015

98

早期胃癌に食いついた胃アニサキ
ス症の1例

相馬 渉、阿部寿徳、有田桂子、
二宮繁生、廣石和章、脇坂昌紀、
有田 毅、水上一弘、沖本忠義、
兒玉雅明、村上和成

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 105, 2015

99

特発性腸間膜静脈硬化症の３例

秋吉遥子、芥川宗樹、藤井宏行、
井星陽一郎、藤森 尚、樋口野日
斗、墨田頼信、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、桃崎征也、中
村和彦

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 118, 2015

100

十二指腸乳頭部に隆起性病変を認
めたサイトメガロウィルス乳頭部
炎の２例

芥川宗樹、藤井宏行、秋吉遙子、
和田将史、井星陽一郎、樋口野日
斗、福森 尚、隅田頼信、國府島
庸之、吉本剛志、福泉公仁隆、中
牟田誠、原田直彦、南留美、桃崎
征也

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 128, 2015

101

胆管狭窄に対するZeo tubeを用い
たinside stentの経験

寺部寛哉、佐々木優、岡部義信、
丸岡浩人、竹田輝之、岸 昌廣、
八坂太親、宗 祐人、佐々木英、
下河辺正行

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 117, 2015

2015年 学会発表 P. 12
102

画像にて術前診断し得た細胆管細
胞癌の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
有川俊二、吉村哲広、中野 暖、中
馬健太、高橋晴彦、酒井 健、宮岡
正喜、森田幸彦、福嶋博文、川畑方
博、西村 浩、住江修治、矢野博久

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 92, 2015

103

ニューモシスチス肺炎を発症した潰
瘍性大腸炎の一例

武田輝之、宗 祐人、岸 昌廣、八
坂太親、寺部寛哉、丸岡浩人、下河
辺正行、佐々木英、森光洋介、長神
康雄、加藤達治

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 102, 2015

104

大腸憩室出血に対するEndscopic
Band Ligation (EBL）法の有用性

和田将史、川元美穂、倉重智之、小
島芙沙子、向坂誠一郎、畑 佳孝、
藤井宏行、井星陽一郎、樋口野日
斗、藤森 尚、隅田頼信、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105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 141, 2015

105

胆管と交通を有した巨大肝嚢胞の一
例

原 洋平、加治亮平、久保田奈緒、
森 敦、伏見 崇、榊原重成、宮原
健輔、日高敦弘、主藤朝也、前川隆
一郎、鳥村拓司

第105回日本消化器病学会 長崎市
九州支部例会、第99回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/6/19 -20
プログラム・抄録集
p. 147, 2015

106

ミニパネルディスカッション（1）
自己免疫性膵炎治療の現状と課題

治療経過中のIgG4値正常化有無別
にみた自己免疫性膵炎の臨床的検
討
107

108

EUS-FNAにおける検体処理に関す
る検討

ミニパネルディスカッション（3）
IPMNの術後followに関わる諸問題

IPMN切除例の組織学的副病変の検
討
109

110

膵癌術前化学放射線療法における
組織学的変化

膵頭十二指腸切除術5年半後に残
膵に出現したde novo発生IPMCの１
例

牛島知之、岡部義信、加治亮平、石
田祐介、深堀 理、倉岡 圭、安元
真希子、佐々木優、杉山 元、鶴田
修、鳥村拓司

第46回日本膵臓学会大会

石田祐介、岡部義信、内藤嘉紀、深
堀 理、倉岡 圭、安元真希子、
佐々木優、牛島知之、阪上尊彦、中
山正道、鶴田 修、鳥村拓司

第46回日本膵臓学会大会

久下 亨、岡部義信、内藤嘉紀、堀
内彦之、石川博人、川原隆一、石田
祐介、中山正道、高橋健二郎、鳥村
拓司、矢野博久、奥田康司、赤木由
人

第46回日本膵臓学会大会

内藤嘉紀、石川博人、名嘉眞陽平、
丸山祐一郎、川原隆一、久下 亨、
安永昌史、堀内彦之、奥田康司、深
堀 理、岡部義信、中山正道、秋葉
純、矢野博久

第46回日本膵臓学会大会

赤司昌謙、石川博人、名嘉眞陽平、
高橋健二郎、川原隆一、久下 亨、
安永昌史、内田信治、堀内彦之、奥
田康司、岡部義信、内藤嘉紀、矢野
博久、赤木由人

第46回日本膵臓学会大会

名古屋市

2015/6/19 -20
膵臓
30(3):324, 2015

名古屋市

2015/6/19 -20
膵臓
30(3):416, 2015

名古屋市

2015/6/19 -20
膵臓
30(3):342, 2015

名古屋市

2015/6/19 -20
膵臓
30(3):407, 2015

2015/6/19 -20
膵臓
30(3):492, 2015

名古屋市

2015年 学会発表 P. 13
111

112

集学的治療により根治した切除不能
多発性肝移植を伴う高分化型膵神
経内分泌腫瘍の一例

多中心性浸潤性膵管癌の一切除例

日程の下は掲載誌と、その頁です
石川博人、赤司昌謙、高橋健二郎、
室屋大輔、新井相一郎、名嘉眞陽
平、白濱貴久、丸山祐一郎、川原隆
一、久下 亨、安永昌史、内田信
治、奥田康司、堀内彦之、岡部義
信、矢野博久、赤木由人

第46回日本膵臓学会大会

丸山祐一郎、石川博人、倉岡 圭、
岡部義信、内藤嘉紀

第46回日本膵臓学会大会

名古屋市

2015/6/19 -20
膵臓
30(3):517, 2015

名古屋市

2015/6/19 -20
膵臓
30(3):527, 2015

113

114

炎症性腸疾患の白血球除去療法に
おける治療効果判定としてのFDGPETの有用性

桑木光太郎、吉岡慎一郎、竹田津
英稔、福永秀平、山崎 博、山内亨
介、光山慶一、鳥村拓司

第10回九州消化器GCAP
療法研究会

Poster Viering and Presentation Session

Niizeki T, Aino H, Torimura T

The 6nd Asia-Pacific
Primary Liver Cancer
Expert Meeting (APPLE)

Efficacy of radiation therapy for
macroscopic vascular invasion of
advanced hepatocellular carcinoma
115

示説 I-2：主題 I
大腸鋸歯状病変の癌化

鋸歯状病変を併存した大腸癌の臨
床病理学的特徴
116

培養CD34陽性細胞を用いた肝硬変
ラットに対する効果的な肝再生治療

福岡市

2015/6/27

Osaka, Japan

2015/7/3 -5

永田 務、長田修一郎、大内彬
弘、前山泰彦、秋葉 純、河野弘
志、光山慶一、鶴田 修、鳥村拓
司

第83回大腸癌研究会

中村 徹、古賀浩徳、池園 友、岩
本英希、和田孝史、安倍満彦、阪上
尊彦、上野隆登、鳥村拓司

第11回広島肝臓プロジェク
ト研究センター シンポジウ
ム

久留米市

2015/7/3
プログラム及び抄録集
p. 50, 2015

広島市

2015/7/4

117

当院でのＣ型慢性肝炎に対するシメ
プレビルを餅田３剤併用療法での治
療成績

佐野有哉

Kurume DDW 2015
（Kurume Digestive Disease
Workshop）

久留米市

2015/7/17

118

肝内結節性肝細胞癌に対する放射
線治療の有用性

堤 翼

Kurume DDW 2015
（Kurume Digestive Disease
Workshop）

久留米市

2015/7/17

119

当院におけるA型胃炎（自己免疫性
胃炎）の臨床的検討

島松 裕

Kurume DDW 2015
（Kurume Digestive Disease
Workshop）

久留米市

2015/7/17

120

潰瘍性大腸炎に持続したIgG4関連
硬化性胆管炎の１例

森 敦

Kurume DDW 2015
（Kurume Digestive Disease
Workshop）

久留米市

2015/7/17

121

イレウスに対する高気圧酸素療法
（HBO）の有用性に関する検討

田口 順

Kurume DDW 2015
（Kurume Digestive Disease
Workshop）

久留米市

2015/7/17

122

リドカイン局注が大腸憩室出血の止
血に有用であった１例 - 当院におけ
る大腸憩室出血に対する内視鏡的
治療の検討をふまえて

小林哲平

Kurume DDW 2015
（Kurume Digestive Disease
Workshop）
2015/7/17

久留米市

2015年 学会発表 P. 14
123

シンポジウム（1）

日程の下は掲載誌と、その頁です
永松洋明、新関

敬、鳥村拓司

長期予後を目標とした脈管侵襲を
有する進行肝細胞癌に対するNew
FP療法を用いたconversion
therapyの検討
ワークショップ（5）
肝癌に対する動注療法の位置づけ

