
国際学会 

 

EASL The International Liver Congress (第45回欧州肝臓学会) 

2010.4.14-4.18 Gustav Paumgartner Vienna,Austria 

ポスター： 

1) Matsuzaki T, Ichikawa T, Otani M, Takeshita S, Muraoka T, Akiyama M, Ozawa E, Miuma S, 

Miyaaki H, Taura N, Eguchi S, Kanematsu T, Nakao K：The significance of hepatitis B virus 

core-related antigen and covalently closed circular DNA as HBV re-infection markers after liver 

transplantation 

 

2) Taura N, Yatsuhashi H, Nakao K, Sata M：The incidence of hepatocellular carcinoma associated 

with hepatitis C infection decreased in Kyushu,Japan 

 

3) Ichikawa T, Takeshita S, Muraoka T, Matsuzaki T, Miyaaki H, Taura N, Nakao K ：

Geranylgeranylacetone induced mtor activity has anti-hepatitis C virus activity 

 

4) Muraoka T, Ichikawa T, Taura N, Miyaaki H, Takeshita S, Akiyama M, Miuma S, Ozawa E, 

Matsuzaki T, Otani M, Takeshima F, Nakao K：Mtor activity that induced by insulin has 

anti-hepatitis C virus activity 

 

12th ISDE 

2010.9.2-9.5 Takashi Aikou Kagoshima,Japan 

Abstract Award Winners： 

1) Minami H, Inoue H, Kudo S：In vivo evaluation of living cells in the esophagus: endocytoscopic 

atypia ( ECA ) classification 

 

XXIIIrd International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive 

inflammation and gastric cancer (EHSG) 

2010.9.16-9.18 Ernst Kuipers Rotterdam,The Netherlands 

ポスター： 

1) Isomoto H, Nakashima Y, Nakao K, Hirayama T：Enhanced expression of CCL20 and CXCL13 in 

H.pylori-associated gastritis in humans 

 

 

 

 

 

 



UEGW (第１8回欧州消化器病週間） 

2010.10.23-10.27 Rolf Hultcrantz Barcelona,Spain 

特別講演： 

1) Minami H, Inoue H, Hosoya T, Yokoyama A, Kudo S：Peroral endoscopic Myotomy : poem - 35 

cases clinical experiences - noble endoscopic treatment against esophageal achalasia 

 

一般口演： 

1) Norimura D, Isomoto H, Akazawa Y, Takeshima F, Nakao K：Magnifying endoscopic observation 

with narrow band imaging for specialized intestinal metaplasia in barrett's esophagus - 

importance of light blue crests 

 

2) Matsushima K, Isomoto H, Ichikawa T, Takeshima F, Nakao K, Hirayama T：Helicobacter pylori 

- specific micrornas modulate immune and inflammatory processes in gastric mucosa 

 

ポスター： 

1) Akazawa Y, Cazanave S, Isomoto H, Nakao K, Gores G：The mechanisms by which palmitoleate 

attenuates palmitate - induced apoptosis 

 

2) Uehara R, Isomoto H, Yamaguchi N, Inoue N, Matsushima K, Takeshima F, Nakao K：Effects of 

photodynamic therapy for superficial esophageal squamous cell carcinoma in vivo and in vitro 

 

3) Yajima H, Isomoto H, Nishiyama H, Murata T, Fukuda S, Gotou K, Matsumoto A, Okamoto K, 

Akazawa Y, Yamaguchi N, Ohnita K, Ikeda K, Oda H, Takeshima F, Shikuwa S, Nakao K：

Endoscopic submucosal dissection for gastric neoplasms in consecutive 971 cases with special 

reference to laterally positive margin for tumor cells 

 

4) Miyaaki H, Taura N, Ichikawa T, Nakao K：Predictive value of suppressor of cytokine signal 3 

( SOCS3 ) in the liver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD)（第61回米国肝臓学会） 

2010.10.29-11.2 Arun J. Sanyal Boston,USA 

ポスター： 

1) Kawaguchi T, Yatsuhashi H, Watanabe H, Saitsu H, Nakao K, Taketomi A, Ohta S, Tabaru A, 

Takenaka K, Mizuta T, Nagata K, Komorizono Y, Fukuizumi K, Seike M, Matsumoto S, 

Maeshiro T, Tsub-ouchi H, Muro T, Inoue O, Akahoshi M, Sata M：Data mining revealed clinical 

feature profil-ing associated with staging of non HBV-and non HCV-related hepatocellular 

carcinoma 

 

2) Taura N, Ichikawa T, Miyaaki H, Muraoka T, Matsuzaki T, Ohtani M, Isomoto H, Takeshima F, 

Nakao K ： Differences in prognostic factors according to viral status in patients with 

hepatocellular carcinoma 

 

The 4th Japan and US Collaboration Conference in Gastroenterology 

2010.11.17-11.18 Toshifumi Hibi / Eugene B. Chang Tokyo,Japan 

一般口演： 

1) Matsushima K, Isomoto H, Kohno S, Hirayama T, Nakao K：MicroRNA modulation in 

H.pylori-infected gastritis 

 

