国際学会
8th Korea-Japan Joint Symposium on Gastrointestinal Endoscopy (KJSGE)
2009.3.28

Joon Soo Hahm

Seoul, Koera

ポスター：
1) Norimura D, Isomoto H, Nakashima Y, Yamaguchi N, Ohnita K, Mizuta Y, Nakao K：Magnifying
endoscopic observation with narrow band imaging for specialized intestinal metaplasia in
Barrett's esophagus with special reference to light blue crest
2) Yajima H,Isomoto H,Yamaguchi N,Mizuta Y,Khono S,Nakao K ： Endoscopic Submucosal
Dissection for Esophageal Neoplasms in Consecutive 41 cases
3) Nakashima Y,Isomoto H,Yoshida A,Matsushima K,Nakao K,Kohno S,Hirayama T：CXCL13
Expressim in Helicobactor pylori-infected gastric mucosa
CHRO 2009
2009.9.3-9.5

Tatsuo Yamamoto

Niigata, Japan

シンポジウム：
1) Isomoto H,Hirayama T ： Mechanisms of apoptosis induced by VacA, a Helicobacter pylori
vacuolating cytotoxin
EASL

Special Conference on NAFLD/NASH and Related Metabolic Disease
2009.9.24-9.26

Stefano Bellentani, Helena Cortez-Pint, Chris P. Day, Giulio Marchesini,
Vlad Ratzin

Bologna, Italy

ポスター：
1) Ichikawa T,Miyaaki H,Taura N,Nakao K：Roles of growth hormone,insulin-like growth
factor 1 and insulin-like growth factor-binding protein 3 in the development of
non-alcoholic fatty liver disease
GASTRO 2009 UEGW/WCOG
2009.11.21-11.25

Michael

Farthing/Juan-R Maragelada

London, United Kingdom

一般口演：
1) Matsushima K,Isomoto H,Inoue N,Norimura D,Nakashima Y,Yamaguchi N,Ohnita
K,Ichikawa T,Takeshima F,Nakao K ： How are micrornas working in esophageal
squamous cell carcinoma?
ポスター：
1) Yajima H,Isomoto H,Yamaguchi N,Norimura D,Ohnita K,Oda H,Nishiyama H,Ikeda

K,Shikuwa S,Mizuta Y,Nakao K：Endoscopic submucosal dissection for esophageal
neoplasms in consecutive 67 cases

国内学会
第 106 回日本内科学会総会・講演会
2009.4.10-4.12

岡

芳知

東京

ポスター：
1) 竹下茂之、市川辰樹、川本真規子、松崎寿久、秋山祖久、小澤栄介、三馬

聡、宮明寿光、

中尾一彦、江口勝美：担癌患者に対する間接熱量測定の有用性
第 95 回日本消化器病学会総会
2009.5.7-5.9

浅香

正博

北海道

ポスター：
1) 井上直樹、磯本

一、山口直之、大仁田

賢、水田陽平、河野

茂：表在性食道癌、胃癌

に対する PDT 施行例における血中フリーラジカル生成能の測定
一般口演：
1) 磯本

一、平山壽哉、井上直樹： Helicobacter pylori 感染に伴う胃粘膜の microRNA 発

現変動とその意義
2) 中島悠史郎、磯本

一、吉田

亮、松島加代子、水田陽平、河野

茂、平山壽哉：ヘリコ

バクター・ピロリ感染胃粘膜における CXCL13 発現の検討
3) 宮明寿光、市川辰樹、秋山祖久、小澤栄介、三馬

聡、竹下茂之、松崎寿久、村岡

徹、

川 本 真 規 子 、 中 尾 一 彦 、 江 口 勝 美 ： 肝 生 検 を 複 数 回 実 施 し た NAFLD の 経 過 と
met-formine,pioglitazone の治療効果について
4) 七島篤志、市川辰樹、飛永修一、荒木政人、三馬
日高重和、田中研次、澤井照光、安武