肉眼的脈管侵襲合併肝癌に対する
New FP療法による肝動注療法の有
用性
125

小肝癌におけるALBI、APRI、FIB
4、血小板数を用いた肝予備能の
評価

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集

病態別に見た進行肝癌の推奨集学治療

124

第51回日本肝癌研究会

p. 98, 2015

新関 敬、中野聖士、相野 一、
田尻能祥、下瀬茂男、岩本英希、
鳥村拓司

第51回日本肝癌研究会

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 155, 2015

黒松亮子、佐谷 学、中野聖士、
岡村修祐、鳥村拓司

第51回日本肝癌研究会

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 209, 2015

126

127

128

129

130

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好中球
／リンパ球比の有用性：多施設で
の検討

中野聖士、田中正俊、黒松亮子、
永松洋明、鳥村拓司

当院における新規塞栓物質（DC
beads）を用いたTACEの初期治療
検討

下瀬茂男、新関 敬、岩本英希、
相野 一、田尻能祥、岡村修祐、
中野聖士、住江修治、佐谷 学、
黒松亮子、鳥村拓司

第51回日本肝癌研究会

堤 翼、永松洋明、水上直久、小
岡洋平、森田 俊、平井真吾、德
安秀紀、立石秀夫、小野典之、鳥
村拓司

第51回日本肝癌研究会

森田 俊、永松洋明、中野聖士、
小岡洋平、堤 翼、平井真吾、德
安秀紀、立石秀夫、小野典之、鳥
村拓司

第51回日本肝癌研究会

渡辺次郎、谷川 健、永松洋明、小
野典之、菰原保幸、野北英史、平城
守、中島 収、矢野博久

第51回日本肝癌研究会

肝内結節性肝細胞癌に対する放射
線治療の検討

T3、T4肝内病変を有するStage
IV-B肝細胞癌に対するソラフェニ
ブ投与前治療の検討

問題症例検討会（1）診断：症例

第51回日本肝癌研究会

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 227, 2015

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 251, 2015

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 256, 2015

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 262, 2015

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 188, 2015

131

132

金属マーカーレスで4D cone beam
CTを使用した肝細胞癌に対する体
幹部定位放射線治療の初期治療成
績

水上直久、永松洋明、豊福隆将、大
屋夏生

肺静脈腫瘍栓･肝内胆管浸潤を伴う
肝細胞癌に集学的治療が有効で
あった１例

丸岡浩人、久保保彦、松垣 諭

第51回日本肝癌研究会

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 255, 2015

第51回日本肝癌研究会

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 269, 2015

133

肝細胞癌Stage II, III, IV-A症例から
の肝外転移発症に関する検討

小岡洋平、永松洋明、森田 俊、堤
翼、平井真吾、德安秀紀、立石秀
夫、小野典之

第51回日本肝癌研究会
2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 262, 2015

神戸市

2015年 学会発表 P. 15
134

著名な門脈 - 肝静脈シャントを合併
した肝細胞癌に対しTACEを行なっ
た1例

日程の下は掲載誌と、その頁です
松垣 諭、久保保彦、丸岡浩人、原
田 大

第51回日本肝癌研究会

神戸市

2015/7/23 -24
プログラム･抄録集
p. 288, 2015

135

シンポジウム（2）

竹田津英稔、光山慶一、鳥村拓司

アポトーシス細胞による免疫調節からみたGMA
の炎症抑制機序

137

東京

2015/7/30 -31
プログラム＆抄録集

炎症性腸疾患におけるDrug
delivery systemを利用したアンチセ
ンス治療効果の検討
136

第52回日本消化器免疫学
会総会

p. 29, 2015

胆膵セッション：胆管カニュレーショ
ン戦略の現状と困難症状例への対
処

石田祐介

Intraductal tumor of the pancreatic
duct

Ishida Y

Endoscopy Forum Japan
2015

東京

2015/8/1 -2

The 1st Annual Meeitn fot
eh Digestive Endoscopy
Society of Taiwan in 2015
（DEST 2015）

Taipei,
Taiwan

2015/8/22 -23

138

クローン病への抗TNF-α製剤長期
投与の有用性の検討

桑木光太郎

第13回九州消化管疾患治
療研究会

福岡市

2015/8/29

139

Case 3：当院でドレナージを施行し
たWONの１例

石田祐介

第2回九州胆膵治療内視鏡 福岡市
カンファランス
2015/8/29

140

141

142

胆管癌との鑑別に苦慮したIgG4関
連硬化性胆管炎の１例

特発性後腹膜血腫の１例

Poseter Session

池田直史、寺部寛哉、武田輝之、丸
岡浩人、八坂太親、松垣 諭、宗
祐人、久保保彦、下河辺正行、岡部
義信

第310回日本内科学会九州 佐賀市
地方会

中山紫季、紫原美和子、荒木俊博、
鶴田耕三、赤須祥子、島松一秀、横
溝泰司、野口和典

第310回日本内科学会九州 佐賀市
地方会

Nagamatsu H, Niizeki T, Torimura T

International Liver Cancer
Association, 9th Annual
Conference (ILCA 2015)

Conversion therapy with hepatic
arterial infusion chemotherapy for
long-term prognosis in patients with
advancd hepatocellular carcinoma
involving vascular invasion
143

Poster Session

Evaluation of radiotherapy for
patients with unresectabe advanced
hepatocellular carcinoma
144

Poster Session

Neoadjubant therapy for intrahepatic
tumors before sorafenib
administration prolongs survival time
of hepatocellualr carcinoma with
extrahepatic metastasis

2015/8/29
オンライン pdf

2015/8/29
オンライン pdf

Paris, France

2015/9/4 -6

Tsutsumi T, Nagamatsuhi H,
Mizukami N, Torimura T

International Liver Cancer
Association, 9th Annual
Conference (ILCA 2015)

Paris, France

2015/9/4 -6

Kooka Y, Nagamatsu H, Morita M,
Nakano M, Torimura T

International Liver Cancer
Association, 9th Annual
Conference (ILCA 2015)
2015/9/4 -6

Paris, France
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環大動脈左腎静脈に排血路が２箇
所存在したためB-RTOに難渋した１
例

日程の下は掲載誌と、その頁です
井上博人、江森啓悟、春田 剛、國
武泰史、於保和彦、豊永 純、鳥村
拓司

第18回B-RTO研究会（第
22回日本門脈圧亢進症学
会総会 附置研究会）

横浜市

2015/9/10 -11
日本門脈圧亢進症学会雑誌
21(3):174, 2015

146

ワ−クショップ（１）
食道･胃静脈瘤の治療後の長期予後

Vp3, Vp4肝細胞癌症例における食
道胃静脈瘤治療の検討

春田 剛、江森啓悟、國武泰史、井
上博人、於保和彦、豊永 純、鶴田
修、鳥村拓司

第22回日本門脈圧亢進症
学会総会

横浜市

2015/9/10 -11
日本門脈圧亢進症学会雑誌
21(3):94, 2015

147

ワ−クショップ（2）
門脈血栓症の実態 - 診断、治療、予後

Budd-Chiari症候群の経過観察中に
急性門脈血栓症および食道静脈瘤
を合併した１例
148

出血性胃血管拡張症（vascular
ectasia）に対してEBLが有効であっ
た１例

江森啓悟、井上博人、國武泰史、春
田 剛、於保和彦、豊永 純、鶴田
修、鳥村拓司

第22回日本門脈圧亢進症
学会総会

横浜市

2015/9/10 -11
日本門脈圧亢進症学会雑誌
21(3):101, 2015

國武泰史、江森啓悟、井上博人、春
田 剛、於保和彦、豊永 純、鳥村
拓司

第22回日本門脈圧亢進症
学会総会

横浜市

2015/9/10 -11
日本門脈圧亢進症学会雑誌
21(3):121, 2015

149

乳癌術後6年目に膵転移をきたした
１例

安元真希子、岡部義信、佐々木優、
倉岡 圭、阪上尊彦、名嘉眞陽平、
丸山祐一郎、三原勇太郎、内藤嘉
紀、中島 収、鳥村拓司

第63回日本消化器画像診
断研究会

鎌倉市

2015/9/11 -12
プログラム及び抄録集
p. 45, 2015

150

151

152

当科における肉眼的脈管侵襲合併
肝癌に対する集学的治療の取り組
み

新関 敬、田尻能祥、岩本英希、下
瀬茂男、城野智毅、鳥村拓司

新鮮摘出標本を用いた胆管粘膜の
NBI併用拡大内視鏡所見と病理学
所見の比較検討

石田祐介、岡部義信、阪上尊彦、深
堀 理、倉岡 圭、安元真希子、
佐々木優、牛島知之、名嘉眞陽平、
内藤嘉紀、多比良朋希、堀内彦之、
鹿毛政義、鶴田 修、鳥村拓司