10th Korea-Japan Joint Symposium on Gastrointestinal Endoscopy (KJSGE) 

2011.3.26 Chang Duck Kim / Michio Kaminishi Seoul, Korea 

ポスター： 

1) Norimura D, Isomoto H, Akazawa Y, Matsushima K, Ishi H, Inoue N, Ohnita K, Shikuwa S, 

Arima T, Hayashi T, Takeshima F, Nakao K：Case series of duodenal follicular lymphoma, 

observed by magnified endoscopy with narrow band imaging 

 

2) Yamaguchi N, Isomoto H, Akazawa Y, Ohnita K, Ichikawa T, Takeshima F, Shikuwa S, Nakao 

K：Usefulness of oral prednisolone in treatment of esophageal stricture following endoscopic 

submucosal dissection for superficial esophageal epithelial neoplasms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国内学会 

 

第107回日本内科学会総会・講演会 

2010.4.9-4.11 小林 祥泰 東京 

一般演題： 

1) 宮明寿光、田浦直太、三馬 聡、秋山祖久、小澤栄介、竹下茂之、竹島史直、中尾一彦：後期高齢者

における肝細胞癌の特徴 

 

第96回日本消化器病学会総会 

2010.4.22-4.24 畠山 勝義 新潟 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ： 

1) 門田耕一郎、竹島史直、中尾一彦：禁煙後の消化管運動変化と食欲関連ホルモンの解析 

 

ワークショップ： 

1) 松崎寿久、江口 晋、中尾一彦：生体肝移植における微小肝細胞癌の意義 

 

一般口演： 

1) 山道 忍、市川辰樹、宮明寿光、田浦直太、三馬 聡、秋山祖久、小澤栄介、竹下茂之、松崎寿久、

村岡 徹、大谷正史、河野良太、宮副由梨、川畑哲史、竹島史直、中尾一彦：血清型 1 型高ウイル

ス量の慢性 C 型肝炎症例に対する peg-IFN-α2b と Ribavirin 併用療法における治療開始 1 週

間目までの HCV 減少率の重要性 

2) 日高匡章、江口 晋、奥平定之、高槻光寿、曽山明彦、朝長哲生、小坂太一郎、村岡いづみ、井上悠

介、梶山實香、原 貴信、渡邊健人、黒木 保、谷口 堅、宮明寿光、市川辰樹、中尾一彦、兼松隆

之：肝細胞癌に対する集学的治療効果の検証 移植摘出肝を用いて 

3) 宮副由梨、三馬 聡、河野良太、山道 忍、大谷正史、竹下茂之、松崎寿久、村岡 徹、秋山祖久、

小澤栄介、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、竹島史直、中尾一彦：肝細胞癌症例における高インスリ

ン血症を来たす背景因子の検討 

4) 松島加代子、磯本 一、井上直樹、山口直之、大仁田 賢、市川辰樹、竹島史直、中尾一彦、河野 茂、

平山壽哉：H.pylori 感染に伴う胃粘膜の microRNA 発現変動とその意義 

5) 松島加代子、磯本 一、山口直之、井上直樹、植原亮平、法村大輔、西山 仁、大仁田 賢、竹島史

直、宿輪三郎、中尾一彦、林 靖之：当科における食道癌治療戦略―内視鏡的サルベージ治療の検討

― 

6) 植原亮平、磯本 一、宿輪三郎、矢嶌弘之、山口直之、大仁田 賢、竹島史直、市川辰樹、中尾一彦：

Peutz-Jeghars 症候群の診断・治療における小腸内視鏡の役割 

 

 

 

 



ポスター： 

1) 河野良太、宮明寿光、山道 忍、宮副由梨、大谷正史、村岡 徹、松崎寿久、竹下茂之、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：EOB プリモビスト-MRI にて肝

細胞癌との鑑別が困難であったアルコール性の多発過形成結節の 2 例 

2) 矢嶌弘之、竹島史直、石居公之、中島悠史郎、法村大輔、松島加代子、山口直之、宮明寿光、田浦直

太、大仁田 賢、市川辰樹、磯本 一、水田陽平、中尾一彦：原発性免疫不全症候群にクローン病を

伴った一例 

 

第79回日本消化器内視鏡学会総会 

2010.5.13-5.15 田尻 久雄 東京 

国際シンポジウム： 

1) Inoue H, Minami H, Kudo S：Current status and future perspective of ESD in the upper GI tract 

 

ビデオシンポジウム： 

1) 南 ひとみ、井上晴洋、工藤進英：ESD を発展させた 「 食道アカラシアに対する経口内視鏡的筋

層切開術 ( POEM ) 」 の臨床 

2) 西山 仁、宿輪三郎、中尾一彦：大腸腫瘍に対する ESD ～手技と工夫～ 

 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ： 

1) 南 ひとみ、井上晴洋、工藤進英：咽頭・食道微小病変の取り扱い―当院における診断・治療の実際

― 

 