享、永安

聡、國崎真己、福岡秀敏、竹下浩明、
武：肝切除および穿刺凝固療法の治療

成績からみた肝癌治療選択
5) 松本章子、磯本

一、平山壽哉：ヘリコバクターピロリ空胞化致死毒素 (VacA) のアポト

ーシス誘発機構
6) 松島加代子、磯本
之、陳

一、井上直樹、福田浩子、法村大輔、石居公之、中島悠史郎、矢嶌弘

俊全、山口直之、大仁田

賢、水田陽平、河野

茂：食道癌における miRNA 発

現解析
7) 佐々木

龍、秋山祖久、三馬

聡、宮明寿光、柴田英貴、本吉康英、楠本浩一郎、藤本真

澄、赤星 浩、市川辰樹、中尾一彦、江口勝美：高度脈管侵襲を伴った肝細胞癌に対する
治療の意義
第 77 回日本消化器内視鏡学会総会
2009.5.21-5.23

芳野

純治

シンポジウム：
1) 磯本

一、山口直之、宿輪三郎：高齢者の早期胃癌に対する内視鏡治療戦略― ESD と

名古屋

PDT を中心に―
ワークショップ：
1) 大仁田 賢、磯本

一、宿輪三郎：クリスタルバイオレット染色併用 NBI 拡大観察によ

る胃上皮性腫瘍の腺管構造と血管網の検討
2) 中島悠史郎、磯本

一、宿輪三郎：胃 MALT リンパ腫の拡大内視鏡観察とその臨床的意

義
一般口演：
1) 本吉康英、福田慎一郎、立山雅邦、田浦直太、裵
阿比留正剛、小森敦正、矢野公士、西山

成寛、橋元

仁、八橋

悟、柳

謙二、長岡進矢、

弘、石橋大海：内視鏡的経乳頭的胆

嚢ドレナージ (ETGBD) の有用性に関する検討
第 45 回日本肝臓学会総会
2009.6.4-6.5

工藤

正俊

神戸

ワークショップ：
1) 田浦直太、八橋

弘、石橋大海： B 型肝硬変における肝癌発生率、発癌までの期間と

HBV-DNA 量に関する検討
ポスター：
1) 竹下茂之、市川辰樹、川本真規子、松崎寿久、村岡

徹、小澤栄介、三馬

聡、秋山祖久、

宮明寿光、中尾一彦、江口勝美： Geranylgeranylacetone の抗 HCV 作用に関する検討
2) 小森敦正、中村

稔、本吉康英、橋元

悟、裵

成寛、立山雅邦、長岡進矢、柳

田浦直太、阿比留正剛、矢野公士、右田清志、八橋

謙二、

弘、石橋大海：当科における PBC-AIH

Overlap 症候群の特徴と予後
一般口演：
1) 宮明寿光、中尾一彦、市川辰樹、秋山祖久、小澤栄介、三馬

聡、竹下茂之、松崎寿久、

村岡 徹、江口勝美：慢性 C 型肝炎の肝組織における SOCS3 の意義
2) 橋元
柳

悟、八橋

弘、西川晃子、裵

成寛、立山雅邦、本吉康英、長岡進矢、田浦直太、

謙二、阿比留正剛、矢野公士、小森敦正、石橋大海： C 型慢性肝炎に対する PEG-IFN

α2a+Riv-abirin 併用療法の治療反応性に関する因子の検討
3) 裵

成寛、八橋

弘、矢野公士、大宅紀子、浜田るみこ、福田実可、橋元

立山雅邦、本吉康英、長岡進矢、田浦直太、柳

悟、西川晃子、

謙二、阿比留正剛、小森敦正、石橋大海：

HBe 抗原 B 型慢性肝炎での HBe 抗原の seroconversion には HBe 抗原量と ALT
値が関与する
第 93 回日本消化器病学会九州支部例会
2009.6.19-6.20