第51回日本胆道学会学術
集会

杉山 元、久賀征一郎、坂田雅浩、
堀まいさ、中山剛一、内田信治、岡
部義信、光山慶一、鶴田 修、鳥村
拓司

第51回日本胆道学会学術
集会

肝切除時の絹糸を核として形成され
た総胆管結石の１例

第17回九州肝癌研究会学
術講演会

福岡市

2015/9/12

栃木県宇都
宮市

2015/9/17 -18
胆道
29（3）:545, 2015

栃木県宇都
宮市

2015/9/17 -18
胆道
29（3）:613, 2015

153

術後胆管空腸吻合部狭窄に対する
内視鏡的治療成績

倉岡 圭、岡部義信、石田祐介、牛
島知之、阪上尊彦、名嘉眞陽平、新
井相一郎、室屋大輔、鶴田 修、鳥
村拓司

第51回日本胆道学会学術
集会

栃木県宇都
宮市

2015/9/17 -18
胆道
29（3）:627, 2015

154

新しい胆道癌取扱い規約の検証

川原隆一、室屋大輔、新井相一郎、
名嘉眞陽平、酒井久宗、石川博人、
安永昌史、倉岡 圭、安元真希子、
牛島知之、佐々木優、石田祐介、岡
部義信、奥田康司、内藤嘉紀

第51回日本胆道学会学術
集会
2015/9/17 -18
胆道
29（3）:554, 2015

栃木県宇都
宮市

2015年 学会発表 P. 17
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156

157

158

159

日程の下は掲載誌と、その頁です
室屋大輔、白濱貴久、新井相一郎、
名嘉眞陽平、丸山祐一郎、川原隆
一、酒井久宗、安永昌史、石川博
人、久下 亨、堀内彦之、石田祐
介、岡部義信、奥田康司

第51回日本胆道学会学術
集会

新井相一郎、川原隆一、堀内彦之、
室屋大輔、名嘉眞陽平、白濱貴久、
野村頼子、奥田康司、内藤嘉紀、倉
岡 圭、佐々木優、牛島知之、石田
祐介、岡部義信

第51回日本胆道学会学術
集会

久下 亨、野村頼子、後藤祐一、川
原隆一、石川博人、酒井久宗、倉岡
圭、岡部義信、内藤嘉紀、堀内彦
之、内田信治、矢野博久、鳥村拓
司、奥田康司、赤木由人

第51回日本胆道学会学術
集会

岩本英希、古賀浩徳、鳥村拓司

肝癌発症機構の分子形態学的解析

第47回日本臨床分子形態
学会総会･学術集会

肝癌における血管新生の重要性

2015/9/18 -19

胆石性胆嚢炎でMirizzi症候群を呈
した血友病Ａ患者の一例

胆嚢腺扁平上皮癌の１例

診断に苦慮した胆管内腫瘍栓を伴う
低分化肝細胞癌の一切除例

シンポジウム（2）

経気管支肺生検（TBLB）にて診断し
えたEBV関連びまん性大細胞型B細
胞リンパ腫の１例

田口 順、石井邦英、馬場真二、中
根智幸、木下善博、森田 拓、上野
隆登

栃木県宇都
宮市

2015/9/17 -18
胆道
29（3）:607, 2015

栃木県宇都
宮市

2015/9/17 -18
胆道
29（3）:617, 2015

栃木県宇都
宮市

2015/9/17 -18
胆道
29（3）:653, 2015

第47回日本臨床分子形態
学会総会･学術集会

長崎市

長崎市

2015/9/18 -19
プログラム＆要旨集
p.96 , 2015

160

経時的変化を観察しえた直腸GIST
の転移性肝腫瘍の一例

酒井味和、黒松亮子、佐谷 学、中
野聖士、岡村修祐、深堀 理、三輪
啓介、鳥村拓司

日本超音波医学会（第25回 鹿児島市
九州地方会学術集会）
2015/9/27
超音波医学
43(1):163, 2016

161

女性ホルモン補充療法後に発症し、
経時的変化を観察し得た肝細胞腺
腫の一例

岡村修祐、中野聖士、佐谷 学、黒
松亮子、中島 収、鳥村拓司

日本超音波医学会（第25回 鹿児島市
九州地方会学術集会）
2015/9/27
超音波医学
43(1):163, 2016

162

163

TS-1膵癌における超音波検査診断
能の検討

TS-1膵癌における超音波検査診断
能の検討

福井智一、高田晃男、原 香織、緒
方祐二、峰松峰佳、水上直久、永松
洋明、小野典之

日本超音波医学会（第25回 鹿児島市
九州地方会学術集会）

福井智一、高田晃男、原 香織、
緒方佑仁、峰松峰佳、水上直久、
永松洋明、小野典之

日本超音波医学会（第25回 鹿児島市
九州地方会学術集会）

2015/9/27

2015/9/27
超音波医学
43(1):168, 2016

164

Poster Session（3）

Clinical and genetic analyses in a
patient with PAPA syndrome
complicated with inflammatory bowel
disease

Ida H, Kunitake Y, Yoshida N,
Wakasugi D, Kaieda S,
Mitsuyama K, Iwamoto K, Fujita
K, Nishikomori R

8th International
Dresden,
Congressof Familial
Germany
Mediterranean Fever and
Systemic AutoInflammatory Diseases
（ISSAID 2015）
2015/9/30 -10/3
Pediatric Rheumatology
13(Suppl.1), 2015
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診断が困難だった大腸憩室炎の1
例

日程の下は掲載誌と、その頁です
久能由記子、廣瀬靖光、魚住
淳、中村 徹、竹田津英稔、衣笠
哲史、赤木由人、安陪等思

第51回日本医学放射線学
会秋季臨床大会

盛岡市

2015/10/2 -4
第51回日本医学放射線学会秋
季臨床大会抄録集
S479, 2015

166

International Poster Session

Koga H, Yano H, Torimura T

Expression of HES1, a Notch
regulator of biliary features,
is regulated by T-cell factor
-4 isoforms

23rd JDDW（JDDW合同企
画, 第19回日本肝臓学会
大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A795, 2015

167

International Poster Session
Univariate analysis to examine
predictors of response to
leukocytapheresis for
ulcerative colitis

168

International Poster Session
Investigation of the
predictors of relapse in
patients receiving steroid
therapy for Autoimmune
pancreatitis (AIP)

169

統合プログラム（4）

Yamasaki H, Nagayama K,
Takedatsu H, Mitsuyama K,
Torimura T

23rd JDDW（JDDW合同企
画)

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A966, 2015

Ushijima T, Okabe Y, Torimura
T

23rd JDDW（JDDW合同企
画)

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A968, 2015

永松洋明、新関

敬、鳥村拓司

進行肝細胞癌集学的治療の標準化に向けて

長期予後を目標とした脈管侵襲を
有する進行肝細胞癌に対するNew
FP療法を用いたconversion
therapyの検討

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会、第13回日
本消化器外科学会大会
合同）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A617, 2015

170

International Session
（Workshop）（2）

Kawaguchi T, Taniguchi E, Torimura
T

Effects of dipeptidyl
peptidase 4 inhibitor on tumor
progression and Nrf2
expression in a mouse model of
non-alcoholic steatohepatitisrelated hepatocellular
carcinoma
171

統合プログラム（3）
治療成績を向上させる栄養管理

肝硬変患者の認知能低下に関わる
栄養プロファイル

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会、第57回日
本消化器病学会大会 合
同)

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A643, 2015

谷口英太郎、川口

巧、鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会、第57回日
本消化器病学会大会、第
13回日本消化器外科学会
大会 合同）
2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A614, 2015

東京

2015年 学会発表 P. 19
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シンポジウム（3）
肝再生

基礎から臨床

日程の下は掲載誌と、その頁です
桑原礼一郎、N. D. Theise、鳥村
拓司

胎生期・発育期のマウスを用いた
Label-Retaining Cell Assayによ
る肝幹細胞ニッチェの探索

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会、第57回日
本消化器病学会大会、第
13回日本消化器外科学会
大会 合同）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A652, 2015

173

パネルディスカッション（5）

伊藤

実、川口

巧、鳥村拓司

肝臓をめぐる臓器相関の病態に迫る

消化管ホルモンGLP-1がNASHに及
ぼす影響

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会、第57回日
本消化器病学会大会、第
13回日本消化器外科学会
大会 合同）

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A669, 2015

174

メディカルスタッフプログラム
（3）

永松あゆ、川口

巧、鳥村拓司

膵疾患治療における栄養管理

検査前補食による肝硬変患者のス
トレス改善効果

176

当科におけるAsunaprevirおよび
Daclatasvir併用療法導入例の治
療耐性プロフィール

C型慢性肝疾患に対する
Daclatasvir/Asunaprevir併用療
法の治療効果：多施設共同研究で
の検討

東京

2015/10/8 -9
肝臓

栄養療法のエキスパートを目指して－肝胆

175

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

56(Suppl.2):A628, 2015

緒方 啓、井出達也、有永照子、
宮島一郎、川口 巧、住江修治、
新関 敬、中村 徹、桑原 礼一
郎、天野恵介、古賀浩徳、黒松亮
子、鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

井出達也、原田 大、本間雄一、
江口有一郎、大枝 敏、鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A703, 2015

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A726, 2015

177

当院におけるDEB-TACEと
Conventional TACEでの治療検討
比較

下瀬茂男、住江修治、田尻能祥、
新関 敬、相野 一、岩本英希、
岡村修祐、中野聖士、佐谷 学、
黒松亮子、鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A736, 2015

178

肝内結節性肝細胞癌に対する放射
線治療の検討

堤 翼、永松洋明、水上直久、小
岡洋平、森田 俊、平井真吾、德
安秀紀、立石秀夫、小野典之、鳥
村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A740, 2015

179

腫瘍Transglutaminase 2を標的と
した新規血管新生阻害剤SQAPの肝
細胞癌に対する効果の基礎的検討

岩本英希、中村 徹、古賀浩徳、
池園 友、下瀬茂男、相野 一、
新関 敬、田尻能祥、黒松亮子、
鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）
2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A744, 2015

東京
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当科における肝細胞癌の胆管内腫
瘍塞栓に対する治療成績

日程の下は掲載誌と、その頁です
新関 敬、相野 一、田尻能祥、
岩本英希、下瀬茂男、城野智毅、
岡部義信、黒松亮子、鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本肝 東京
臓学会大会）
2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A745, 2015

181

T3，T4を有するStage IV-B肝細胞
癌症例に対するソラフェニブ前肝
内病変への先行治療に関する検討

森田 俊、永松洋明、中野聖士、
小岡洋平、堤 翼、平井真吾、徳
安秀紀、立石秀夫、小野典之、鳥
村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A746, 2015

182

小肝癌におけるALBI gradeを用い
た肝予備能評価

黒松亮子、佐谷 学、中野聖士、
岡村修祐、奥田康司、鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A764, 2015

183

自己免疫性肝炎273例における発
癌の検討

有永照子、井出達也、宮島一郎、
緒方 啓、桑原礼一郎、天野恵
介、古賀浩徳、川口 巧、中村
徹、鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A769, 2015

184

優秀演題

生体外増幅CD34+細胞移植におけ
る肝線維化改善メカニズムの解析

中村 徹、古賀浩徳、池園 友、
和田史孝、岩本英希、安倍満彦、
増田篤高、橋本 修、上野隆登、
鳥村拓司

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A775, 2015

185

メディカルスタッフプログラム
（3）

鳥越律子、馬場真二、上野隆登

膵疾患治療における栄養管理

肝硬変症における間接熱量測定お
よび体成分分析の有用性に関する
検討
メディカルスタッフプログラム
（3）

56(Suppl.2):A628, 2015

小川聡志、永松洋明、小野典之

膵疾患治療における栄養管理

当院チーム肝臓による肝硬変患者
に対する栄養管理への取り組み

188

C型肝炎に対する三剤併用療法
（シメプレビル）の検討：多施設
の公的病院グループによる共同研
究

HCV耐性変異症例に対するPeg-IFN
+RBV+TVR lead-in治療

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓

栄養療法のエキスパートを目指して－肝胆

187

東京

2015/10/8 -9
肝臓

栄養療法のエキスパートを目指して－肝胆

186

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

56(Suppl.2):A628, 2015

田原利行、川口雅功、石川 達、
野ツ俣和夫、藤岡真一、島 俊
英、柳田公彦、堀池典生、福嶋
博文、 塚田信廣、近澤秀人、乾
あやの、宮岡弘明、長野具雄、伊
藤博之、堀江 裕、恩地森一、岡
上 武

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

吉本剛志、国府島庸之、倉重智
之、川元美緒、樋口野日斗、福泉
公仁隆、中牟田誠

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A709, 2015

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A710, 2015

東京
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肝細胞癌Stage II，III，IV-A症
例からの肝外転移発症に関する検
討

日程の下は掲載誌と、その頁です
小岡洋平、永松洋明、森田 俊、
堤 翼、平井真吾、徳安秀紀、立
石秀夫、小野典之

23rd JDDW（第19回日本
肝臓学会大会）

東京

2015/10/8 -9
肝臓
56(Suppl.2):A741, 2015

190

進行肝細胞癌に対するソラフェニ
ブ治療における新たな肝予備能評
価方法（ALBI grade）の有用性

中野聖士、田中正俊、黒松亮子、
永松洋明、鳥村拓司

23rd JDDW（第57回日本
消化器病学会大会）

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A867, 2015

191

膵神経内分泌腫瘍における癌幹細
胞マーカーDclk1の機能解

池園 友、古賀浩徳、安倍満彦、
和田史孝、吉田隆文、中村 徹、
岩本英希、秋葉 純、矢野博久、
鶴田 修、鳥村拓司

23rd JDDW（第57回日本
消化器病学会大会）

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A882, 2015

192

193

194

当院におけるcold polypectomyに
ついて

Diversion colitis（空置大腸
炎）のMatts分類を用いた内視鏡
診断と臨床病理学的検討

肝外転移を伴う進行肝細胞癌の予
後予測因子としてのSIRの有用性
の検討

藤井宏行、川元美緒、倉重智之、
小島芙沙子、向坂誠一郎、和田将
史、畑 佳孝、井星陽一郎、樋口
野日斗、藤森 尚、隅田頼信、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

23rd JDDW（第57回日本
消化器病学会大会）

山口圭三、谷川雅彦、中山剛一、
平川浩明、亀井英樹、内田信治、
久賀征一郎、堀まいさ、坂田 雅
浩、 杉山 元、森田 道、山口
倫、緒方 裕、赤木由人

23rd JDDW（第57回日本
消化器病学会大会）

相野 一、新関 敬、田尻能祥、
下瀬茂男、佐谷 学、住江修治、
中野聖士、岡村修祐、黒松亮子、
鳥村拓司

23rd JDDW（第57回日本
消化器病学会大会）

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A917, 2015

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A938, 2015

東京

2015/10/8 -10
日本消化器病学会雑誌
112(Suppl.):A871, 2015

195

パネルディスカッション（17）

長田修一郎、鶴田

修、鳥村拓司

SSA/Pにおける諸問題

大腸鋸歯状腫瘍性病変の臨床病理
学的特徴

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会、
第57回日本消化器病学会
大会 合同）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):1992, 2015

196

ワークショップ（6）
(JGES Core Session)下部消化管における
advanced diagnostic endoscopy(ADE)エビ
デンスと新たな展開

大腸病変におけるNBI観察下
surface pattern・vascular
patternと病理組織構築の関係

前山泰彦、鶴田

修、鳥村拓司

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会、
第57回日本消化器病学会
大会 合同）
2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2016, 2015

東京
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ワークショップ（19）

日程の下は掲載誌と、その頁です
桑木光太郎、柳

忠宏、鳥村拓司

カプセル内視鏡における新たな展開

小児におけるカプセル内視鏡の有
用性

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会、
第57回日本消化器病学会
大会、第53回日本消化器
がん検診学会大会 合
同）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2067, 2015

198

当院における未就園児に対する大
腸内視鏡検査の現状

吉岡慎一郎、竹田津英稔、桑木光
太郎、山崎 博、山内亮介、福永
秀平、河野弘志、柳 忠宏、光山
慶一、鶴田 修、鳥村拓司

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2146, 2015

199

直腸静脈瘤に対する内視鏡治療の
検討

春田 剛、江森啓悟、国武泰史、
井上博人、熊本正史、於保和彦、
豊永 純、鶴田 修、鳥村拓司

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2149, 2015

200

当院における術後再建腸管例に対
するバルーン内視鏡導入後のERCP
関連手技の成績と問題点

倉岡 圭、岡部義信、石田祐介、
牛島知之、佐々木優、杉山 元、
安元真希子、深堀 理、加治亮
平、鶴田 修、鳥村拓司

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2201, 2015

201

当院の膵充実性腫瘍切除例におけ
る術前内視鏡的病理診断の成績

安元真希子、岡部義信、石田祐
介、阪上尊彦、深堀 理、倉岡
圭、佐々木優、牛島知之、内藤嘉
紀、 多比良朋希、名嘉眞陽平、
鶴田 修、鳥村拓司

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2203, 2015

202

Walled-off Necrosisに対する内
視鏡治療導入後の経過に関する検
討

石田祐介、岡部義信、倉岡 圭、
阪上尊彦、深堀 理、安元真希
子、佐々木優、牛島知之、名嘉眞
陽平、石川博人、堀内彦之、鶴田
修、鳥村 拓司

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2206, 2015

203

204

内視鏡挿入形状観測装置（UPD
-3）を応用した大腸病変の簡便か
つ客観的な局在部位記録

胆管大結石に対するEPLBD alone
vs. ESTの多施設共同無作為化比
較試験(MARVELOUS Trial)

井星陽一郎、畑 佳孝、原田直
彦、向坂誠一郎、和田将史、藤井
宏行、樋口野日斗、藤森 尚、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、中村和彦