前原

喜彦

シンポジウム：
1) 山口直之、磯本

一、西山

仁、大仁田

賢、竹島史直、水田陽平、中尾一彦、河野

茂、

宿輪三郎：大腸 ESD の治療成績向上を目指して―大腸 ESD の治療成績・偶発症に関わ

福岡

る臨床病理学的因子の統計学的解析より―
一般演題：
1) 後藤高介、田浦直太、本吉康英、福田慎一郎、西川晃子、はい
矢、柳

成寛、立山雅邦、長岡進

謙二、阿比留正剛、矢野公士、小森敦正、吉田真一郎、右田清志、八橋

弘、

石橋大海：自己免疫性膵炎 (AIP) 発症後に自己免疫性溶血性貧血 (AIHA) を合併した 1
例
2) 松崎寿久、市川辰樹、村岡

徹、竹下茂之、小澤栄介、三馬

聡、秋山祖久、宮明寿光、

水田陽平、今西大介、中尾一彦： Peginterferon α2b, Ribavirin 併用療法中に赤芽球
癆を生じ、免疫抑制剤の変更により改善した生体肝移植後慢性 C 型肝炎の 1 例
3) 福田慎一郎、小森敦正、橋元
矢、田浦直太、柳

悟、西川晃子、はい

成寛、立山雅邦、本吉康英、長岡進

謙二、阿比留正剛、矢野公士、八橋

弘、石橋大海、伊東正博：自

己免疫性肝炎 (AIH) に非アルコール性脂肪肝炎 (NASH) を合併した一例
4) 猪熊孝実、蒲原行雄、江口

晋、朝長哲生、宮崎健介、山之内孝彰、高槻光寿、黒木

保、

田島義証、宮明寿光、市川辰樹、中尾一彦、兼松隆之：動注化学療法により切除可能とな
った再発多発肝細胞癌の 1 例
5) 吉田 亮、大場一生、力富真惟子、森崎智仁、磯本
大野 毅、古井純一郎、中尾一彦、神田哲郎、河野

一、水田陽平、浜崎幸司、田中史朗、
茂：盲腸脂肪腫により腸重積を来し

た一例
6) 荻原久美、法村大輔、山口直之、磯本
河野

一、大仁田

賢、宿輪三郎、水田陽平、中尾一彦、

茂：多発性表在食道癌の全周/亜全周切除 ESD 後狭窄予防にバルーン拡張術が有

用であった一例
7) 松島加代子、磯本

一、中島悠史郎、矢嶌弘之、法村大輔、石居公之、山口直之、大仁田

賢、市川辰樹、水田陽平、河野

茂、中尾一彦、林

靖之：食道表在癌に対する

5FU-Nedaplatin/ 放射線照射による交替療法の治療成績と再発・新病変に対する診断・治
療戦略
第 87 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
2009.6.19-6.20

橋爪

誠

シンポジウム：
1) 法村大輔、山口直之、大仁田

賢、西山

宿輪三郎、水田陽平、中尾一彦、河野
2) 井上直樹、磯本

仁、大場一生、市川辰樹、池田幸紀、磯本

一、

茂：当科における食道 ESD の現況

一、福田浩子、中島悠史郎、山口直之、大仁田

賢、市川辰樹、水田陽

平、谷岡 一、千住雅博、七島篤志、中尾一彦：食道表在癌に対する光線力学的治療の位
置づけ―当科における治療経過と成績
一般演題：
1) 吉田 亮、大野

毅、森崎智仁、大場一生、古井純一郎、山口直之、大仁田

水田陽平、中尾一彦、神田哲郎、河野
後に根治的切除が可能となった一例

賢、磯本

一、

茂：巨大 GIST に対しメシル酸イマチニブ投与

福岡

2) 中鋪 卓、三馬

聡、川本真規子、松崎寿久、竹下茂之、村岡

徹、秋山祖久、小澤栄介、

宮明寿光、市川辰樹、水田陽平、國崎真己、日高重和、七島篤志、安倍邦子、林

徳眞吉、

中尾一彦：小腸転移を来たした stage4A 肝細胞癌の一例
3) 福田浩子、大仁田

賢、井上直樹、石居公之、中島悠史郎、矢嶌弘之、法村大輔、松島加

代子、陳 俊全、山口直之、磯本

一、水田陽平、中尾一彦、安倍邦子、林

徳眞吉：原

因不明の消化管出血のため施行したカプセル内視鏡が診断過程で有用であった小腸
GIST の 1 例
第 15 回日本ヘリコバクター学会
2009.6.25-6.26

神谷

茂

東京

シンポジウム：
1) 磯本 一、平山壽哉：ヘリコバクターピロリ空砲化致死毒素 (VacA) のアポトーシス誘発
機構
ポスター：
1) 平山壽哉、磯本

一、山岡吉生、東

健： VacA による PI3K/Akt 情報伝達経路を介し

た GSK3 の阻害について
第 45 回日本肝癌研究会
2009.7.3-7.4

岡崎

正敏

福岡

ポスター：
1) 秋山祖久、三馬

聡、小澤栄介、竹下茂之、松崎寿久、村岡

徹、宮明寿光、田浦直太、

市川辰樹、中尾一彦：高度脈管侵襲を伴った肝細胞癌に対する S1+ 動注用シスプラチン
併用療法の効果についての検討
一般口演：
1) 田浦直太、八橋

弘、市川辰樹、中尾一彦、石橋大海：肝癌症例における糖尿病の頻度に

ついての検討

第 19 回日本光線力学学会総会
2009.7.4

荒井

恒憲

東京

一般演題：
1) 野中 隆、七島篤志、上原雅隆、池田美保子、磯本

一、安永

武：ヒト由来胆道癌細胞

に対するフォトフリンによる光線力学療法 (PDT) の殺細胞効果、アポトーシス誘導効果
の検討
第 27 回日本肝移植研究会
2009.7.10-7.11
シンポジウム：

市田隆文

静岡

1) 市川辰樹、松崎寿久、福島真典、宮明寿光、田浦直太、江口

晋、高槻光寿、兼松隆之、

中尾一彦：成人発症 2 型シトルリン血症にアルギニン製剤内服と栄養指導を行い 3 年間意
識障害を回避している 1 例
2) 江口 晋、高槻光寿、山之内孝彰、日高匡章、曽山明彦、宮崎健介、猪熊孝実、朝長哲生、
黒木 保、田島義証、兼松隆之、松崎寿久、市川辰樹、中尾一彦：エコ肝移植‐シンバイ
オティクス療法による感染防御効果の前向きランダム化試験
一般口演：
1) 松崎寿久、市川辰樹、宮明寿光、江口

晋、蒲原行雄、兼松隆之、水田陽平、中尾一彦：

Basiliximab が著効した生体肝移植後 de novo 自己免疫性肝炎の一例
2) 福島真典、小澤栄介、松崎寿久、江口

晋、高槻光寿、奥平定之、林

徳真吉、宮明寿光、

田浦直太、市川辰樹、兼松隆之、中尾一彦：肝癌の根治的治療後に生体肝移植を行い移植
17 ヶ月後に骨盤内再発を来した一例
一般演題：
1) 奥平定之、曽山明彦、日高匡章、山之内孝彰、高槻光寿、江口
市川辰樹、安倍邦子、林