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会）

川畑修平、木暮宏史、向井 強、
土井晋平、岩下拓司、坂 哲臣、
伊藤由紀子、河上 洋、林 毅、
笹平直樹、窪田賢輔、外川 修、
加藤博也、岡部義信、松原三郎、
八木岡浩、斎藤友隆、伊佐山浩通

23rd JDDW（第90回日本
消化器内視鏡学会総会）

東京

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2151, 2015

2015/10/8 -10
Gastroenterological
Endoscopy
57(Suppl.2):2184, 2015

東京
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胆汁中に検出されたランブル鞭毛虫
の２例

日程の下は掲載誌と、その頁です
田口 順、佐藤留美、石井邦英

第85回日本感染症学会西
日本地方会学術集会、第
58回日本感染症学会中日
本地方会学術集会、第63
回日本化学療法学会西日
本支部総会 合同開催

奈良市

2015/10/15 -17
プログラム＆抄録集
p. 215, 2015

206

207

胆道炎の胆汁中に検出されたランブ
ル鞭毛虫症の２例

田口 順、中根智幸、石井邦英、上
野隆登、馬場真二、木下善博、久永
宏、藤井広美、林 涼子

第43回朝倉医師会医学会

Free Paper Session (Oral) :Basic aspects of

Nakamura T, Koga H, Ikezono Y,
Iwamoto H, Abe M, Wada F, Sakaue
T, Ueno T, Torimura T

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

hepatocarcinogenesis and regeneration

Ex vivo-expansion of CD34+ cells
from patients with liver cirrhosis upregulates therapeutic efficacy of cell
transplantation for liver cirrhosis rat
208

Poster Session：Endoscopy and Imaging II

Evaluation of the usefulness of
balloon-assisted endoscopy in ERCP
related procedures for patients with
surgically altered gastrointestinal
anatomy
209

Poster Session：Liver & Biliary III

T-cell factor-4 isoforms participate
in EMT through Wnt5A inducation
in human liver cancer cells

210

Poster Session：Endoscopy and Imaging III

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

211

Poster Session：Pancreas I

The putative cancers stem cell
marker DCLκ1 is expressed in
pancreatic neuroendocrine tumors
and induces epithelial-mesenchymal
transition
212

Free Paper Session（Oral）：Progress in
endoscopic biliary imaging and interventions

Prospective randomized study of
endoscopic biliary stone extraction
using either a basket or balloon
catheter: the basketaball study

朝倉市

2015/10/22

Barcelona,
Spain

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

Kuraoka K, Okabe Y, Ushijima T,
Ishida Y, Sasaki Y, Sugiyama G, Kaji
R, Fukahori M, Yasumoto M,
Tsuruta O, Torimura T

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

Koga H, Nakamura T, Abe M,
Ikezono Y, Wada F, Iwamoto H,
Sakaue T, Yano H, Torimura T

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

Barcelona,
Spain

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

Barcelona,
Spain

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

Ishida Y, Okabe Y, Sakaue T,
Yasumoto M, Kuraoka K, Sasaki Y,
Ushijima T, Fukahori M, Nakama Y,
Naito Y, Horiuchi H, Tsuruta O,
Torimura T

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

Ikezono Y, Koga H, Akiba J, Abe M,
Wada F, Nakamura T, Iwamoto H,
Sakaue T, Yano H, Tsuruta O,
Torimura T

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

Yaduda I, Ozawa N, Doi S, Mukai T,
Nakashima M, Iwashita T, Shimizu
M, Ban T, Kojima I, Matsuda K,
Matsuda M, Ishida Y, Okabe Y,
Ando N, Iwata K

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

Barcelona,
Spain

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

Barcelona,
Spain

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

Barcelona,
Spain
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213

Free Paper Session（Oral）：Progress in
endoscopic biliary imaging and interventions

A multicenter randomized trial of
endoscopic papillary large balloon
dilation alone versus endoscopic
sphincterotomy for removal of bile
ducts stones; marvelous trial
214

Poster Session：Liver & Biliary I

Randomized trail comparing the
efficacy of bilateral metallic stent
deployment with that of unilateral
deployment in the patients with
malignant hilar biliary strictures due
to biliary tract carcinoma
215

216

慢性肝疾患患者における乗り物運
転とヨーグルト摂取の関連

ワ−クショップ（10）

日程の下は掲載誌と、その頁です
Kogure H, Kawahata S, Mukai T,
Doi S, Iwashita T, Ban T, Ito Y,
Kawakami H, Hayashi T, Sasahira N,
Kubota K, Togawa O, Kato H,
Okabe Y, Matsubara S, Yagioka H,
Saito T, Isayama H

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

Kawamoto H, Yamashita Y, Kato H,
Frukawa Y, Kitano M, Kamada K,
Ogawa T, Fujita K, Okabe Y, Kaji
R, Masuda D, Murata M, Hashimoto
S, Tanaka K, Arisaka Y, Mukai H

23rd United European
Gastroenterology Week
(UEGW 2015)

杉本昌子、川口 巧、大津山樹理、
緒方 奨、石井久美子、江崎菜穂、
今永美波、末継拓郎、谷口英太郎、
居石哲治、永松あゆ、岩崎昌子、鳥
村拓司、三浦比呂子

第7回日本静脈瘤経腸栄養 福岡市
学会九州支部学術集会

永松洋明、小野典之、鳥村拓司

第53回日本癌治療学会学
術集会

肝臓（4）進行肝細胞がんの集学的治療(2)

ワ−クショップ（9）
肝臓（3）進行肝細胞がんの集学的治療(1)

ワ−クショップ（91）

220

221

水上直久、永松洋明、豊福隆将、
大屋夏生

第53回日本癌治療学会学
術集会

Kuromatsu R

2nd Asian Conference on
Tumor Ablation 2015

顆粒球吸着療法で治療したクローン
病におけるFDG-PETの有用性の検
討

桑木光太郎、吉岡慎一郎、山崎
博、福永秀平、山内亨介、竹田津英
稔、光山慶一、鳥村拓司

第36回日本アフェレシス学
会学術大会

シンポジウム

河野弘志

第33回日本大腸検査学会

拡大観察：ピット診断からIEEまで

大腸病変におけるNBI観察下surface
pattern ･ vascular patternと病理組
織構築のrelationship between NBI
finding and pathology in colorectal
tumor

京都市

50(3):173, 2015

Management of small HCC by
aspartate aminotransferase to
platelet ratio index in patients with
Child-Pugh A

VTRワークショップ

京都市

2015/10/29 -31
日本癌治療学会誌

京都市

2015/10/29 -31

Fukuoka,
Japan

2015/10/30 -31

埼玉県川越
市

2015/10/30 -31

東京

2015/11/7

大腸腫瘍病変の内視鏡診断
222

2015/10/24

第53回日本癌治療学会学
術集会

ソラフェニブ投与における副作用
対策としてのテレフォンフォロー
アップの有用性
219

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

橋村由紀、永松洋明、梅野里美、濱
田知子、梶原真由美、岩永陽子、下
川さよ子、小野典之

ケア 5：外来化学療法の問題点を解決

Barcelona,
Spain

50(3):246, 2015

金属マーカーレスで4D cone beam
CTを使用した肝細胞癌への定位放
射線治療の初期成績
218

2015/10/24 -28
UEGW Online pdf

2015/10/29 -31
日本癌治療学会誌

腫瘍径10cm以上の主結節を有する
進行肝細胞癌に対するNewFP療法
の成績

217

Barcelona,
Spain

前山泰彦、野田哲裕、長田修一郎、
大内彬弘、永田 務、吉田 光、向
笠道太、住江博明、河野弘志、秋葉
純、荒木由布子、角間辰之、光山慶
一、鶴田 修、鳥村拓司

第33回日本大腸検査学会
2015/11/7

東京
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Parallel 34 (Oral Sessions): Experimental
Hepatocarcinogenesis

日程の下は掲載誌と、その頁です
Kawaguchi T, Taniguchi E, Itou M,
Oriishi T, Torimura T

Sitagliptin, a dipeptidyl
peptidase 4 inhibitor,
suppressed tumor progression
with down-regulation of NRF
nuclear expression in a mouse
model of non-alcoholic
steatohepatitis-related
hepatocellular carcinoma
224

Poster Sessions： Autoimmune Liver Disease

Carcinogenesis in autoimmune
hepatitis type 1 patients with
a long-term follow-up in Japan

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):329A-340A, 2015

Arinaga-Hino T, Ide T, Miyajima I,
Ogata K, Kuwahara R, Amano K,
Noguchi K, Ishii K, Fukuizumi K,
Yonemoto K, Torimura T

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):366A, 2015

225

Poster Sessions： Clinical: Hepatocellular

Nagamatsu H, Torimura T

Carcinoma and Colangiocarcinoma

Conversion therapy with
hepatic arterial infusion
chemotherapy and hepatic
resection prolongs overall
survival of patients with
advanced hepatocellular
carcinoma involving vascular
invasion
226