晋、田島義証、松崎寿久、

徳真吉、兼松隆之：B 型肝硬変・肝細胞癌に対する生体肝移植

後に原因不明の肝線維化が進行している 1 例
第 46 回日本消化器免疫学会総会
2009.7.23-7.24

恩地

森一

愛媛

ポスター：
1) 磯本 一、石居公之、井上直樹、中尾一彦、河野

茂、宿輪三郎：クローン病におけるパ

イエル板の拡大内視鏡観察の臨床的意義
2) 石居公之、磯本

一、井上直樹、大仁田

賢、水田陽平、中尾一彦、河野

茂、宿輪三郎：

潰瘍性大腸炎におけるパイエル板の拡大内視鏡観察の臨床的意義
3) 市川辰樹、高木裕子、宮明寿光、田浦直太、磯本

一、水田陽平、中尾一彦：ステロイド

抵抗性自己免疫性肝炎に対するタクロリムスの効果
第 286 回日本内科学会九州地方会
2009.8.22

有馬

直道

鹿児島

一般演題：
1) 荻原久美、秋山祖久、村岡

徹、大谷正史、田浦直太、宮明寿光、市川辰樹、磯本

一、

水田陽平、中尾一彦：肝動脈塞栓術にて治癒した肝動脈瘤胆道穿破の 1 例
第 62 回日本細菌学会九州支部総会
2009.9.4-9.5

宮本

比呂志

一般演題：
1) 平山壽哉、中山真彰、久恒順三、磯本
路を介した GSK3 の阻害について

一： H.pyloriVacA による PI3K/Akt 情報伝達経

佐賀

第 45 回日本移植学会総会
2009.9.16-9.18

寺岡

慧

東京

シンポジウム：
1) 市川辰樹、江口

晋、宮明寿光、松崎寿久、田浦直太、高槻光寿、奥平定之、林

徳眞吉、

兼松隆之、中尾一彦：長崎大学病院における肝移植後原疾患の再発、特に原因不明肝硬変
例について
第 13 回日本肝臓学会大会
2009.10.14-10.16

溝上

雅史

京都

ワークショップ：
1) 市川辰樹、江口

晋、中尾一彦：肝移植後の再発 HCV に対する IFN 単独療法の位置付

け
ポスター：
1) 村岡

徹、市川辰樹、竹下茂之、松崎寿久、秋山祖久、三馬

田浦直太、磯本

聡、小澤栄介、宮明寿光、

一、水田陽平、中尾一彦：インスリンの mTOR リン酸化が HCV 増殖

に与える影響
2) 宮明寿光、市川辰樹、秋山祖久、小澤栄介、三馬

聡、竹下茂之、松崎寿久、村岡

徹、

中尾一彦： C 型慢性肝炎の組織像におよぼす生活習慣病の影響について
3) 田浦直太、八橋

弘、中尾一彦、佐田通夫：九州地域における肝癌発生状況に関する検討

4) 小澤栄介、三馬

聡、竹下茂之、松崎寿久、村岡

徹、秋山祖久、宮明寿光、田浦直太、

市川辰樹、水田陽平、中尾一彦： HSP90 阻害薬の肝癌細胞増殖抑制効果の検討
5) 吉村映美、村上英美、重野賢也、堤

卓也、楠本征夫、中尾一彦：胆嚢クーリング下ラジ

オ波焼灼療法を施行した肝細胞癌の 1 例
第 51 回日本消化器病学会大会
2009.10.14-10.17

千葉

勉

シンポジウム：
1) 磯本 一、松島加代子、中尾一彦：食道扁平上皮癌に特異的 miRNA-205 と miRNA-10a
の同定と治療応用
パネルディスカッション：
1) 大仁田

賢、磯本

一、宿輪三郎： H.pylori 除菌前後での胃 MALT リンパ腫に対する

クリスタルバイオレット染色併用拡大内視鏡観察
ポスター：
1) 法村大輔、磯本

一、中尾一彦：バレット食道における Light blue crest の検討

2) 吉田 亮、磯本

一、中島悠史郎、松島加代子、水田陽平、中尾一彦、林

壽哉、河野

徳眞吉、平山

茂： H.pylori 感染と CCL20 発現の基礎的・臨床的検討

3) 森崎智仁、吉田
ガス血症の一例

亮、大場一生、神田哲郎：一過性虚血性小腸炎が原因と推察された門脈

京都

4) 松崎寿久、市川辰樹、村岡

徹、竹下茂之、小澤栄介、三馬

聡、秋山祖久、宮明寿光、

中尾一彦、江口勝美：慢性肝疾患におけるレストレスレッグス症候群 (Restless Legs
Syndrome:RLS) の有病率、および、 RLS が睡眠の質および QOL に及ぼす影響につい
て
5) 松島加代子、磯本

一、中里雅光、山口直之、大仁田

宿輪三郎、水田陽平、中尾一彦、河野

賢、市川辰樹、竹島史直、迎

寛、

茂：消化管炎症における体液中 defensin 測定の

臨床的意義
第 78 回日本消化器内視鏡学会総会
2009.10.14-10.17

工藤

進英

京都

シンポジウム：
1) 大仁田

賢、磯本

一、宿輪三郎：クリスタルバイオレット染色併用 NBI 拡大観察によ

る胃上皮性腫瘍の腺管構造、血管網の検討
パネルディスカッション：
1) 山口直之、西山

仁、宿輪三郎：大腸 ESD の治療成績・偶発症に関わる臨床病理学的因

子
ポスター：
1) 山口直之、磯本

一、西山

仁、大場一生、大仁田

水田陽平、中尾一彦、河野
2) 矢嶌弘之、大仁田

賢、池田幸紀、竹島史直、宿輪三郎、

茂：当科における食道 ESD の現況

賢、宿輪三郎、山口直之、磯本

一、市川辰樹、中尾一彦：早期胃癌

ESD における側方断端陽性例の検討と NBI 拡大内視鏡の有用性
3) 吉田 亮、大場一生、森崎智仁、山口直之、大仁田
神田哲郎、河野

賢、磯本

一、水田陽平、中尾一彦、

茂：術前に魚骨を核とした総胆管結石と診断し内視鏡的に治療した 1 例

第 19 回日本医療薬学会年会
2009.10.24-10.25

佐々木

均

長崎

三雄

福岡

教育講演：
1) 中尾一彦：慢性肝疾患診療の今日
第 64 回日本大腸肛門病学会学術集会
2009.11.6-11.7

飯田

ポスター：
1) 石居公之、磯本

一、大仁田

賢：直腸カルチノイドに対する内視鏡的粘膜下層剥離術

第 20 回日本消化器癌発生学会総会
2009.11.26-11.27

安井

シンポジウム：

弥

1) 井上直樹、磯本

一、中尾一彦： Helicobacter pylori 感染に伴う胃粘膜の microRNA 発

広島

現変動とその意義
ワークショップ：
1) 植原亮平、磯本

一、井上直樹、山口直之、七島篤志、中尾一彦：食道表在癌に対する光

線力学的治療の位置づけ―当科における治療経過と成績―
第 94 回日本消化器病学会九州支部例会
2009.11.27-11.28

馬場

秀夫

シンポジウム：
1) 小澤栄介、黒木

保、中尾一彦：膵管内乳頭粘液性腫瘍における膵管内超音波検査の有用

性の検討
ワークショップ：
1) 江口 晋、高槻光寿、日高匡章、曽山明彦、山之内孝彰、村岡いづみ、小坂太一郎、藤田
文彦、黒木

保、谷口

堅、兼松隆之、松崎寿久、市川辰樹、中尾一彦：生体肝移植術中

に経験した colonic gas explosion
2) 竹下茂之、市川辰樹、小松直広、日野直之、大谷正史、村岡
三馬 聡、小澤栄介、宮明寿光、田浦直太、磯本

徹、松崎寿久、秋山祖久、

一、竹島史直、中尾一彦：ペグインタ

ーフェロン・リバビリン・ GGA 併用療法の有用性についての検討
3) 植原亮平、磯本

一、荻原久美、力富真惟子、佐々木

龍、原口雅史、森崎智仁、矢嶌弘

之、石居公之、中島悠史郎、法村大輔、松島加代子、山口直之、大仁田

賢、市川辰樹、

竹島史直、中尾一彦：過去に投与時反応を発現し再投与を試みたクローン病の 5 例
4) 山口直之、磯本

一、西山

仁、大場一生、大仁田

賢、池田幸紀、竹島史直、宿輪三郎、

河野 茂、中尾一彦：当科における食道腫瘍に対する ESD の現状
一般口演：
1) 法村大輔、山口直之、大仁田

賢、磯本

一、宿輪三郎、竹島史直、水田陽平、中尾一彦：

潰瘍性大腸炎に合併した仙腸関節炎に対して白血球除去療法が有効であった 1 例
2) 日野直之、松崎寿久、小松直広、秋山祖久、小澤栄介、三馬
大谷正史、宮明寿光、田浦直太、山口直之、大仁田

聡、竹下茂之、村岡

賢、市川辰樹、磯本

徹、

一、竹島史直、

坂本一郎、中尾一彦：難治性腹水・下痢により発症した門脈圧亢進症合併脾動静脈瘻の 1
例
3) 小松直広、竹下茂之、日野直之、大谷正史、村岡

徹、松崎寿久、秋山祖久、三馬

聡、

小澤栄介、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、竹島史直、中尾一彦： Fusobacterium
necrophorum による肝膿瘍の 1 例
4) 三根祥一郎、田浦直太、市川辰樹、宮明寿光、秋山祖久、小澤栄介、三馬
松崎寿久、村岡