Poster Sessions： Clinical: Hepatocellular

2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):411A, 2015

Niizeki T, Nakano M, Torimura T

Carcinoma and Colangiocarcinoma

Prospective cohort study for
evaluating clinical effects
and safety of intra-arterial
infusion therapy of cisplatin
suspension in lipiodol
combined with 5-fluorouracil
and sorafenib for advanced
hepatocellular carcinoma with
macroscopic vascular invasion,
without extra-hepatic spread
227

Poster Sessions： Stem Cell Bology

Identification of hepatic stem
cell niche by label retaining
cell assay with fetal and
neonatal mice

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):438A, 2015

Kuwahara R, Theise ND, Torimura T

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):546A, 2015
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日程の下は掲載誌と、その頁です

Poster Sessions： Stem Cell Bology
34

Ex vivo-expansion of human CD
+

cells from patients with
liver cirrhosis enhances
therapeutic efficacy of cell
transplantation for rat
cirrhotic liver

Nakamura T, Koga H, Iwamoto H,
Ikezono Y, Wada F, Abe M, Sakaue
T, Ueno T, Torimura T

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):549A, 2015

229

Poster Sessions： Experimental Steatohepatitis

Wheat bran autolytic peptides,
containing a branchedchain
amino acid, ameliorate
nonalcoholic steatohepatitis
with up-regulation of antioxidant Potential in High-fat
Diet-fed Mice

230

Poster Sessions： Diagnostic, Epidemiology, and
Natural History

The clinical profiles of
Japanese patients with L31M
and Y93H variants in NS5A
region of hepatitis C virus

Kawaguchi T, Ueno T, Nogata Y,
Hayakawa M, Koga H, Torimura T

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):662A, 2015

Ogata K, Ide T, Arinaga-Hino T,
Miyajima I, Kuwahara R, Amano K,
Kawaguchi T, Nakamura T, Nakano
M, Koga H, Kuromatsu R, Eguchi Y,
Harada M, Torimura T

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):1096A, 2015

231

Poster Sessions： Clinical and Translational
Fibrosis Research

A novel glycobiomarker,
wisteria floribunda agglutinin
macrophage colony-stimulating
factor receptor can predict
carcinogenesis and survival of
liver cirrhosis with hepatitis
C virus
232

Poster Sessions： Experimental
Hepatocarcinogenesis

Expression of transforming

Iio E, Ocho M, Togayachi W,
Nojima M, Juno A, Mizokami M,
Yatsuhashi H, Ide T, Nojiri S,
Narimatsu H, Tanaka Y

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):916A-917A, 2015

Huang CK, Aihara A, Iwagami Y, Yu
T, Carlxon RI, Koga H, Kim M,
Wands JR

growth factor β1 promotes
cholangiocarcinoma development
and progression

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):1163A-1164A,
2015

233

Poster Sessions： Experimental
Hepatocarcinogenesis

Regulator of G-protein
signaling 5 enhances portal
vein invasion in
hepatocellular carcinoma

Umeno Y, Ogasawara S, Akiba J,
Kusano H, Nakashima O, Koga H,
Torimura T, Yano H

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):1176A-1177A,
2015
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Poster Sessions： Steatohepatitis: Clinical and
Therapeutic

PNPLA3 and JAZF1 variants
influence hepatocellular
carcinoma development in nonviral hepatitis patients with
type 2 diabetes patients

日程の下は掲載誌と、その頁です
Ueyama M, Korenaga M, Nishida N,
Korenaga K, Kumagai E, Sugiyama
M, Aoki Y, Imamura M, Murata K,
Masaki N, Kawaguchi K, Torimura
T, Hyogo H, Aikata H, Ito K,
Sumida Y, Kanto T, Watanabe S,
Mizokami M

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):1259A-1260A,
2015

235

Poster Sessions： Steatohepatitis: Clinical and
Therapeutic

Risk factors for
hepatocellular carcinoma
recurrence in patients with
nonalcoholic and alcoholic
fatty liver diseases: A
Japanese multicenter survey

Kogiso T, Hashimoto E, Hyogo H,
Nakajima T, Ono M, Kawaguchi T,
Honda K, Eguchi Y, Nozaki Y,
Kawanaka M, Imajo K, Sumida Y,
Kamada Y, Fujii H, Suzuki Y,
Tokushige K

The 66th Annual Meeting San
of the American
Francisco,
Association for the
USA
Study of Liver Diseases
(AASLD)
2015/11/13 -17
Hepatology
62(1)(Suppl.):1283A-1284A,
2015

236

主題関連（6）
IBD治療における内科と外科の連携（2）

衣笠哲史、光山慶一、赤木由人

第70回日本大腸肛門病学
会学術集会

よりよいIBD治療を目的とした内科
医・外科医の共通認識形成

2015/11/13 -14
日本大腸肛門病学会雑誌

名古屋市

68(9): 698, 2015

237

Can image-enhanced cholangioscopy
distinguish benign from malignant
lesions in the biliary duct ?

Ishida Y

The 21th EUS and 18th
Early GI Cancer
Conference of Taiwan

Kaohsiung,
Taiwan

2015/11/15

238

ゲノタイプ1b型C型管区編の腎透析
例にダクラタスビル、アスナプレビル
併用療法を施行した１例の検討

宮原佐和子、天野恵介、井出達也、
鳥村拓司、玻座真琢磨、深水 圭

第311回日本内科学会九州 長崎市
地方会
2015/11/15
第310回日本内科学会九州地
方会抄録集
p.30, 2015

239

当院でのC型慢性肝炎に対するシメ
プレビルを用いた３剤併用療法での
治療成績

佐野有哉、鶴田耕三、豊増 靖、則
松 宏、垣内誠也、河野克俊、田宮
芳孝、坂田研二、野口和典、鳥村拓
司

第311回日本内科学会九州 長崎市
地方会
2015/11/15
第311回日本内科学会九州地
方会
p.37, 2015

240

胆道炎の胆汁中に検出されたランブ
ル鞭毛虫症の２例

田口 順、藤井広美、林 涼子、荒
川正博、鹿毛政義、矢野博久

第54回日本臨床細胞学会
秋期大会

名古屋市

2015/11/21 -22

241

要請演題（1）
これぞリザーバー、リザーバーだからでき
ること：リザーバーの有効性と安全性をい

永松洋明、草永真志、森田 俊、堤
翼、平井真吾、德安秀紀、小野典
之、鳥村拓司

第40回リザーバー研究会

小岡洋平、永松洋明、板野 哲、森
田 俊、堤 翼、小野典之

第40回リザーバー研究会

東京

2015/11/27 -28

かに訴えるか

肝外転移を有する進行肝細胞癌に
おける予後因子の検討
242

大動脈内特殊リザーバーを用いて
ヘパスフィア®DEB-TACEを施行し
たびまん型肝細胞癌の初期検討

2015/11/27 -28

東京

2015年 学会発表 P. 28
243

要望演題（3）
CVポートを使いこなす：病院から街に出た

日程の下は掲載誌と、その頁です
中尾直美、松本昌一郎、江島由香、
小川 聡、永松洋明

第40回リザーバー研究会

新関

第41回日本肝臓学会西部
会

東京

2015/11/27 -28

リザーバー在宅での管理・工夫

パンフレットを用いた患者説明の
充実化
244

シンポジウム（2）

敬、相野

一、鳥村拓司

肝癌治療の新展開

2015/12/3 -4
肝臓

進行肝細胞癌に対する肝動注化学
療法の治療効果予測因子としての
血小板値の意義
245

シンポジウム（2）

名古屋市

56(Suppl.3):A829, 2015

岩本英希、鳥村拓司

肝癌治療の新展開

第41回日本肝臓学会西部
会

肝細胞癌における血管新生を標的
とした分子標的治療の新知見

2015/12/3 -4
肝臓

名古屋市

56(Suppl.3):A834, 2015

246

ジェノタイプ２型C型慢性肝炎・
肝硬変のIFN難治例に対するソホ
スブビルとリバビリン併用療法の
効果について

石井邦英、田口 順、木下善博、
森田 拓、中根智幸、馬場真二、
上野隆登、鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A944, 2015

247

DEB-TACEにおけるTE4の予測因子
の検討

下瀬茂男、新関 敬、城野智毅、
岩本英希、田尻能祥、岡村修祐、
中野聖士、佐谷 学、住江修治、
黒松亮子、鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A949, 2015

248

当院におけるBalloon-Occluded
Transarterial
Chemoembolization（B-TACE）の
有効性と安全性について

城野智毅、新関 敬、相野 一、
田尻能祥、岩本英希、下瀬茂男、
黒松亮子、鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A953, 2015

249

下大静脈侵襲を伴った肝細胞癌症
例の検討

永松洋明、小岡洋平、德重貴彦、
森田 俊、堤 翼、平井真吾、德
安秀紀、立石秀夫、小野典之、鳥
村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A955, 2015

250

ソラフェニブ治療により３年以上
の長期生存が得られた進行肝細胞
癌症例の特徴：多施設での検討

中野聖士、田中正俊、黒松亮子、
永松洋明、上野隆登、鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A956, 2015

251

難治性腹水に対するトルバプタン
投与の有用性～肝細胞癌に対する
治療継続の可能性～

德重貴彦、永松洋明、小岡洋平、
森田 俊、堤 翼、平井真吾、德
安秀紀、立石秀夫、小野典之、鳥
村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1022, 2015

252

C型肝炎治療著効後の肝発癌に関
する検討

井出達也、有永照子、鳥村拓司、
宮島一郎、緒方 啓、桑原礼一
郎、天野恵介

第41回日本肝臓学会西部
会
2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1034, 2015

名古屋市
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アスナプレビル，ダクラタスビル
投与にて著明な好酸球の増加と多
彩な副作用を認めるも治療完遂で
きたC 型慢性肝炎の一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
木下善博、石井邦英、田口 順、
森田 拓、中根智幸、馬場真二、
上野隆登、鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1102, 2015

254

255

256

Sorafenib投与中に間質性肺炎を
来した２例

Sorafenib無効の門脈，下大静脈
腫瘍栓を合併した肝細胞癌に対
し、集学的治療が有効であった１
例

ソラフェニブ投与により長期間生
存が可能であった肝細胞癌の１例

財前友貴、新関 敬、鶴田耕三、
大野美紀、下瀬茂男、城野智毅、
岩本英希、岡村修祐、中野聖士、
佐谷 学、福森一太、田尻能祥、
矢野洋一、黒松亮子、鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

吉村壮平、財前友貴、下瀬茂男、
城野智毅、岩本英希、岡村修祐、
新関 敬、中野聖士、佐谷 学、
福森一太、田尻能祥、矢野洋一、
黒松亮子、鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

田中俊光、森田恭代、田尻能祥、
中山雅春、永田 務、大内彬弘、
黒木淳一、黒松亮子、長田英輔、
鳥村拓司

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1112, 2015

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1115, 2015

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1050, 2015

257

HCV耐性変異症例に対するPeg-IFN
＋RBV＋TVR lead-in治療

田代茂樹、國府島庸之、吉本剛
志、田中ゆき、樋口野日斗、福泉
公仁隆、中牟田誠

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A943, 2015

258

大動脈内特殊リザーバーを用いて
Ⓡ

ヘパスフィア DEB-TACEを施行し

小岡洋平、永松洋明、板野 哲、
森田 衛、堤 翼、小野典之

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓

たびまん型肝細胞癌の初期検討

56(Suppl.3):A952, 2015

259

３cm以下３個以内の肝細胞癌に対
する腫瘍占拠部位別にみたTACEの
治療効果に関する検討

松垣

諭、久保保彦、丸岡浩人

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A953, 2015

260

Regulator of G-protein
signaling 5は肝細胞癌の門脈侵
襲を促進する

梅野有美、小笠原幸子、秋葉
純、草野弘宣、中島 収、古賀浩
徳、鳥村拓司、矢野博久

第41回日本肝臓学会西部
会

名古屋市

2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1000, 2015

261

System-i（大動脈留置型特殊リ
ザーバー）を用いて頻回分割DEBTACEを施行した肝細胞癌の２例

板野 哲、板野
田尻能祥

理、永松洋明、

第41回日本肝臓学会西部
会
2015/12/3 -4
肝臓
56(Suppl.3):A1052, 2015

名古屋市
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基調講演

日程の下は掲載誌と、その頁です
鶴田 修

第100回日本消化器内視鏡学会九州支部例
会：特別企画

九州における大腸内視鏡検査の変
遷

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 65, 2015

263

シンポジウム（1）
消化管癌診断と治療の温故知新

大腸病変におけるNBI観察下surface
pattern･vascular patternと病理組織
構築の関係

前山泰彦、永田 務、大内彬弘、野
田哲裕、長田修一郎、河野弘志、秋
葉 純、荒木由希子、角間辰之、光
山慶一、鶴田 修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 68, 2015

264

シンポジウム（3）
肝発癌を視野に入れた、B, C型肝炎の治療

核酸アナログ未使用例に対するエン
テカビル導入例の治療成績

天野恵介、井出達也、桑原礼一郎、
緒方 啓、宮島一郎、有永照子、鳥
村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 74, 2015

265

ワ−クショップ（1）
消化器疾患の新たな治療及び診断法の開発と
現状

中村 徹、古賀浩徳、増田篤高、岩
本英希、池園 友、和田史孝、阪上
尊彦、上野隆登、鳥村拓司

肝硬変に対するCD34+細胞を用いた
新たな治療法の開発

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 81, 2015

266

ワ−クショップ（1）
消化器疾患の新たな治療及び診断法の開発と
現状

吉田隆文、秋葉 純、久本隆生、池
園 友、安倍満彦、古賀浩徳、丸山
泉、鳥村拓司、矢野博久、佐田通夫

新たな肝癌治療標的分子としての
THADA（Thyroid adenoma
associated gene）の役割に関する検
討：THADAは肝癌細胞死と分化を
調節する
267

ワ−クショップ（2）
進行消化器系癌の集学治療：進歩と課題（がん
リハビリ、連携医療を含む）

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 81, 2015

川口 巧、城野智毅、下瀬茂男、岩
本英希、田尻能祥、新関 敬、黒松
亮子、志波直人、鳥村拓司

リハビリテーションが進行肝がん患者
の身体機能とQOLに及ぼす影響

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 81, 2015

268

ワ−クショップ（3）
炎症性腸疾患における内視鏡検査･治療の有
用性

潰瘍性大腸炎関連腫瘍の診断にお
ける画像強調内視鏡の有用性

吉岡慎一郎、桑木光太郎、福永秀
平、山内亨介、山崎 博、竹田津英
稔、秋葉 純、光山慶一、鶴田 修、
鳥村拓司、衣笠哲史、赤木由人

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 84, 2015

2015年 学会発表 P. 31
269

ワ−クショップ（5）
胆膵患者に対するInterventional EUSの現状と
将来展望

EUS-FNAの組織診断における検体
処理の検討：検体の選別は必要か

日程の下は掲載誌と、その頁です
石田祐介、岡部義信、内藤嘉紀、安
元真希子、阪上尊彦、深堀 理、倉
岡 圭、佐々木優、牛島知之、中山
正道、多比良朋希、鹿毛政義、鶴田
修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 90, 2015

270

肛門肝癌（扁平上皮癌）に対して内
視鏡的切除術を施行した１例

永田 務、大内彬弘、前山泰彦、火
野坂淳、住江博明、向笠道太、上野
恵里奈、河野弘志、宗 祐人、光山
慶一、鶴田 修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 100, 2015

271

腸結核関連大腸癌の一例

吉岡慎一郎、鶴田 修、福永秀平、
山内亨介、山崎 博、前山泰彦、桑
木光太郎、竹田津英稔、秋葉 純、
光山慶一、鳥村拓司、赤木由人、今
村健太郎、岩下明徳

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 101, 2015

272

高度門脈腫瘍栓（Vp3, Vp4）肝細胞
癌症例における食道胃静脈瘤治療
の検討

春田 剛、江森啓悟、國武泰史、久
永 宏、井上博人、於保和彦、豊永
純、光山慶一、鶴田 修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 108, 2015

273

セツキシマブ治療中に吐血を来た
し、治療に難渋した十二指腸潰瘍の
一例

野田 悠、高木浩史、進藤洋一郎、
森眞二郎、坂本照夫、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 114, 2015

274

内視鏡的に除去し得ず、小腸イレウ
スを生じた食道ラッキョウ嵌頓の１例

中嶋哲也、西 達矢、桜井日直子、
石橋慶章、尾崎邦博、松尾敏弘、林
田良三

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 115, 2015

275

回盲部悪性リンパ腫に起因する消化
管穿孔に対し保存的加療を行った
症例

南 真平、渡邉裕次郎、草場喜雄、
白地美紀、梶原雅彦、光山慶一、鶴
田 修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 117, 2015

2015年 学会発表 P. 32
276

肝腫瘍と腫瘍内膿瘍形成を伴った
空腸GISTを認めたvon
Recklinghausen病の１例

日程の下は掲載誌と、その頁です
中山雅春、長田修一郎、森田恭代、
古波倉允、田中俊光、白地美紀、長
田英輔、鶴田 修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 117, 2015

277

残胃癌の内視鏡治療後に遅発性穿
孔を来した１例

板野晋也、住江博明、向笠道太、火
野坂淳、進藤洋一郎、永田 務、大
内彬弘、前山泰彦、江森啓悟、鶴田
修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 124, 2015

278

十二指腸腺腫内癌に異所性膵を
伴った一例

柴田 翔、上野恵里奈、河野弘志、
澤田昌幸、小林哲平、蒲池直紀、長
知徳、鶴田 修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 125, 2015

279

来院時の腹部造影CT検査が止血
術の際に有用であった大腸憩室出
血の一例

中野 暖、黒木淳一、吉村哲広、天
野良祐、古賀章浩、有川俊二、宮岡
正喜、森田幸彦、福嶋博文、鳥村拓
司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 133, 2015