徹、大谷正史、磯本

聡、竹下茂之、

一、竹島史直、中尾一彦：肝細胞癌に対するラジ

オ波焼灼術中にたこつぼ心筋症をきたした一例
5) 連

乃駟、江口

晋、高槻光寿、日高匡章、曽山明彦、原

村岡いづみ、小坂太一郎、黒木

貴信、山之内孝彰、谷口

堅、

保、兼松隆之、市川辰樹、中尾一彦、大座紀子、江口有

一郎、水田敏彦：肝細胞癌に対し、生体肝移植を含めた集学的治療により 24 年間の長期

熊本

生存を得ている 1 例
第 88 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
2009.11.27-11.28

明石

隆吉

熊本

ワークショップ：
1) 西山 仁、卜部繁俊、福田慎一郎、松本章子、山口直之、岡本健太、磯本

一、竹島史直、

宿輪三郎、水田陽平、中尾一彦：大腸腫瘍に対する ESD の偶発症と対策
2) 松本章子、卜部繁俊、福田慎一郎、岡本健太、西山

仁、山口直之、磯本

一、竹島史直、

宿輪三郎、水田陽平、中尾一彦：大腸腫瘍に対する ESD 手技の工夫
一般演題：
1) 力富真惟子、矢嶌弘之、荻原久美、佐々木

龍、原口雅史、植原亮平、森崎智仁、法村大

輔、中島悠史郎、松島加代子、石居公之、山口直之、大仁田
磯本

一、竹島史直、林

賢、西山

仁、市川辰樹、

徳眞吉、中尾一彦：蛋白漏出性胃腸症で発症した

Enteropathy-associated T-cell lymphoma の一例
2) 石居公之、中島悠史郎、植原亮平、森崎智仁、矢嶌弘之、松島加代子、法村大輔、山口直
之、大仁田

賢、磯本

一、竹島史直、中尾一彦、虎島泰洋、藤田文彦、木下直江、林

徳

眞吉：ダブルバルーン小腸内視鏡が診断に有用であった肺扁平上皮癌小腸転移の一例
第 38 回日本肝臓学会西部会
2009.12.4-12.5

村脇

義和

ワークショップ：
1) 田浦直太、市川辰樹、中尾一彦：非 B 非 C 型肝癌症例に対するサーベイランスと予後の
検討
主題ポスター：
1) 村岡 徹、市川辰樹、中尾一彦：長崎大学第一内科における遺伝性肝疾患症例数の推移お
よび Dubin-Johnson 症候群の一例
ポスター：
１) 佐々木

龍、小澤栄介、原口雅史、大谷正史、竹下茂之、松崎寿久、村岡

徹、秋山祖久、

三馬 聡、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、竹島史直、玉田陽子、八橋

弘、中尾一彦：

遺伝子解析で同一施設における水平感染が証明された新規 C 型肝炎ウイルス感染の 2 症
例
２) 日高匡章、江口

晋、高槻光寿、山之内孝彰、宮明寿光、市川辰樹、黒木

保、谷口

堅、

田島義証、中尾一彦、兼松隆之：生体肝移植における HCV 治療後 SVR ドナーの選択
３) 原口雅史、宮明寿光、大谷正史、竹下茂之、松崎寿久、村岡

徹、秋山祖久、三馬

聡、

小澤栄介、田浦直太、市川辰樹、竹島史直、中尾一彦：発症早期の肝生検にて急性肝炎の
像を呈した自己免疫性肝炎の 2 例
一般口演：
1) 秋山祖久、三馬

聡、小澤栄介、竹下茂之、松崎寿久、村岡

徹、宮明寿光、市川辰樹、

鳥取

中尾一彦：高度脈管侵襲を伴った肝細胞癌に対する S1+動注用シスプラチン併用療法の効
果についての検討
2) 江口 晋、高槻光寿、山之内孝彰、日高匡章、曽山明彦、谷口

堅、黒木

保、田島義証、

兼松隆之、市川辰樹、松崎寿久、宮明寿光、中尾一彦： C 型肝炎陽性患者に対する肝移
植―肝移植後の再発 HCV 肝炎、急性拒絶反応の鑑別に FOXp3 染色は利用できるか？
―
3) 大谷正史、市川辰樹、田浦直太、宮明寿光、佐々木
子、松崎寿久、竹下茂之、村岡