280

多彩な全身病変を呈したIgG4関連
疾患の１例

向坂健秀、牛島知之、岡部義信、石
田祐介、阪上尊彦、深堀 理、倉岡
圭、安元真希子、佐々木優、鶴田
修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 135, 2015

281

偶発的に発見された後腹膜神経鞘
腫の１例

鶴田耕三、荒木俊博、佐野有哉、豊
増 靖、則松 宏、垣内誠也、河野
克俊、田宮芳孝、坂田研二、野口和
典、田中侑哉、末吉 晋、島松一
秀、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 136, 2015

282

急性腹症で発症した遺伝性血管性
浮腫の１例

荒木俊博、田宮芳孝、鶴田耕三、佐
野有哉、豊増 靖、則松 宏、垣内
誠也、河野克俊、坂田研二、野口和
典、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 136, 2015

2015年 学会発表 P. 33
283

神経線維腫症１型の経過観察中に
潰瘍性大腸炎を発症した一例

日程の下は掲載誌と、その頁です
林 大樹、福永秀平、竹田津英稔、
桑木光太郎、吉岡慎一郎、山内亨
介、山崎 博、秋葉 純、光山慶一、
鶴田 修、鳥村拓司

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 141, 2015

284

シンポジウム（2）
緊急内視鏡の時代的変遷

当院における大腸憩室出血の臨床
的特徴と治療経過に対する検討

和田将史、芥川宗樹、秋吉遙子、松
本一秀、田代茂樹、藤井宏行、井星
陽一郎、樋口野日斗、藤森 尚、田
中ゆき、隅田頼信、國府島康之、吉
本 剛、福泉公仁隆、有田好之、原
田直彦、中牟田誠、中村和彦

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 71, 2015

285

シンポジウム（2）
緊急内視鏡の時代的変遷

悪性大腸閉塞における内視鏡的腸
管減圧術の有用性（経鼻･経肛門イ
レウス管から大腸ステントまでの変
遷）

井星陽一郎、隅田頼信、芥川宗樹、
秋吉遙子、松本一秀、和田将史、田
代茂樹、藤井宏行、樋口野日斗、藤
森 尚、田中ゆき、吉本 剛、福泉公
仁隆、有田好之、原田直彦、中牟田
誠、中村和彦

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 71, 2015

286

ワ−クショップ（1）
消化器疾患の新たな治療及び診断法の開発と
現状

H.pylori除菌後発見胃癌における高
リスク因子と臨床病理学的特徴によ
る早期診断法の検討

兒玉雅明、沖本忠義、小川 竜、岡
本和久、水上一弘、首藤充孝、福田
健介、福田昌英、園田 光、阿部寿
徳、相馬 渉、有田桂子、安倍高
志、永井敬之、有田 毅、村上和成

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 79, 2015

287

ワ−クショップ（2）
進行消化器系癌の集学治療：進歩と課題（がん
リハビリ、連携医療を含む）

大腸閉塞合併切除不能進行大腸癌
に対する大腸ステント留置後の治療
成績

隅田頼信、芥川宗樹、秋吉遙子、松
本一秀、和田将史、田代茂樹、藤井
宏行、井星陽一郎、樋口野日斗、藤
森 尚、田中ゆき、國府島康之、吉
本剛志、福泉公仁隆、有田好之、原
田直彦、中牟田誠、中村和彦

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 83, 2015

288

ワ−クショップ（4）
食道表在癌の治療成績（咽頭表在癌も含む）

咽頭･食道表在癌に対する治療の現
状と合併症対策

大津健聖、宗 祐人、森光洋介、八
坂太親、武田輝之、野田哲裕、酒見
亮介、寺部廣哉、丸岡浩人

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 86, 2015

289

ワ−クショップ（5）
胆膵患者に対するInterventional EUSの現状と
将来展望

当院におけるInterventional EUSの
現状と成績

藤森 尚、松本一秀、隅田頼信、吉
本剛志、有田好之、田代茂樹、芥川
宗樹、秋吉遙子、和田将史、藤井宏
行、樋口野日斗、井星陽一郎、田中
ゆき、國府島庸之、福泉公仁隆、原
田直彦、中牟田誠、桃崎征也、麻生
暁、河邉 顕、伊藤鉄英

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 89, 2015

2015年 学会発表 P. 34
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アコチアミドを用いた機能性ディスペ
プシアに対する治療の検討

日程の下は掲載誌と、その頁です
相馬 渉、安倍寿徳、有田桂子、二
宮繁生、廣石和章、脇坂昌紀、有田
毅、水上一弘、沖本忠義、兒玉雅
明、村上和成

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 96, 2015

291

大腸憩室出血部位診断における下
部消化管内視鏡検査前の腹部造影
CTが有用であった１例

古賀章浩、宮岡正喜、中野 暖、吉
村哲広、天野良祐、有川俊二、森田
幸彦、黒木淳一、福嶋博文、久木山
智子、西村 浩

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 102, 2015

292

S状結腸憩室炎と腸間膜脂肪織炎の
鑑別に苦慮し、経過観察中にS状結
腸狭窄、結腸膀胱瘻を合併した１例

天野良祐、宮岡正喜、中馬健太、古
賀章浩、中野 暖、吉村哲広、有川
俊二、黒木淳一、森田幸彦、福嶋博
文、成富一哉、川畑方博、川越伸
俊、中山直己、西村 浩、真田咲
子、矢野博久

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 102, 2015

293

肉芽腫性虫垂炎の一例

武田輝之、宗 祐人、大津健聖、八
坂太親、岸 昌廣、寺部廣哉、丸岡
浩人、酒見亮介、野田哲裕、佐々木
英、下河辺正行、谷脇 智、森光洋
介

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 103, 2015

294

肝原発神経内分泌癌の１例

有川俊二、川畑方博、中野 暖、吉
村哲広、天野恵介、古賀章浩、宮岡
正喜、黒木淳一、森田幸彦、福嶋博
文、西村 浩、真田咲子、矢野博久

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 108, 2015

295

膵脂肪腫の４例

相馬 渉、安倍寿徳、有田桂子、二
宮繁生、廣石和章、脇坂昌紀、有田
毅、水上一弘、沖本忠義、兒玉雅
明、村上和哉

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 111, 2015

296

Billroth-I 法再建術後の吻合部潰瘍
底に固有肝動脈が露出し大量出血
を来した一例

宮岡正喜、高橋晴彦、中馬健太、吉
村哲広、有川俊二、森田幸彦、福嶋
博文、成富一哉、川畑方博、間野正
衛

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同
2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 114, 2015

2015年 学会発表 P. 35
297

298

自己免疫性膵炎再燃との鑑別を要
した膵体部癌の一例

II部．胃：症例呈示

日程の下は掲載誌と、その頁です
松本一秀、藤森 尚、有田好之、和
田将史、田代茂樹、田中ゆき、藤井
宏行、井星陽一郎、樋口野日斗、隅
田頼信、國府島康之、吉本剛志、福
泉公仁隆、原田直彦、中牟田誠、龍
知記、高見裕子、才津秀樹、桃崎征
也、伊藤鉄英

第106回日本消化器病学会 福岡市
九州支部例会、第100回日
本消化器内視鏡学会九州
支部例会 合同

向笠道太

第18回九州胃と腸大会

2015/12/4 -5
プログラム・抄録集
p. 135, 2015

福岡市

2015/12/5

299

胎生期･発育期のマウスを用いた
Label-Retaining Cell (LRC) Assayに
よる肝幹細胞ニッチェの探索

桑原礼一郎、Theise ND、井出達
也、古賀浩徳、鳥村拓司

第1回G-PLUS （旧称：浜名 東京
湖シンポジウム）
2015/12/19
プログラム & 抄録集
p. 16, 2015

300

胆嚢病変の診断と治療：EUSによる
診断

石田祐介

第5回九州ERCP-EUS研究
会

福岡市

2015/12/19

301

Danapariod sodiumで良好な経過を
たどった門脈血栓症の一例

浦部尚吾、小林哲平、柴田 翔、蒲
池直紀、澤田昌幸、上野恵里奈、河
野弘志、秋山哲司

第66回聖マリア医学会

久留米市

2015/12/19
第66回聖マリア医学会 プログラ
ム&抄録集
p. 46, 2015

302

職員の鳥肌胃炎

酒井輝文、秋山哲司、下川史子、伊
藤園江、上野恵里奈

第66回聖マリア医学会

久留米市

2015/12/19
第66回聖マリア医学会 プログラ
ム&抄録集
p. 51, 2015

303

重症アルコール性肝炎に
cytomegalovirus肝炎を併発したと考
えられた一例

北城恵史郎、蒲池直紀

第66回聖マリア医学会
2015/12/19
第66回聖マリア医学会 プログラ
ム&抄録集
p. 51, 2015

久留米市