龍、原口雅史、荻原久美、力富真惟

徹、秋山祖久、小澤栄介、三馬

聡、竹島史直、中尾一

彦：当科における肝細胞癌剖検例 190 症例における遠隔転移についての検討
第 288 回日本内科学会九州地方会
2010.1.30

高柳

涼一

福岡

一般口演：
1) 森崎智仁、山口直之、宮明寿光、大仁田

賢、磯本

一、竹島史直、中尾一彦、鳥山

寛：

S-1 単剤化学療法中の進行胃癌に硬化性胆管炎様病変を合併した 1 例
第 6 回日本消化管学会総会学術集会
2010.2.19-2.20

飯田

三雄

シンポジウム：
1) 磯本 一、大仁田

賢、宿輪三郎：胃上皮性腫瘍の腺管構造と血管網の検討― crystal violet

染色と NBI 同時観察の有用性
ワークショップ：
1) 竹島史直、大仁田

賢、山口直之、磯本

一、水田陽平、中尾一彦：消化管悪性リンパ腫

の診断における拡大内視鏡観察の有用性
2) 山口直之、磯本

一、西山

仁、大場一生、大仁田

賢、池田幸紀、竹島史直、宿輪三郎、

中尾一彦：当科における表在型食道癌に対する治療戦略― ESD と PDT を中心に―
3) 矢嶌弘之、磯本

一、竹島史直、植原亮平、松島加代子、森崎智仁、法村大輔、中島悠史

郎、石居公之、山口直之、大仁田

賢、中尾一彦：過去に投与時反応を発現し再投与を試

みたクローン病の 5 例
4) 大仁田

賢、山口直之、磯本

一、竹島史直、中尾一彦、西山

仁、宿輪三郎：早期胃癌

適応拡大病変に対する ESD の現状と問題点
5) 松島加代子、磯本
中島悠史郎、三馬

一、中尾一彦、植原亮平、森崎智仁、法村大輔、矢嶌弘之、石居公之、
聡、山口直之、大仁田

賢、市川辰樹、竹島史直：食道粘膜創傷治癒

機転における上皮間葉転換関連 miRNAs (200 family・205) の関与
ポスター：
1) 依田彩文、竹島史直、林

徳眞吉、山口直之、大仁田

賢、磯本

一、井上圭太、龍田洋

一、門田耕一郎、吉岡寿麻子、中道聖子、大園恵幸、中尾一彦：13 C-acetate による胃排
出能の検討を行った好酸球性胃腸炎の 1 例

福岡

一般口演：
1) 石居公之、磯本

一、西山

仁、山口直之、福田英一郎、池田幸紀、大仁田

賢、宿輪三

郎、中尾一彦：直腸カルチノイドに対する内視鏡的粘膜下層剥離術
2) 植原亮平、山口直之、大仁田

賢、磯本

一、竹島史直、山川

正、井上健一郎、中尾一

彦： Regiflex achalasia dilator 法によるバルーン拡張術を施行した食道アカラシア 13
症例の検討
第 82 回日本胃癌学会総会
2010.3.3-3.5

梨本

篤

新潟

ワークショップ：
1) 大仁田 賢、宿輪三郎、山口直之、西山

仁、福田英一郎、磯本

一、竹島史直、中尾一

彦： ESD の術後病理診断にて非治癒切除となった早期胃癌症例の追加治療と予後
第 8 回日本臨床腫瘍学会学術集会
2010.3.18-3.19

畠

清彦

東京

ポスター：
1) 竹下茂之、森

沙耶香、竹下浩明、藤田文彦、市川辰樹、竹島史直、澤井照光、中尾一彦、

兼松隆之、上平

憲：セツキシマブ投与における KRAS 遺伝子変異検出法の検討

第 83 回日本細菌学会総会
2010.3.27-3.29

笹川

千尋

ポスター：
1) 松島加代子、磯本

一、河野

茂、中尾一彦、平山壽哉： Clinical significance of microRNA

signatures in Helicobacter pylori-infected gastric mucosa

横浜