一般口演： 

1) 木畑 穣、井上晴洋、南 ひとみ、佐藤嘉高、加賀まこと、塩飽洋生、横山顕礼、工藤進英：IPCL Type 

V-3 の亜分類の試み 

2) 横山顕礼、井上晴洋、木畑 穣、南 ひとみ、和田祥城、佐藤嘉高、加賀まこと、浜谷茂治、工藤進

英：「 食道における “IPCL pattern 分類” 」 と 「 胃癌における “NBI 拡大内視鏡分類” 」 

の有用性 

3) 木畑 穣、井上晴洋、南 ひとみ、佐藤嘉高、加賀まこと、横山顕礼、塩飽洋生、工藤進英：“非露

出型” の未分化型胃粘膜癌の拡大内視鏡所見 

 

第85回日本医療機器学会大会 

2010.5.13-5.15 松田 和久 福岡 

一般演題： 

1) 川添 薫、中尾一彦：内視鏡チャンネル模倣実験器具を用いた球状線維ブラシによる洗浄効果に関す

る検討 

 

 



第22回日本肝胆膵外科学会・学術集会 

2010.5.26-5.28 海野 倫明 仙台 

ポスター： 

1) 野中 隆、七島篤志、飛永修一、阿保貴章、上原雅隆、池田美保子、磯本 一、永安 武：胆道癌細

胞に対する新規光感受性物質 (レザフィリン) による光線力学療法 ( PDT ) の有用性の検討 

 

第46回日本肝臓学会総会 

2010.5.27-5.28 河田 純男 山形 

ワークショップ： 

1) 大谷正史、松崎寿久、村岡 徹、竹下茂之、三馬 聡、小澤栄介、秋山祖久、宮明寿光、田浦直太、

市川辰樹、中尾一彦：医療従事者における初回ないし再 HB ワクチン後の HBs 抗体価の長期経過 

2) 村岡 徹、市川辰樹、竹下茂之、松崎寿久、大谷正史、秋山祖久、小澤栄介、三馬 聡、宮明寿光、

田浦直太、竹島史直、中尾一彦：インターフェロンやインスリン、 Geranyl-geranylacetone による 

mTOR 活性化と抗 HCV 作用に関する検討 

 

一般口演： 

1) 三馬 聡、小澤栄介、秋山祖久、竹下茂之、松崎寿久、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、中尾一彦：

IFN-α、 COX2 選択的阻害剤、 BCAA 製剤が肝癌細胞の生物活性に及ぼす影響とその作用点につ

いて 

 

ポスター： 

1) 田浦直太、市川辰樹、中尾一彦：糖尿病と C 型肝炎ウイルス関連肝癌についての検討 

 

第289回日本内科学会九州地方会 

2010.5.29 門田 淳一 大分 

一般演題： 

1) 河野良太、秋山祖久、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：両側多発性

嚢胞腎合併カロリー病の 1 例 

 

第20回日本光線力学学会学術講演会 

2010.6.11-6.13 三好 憲雄 福井 

一般演題： 

1) 野中 隆、七島篤志、上原雅隆、池田美保子、磯本 一、永安 武：光感受性物質レザフィリンとフ

ォトフリンを用いた胆道癌への光線力学療法の比較解析 

 

 

 

 



第95回日本消化器病学会九州支部例会 

2010.6.18-6.19 山口 幸二 北九州 

シンポジウム： 

1) 森崎智仁、山口直之、大仁田 賢、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：当科における小腸内視鏡の診断

能と偶発症に関する検討 

 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ： 

1) 田浦直太、市川辰樹、宮明寿光、三馬 聡、村岡 徹、松崎寿久、竹下茂之、大谷正史、磯本 一、

竹島史直、中尾一彦：糖尿病と肝癌の関連についての検討 

 

ワークショップ： 

1) 山口直之、磯本 一、西山 仁、大仁田 賢、市川辰樹、竹島史直、水田陽平、宿輪三郎、中尾一彦：

食道 ESD 後狭窄に対するステロイド経口投与の有用性 

2) 宮明寿光、市川辰樹、田浦直太、三馬 聡、秋山祖久、小澤栄介、竹下茂之、松崎寿久、村岡 徹、

大谷正史、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：早期肝細胞癌診断における Gd-EOB-DTPA MRI の有

用性と限界 

3) 日高匡章、江口 晋、高槻光寿、奥平定之、曽山明彦、朝長哲生、小坂太一郎、村岡いづみ、足立智

彦、黒木 保、松崎寿久、宮明寿光、市川辰樹、中尾一彦、兼松隆之：末期硬変肝の肝細胞癌検出に

おける EOB-MRI の役割―移植摘出肝での検討― 

 

修練医発表： 

1) 三根祥一郎、山口直之、大仁田 賢、市川辰樹、磯本 一、竹島史直、宿輪三郎、中尾一彦：全周 ESD 

後の狭窄予防にステロイド経口投与が有用であった食道表在癌の 2 症例 

 

研修医発表： 

1) 田崎雄一、宮明寿光、大谷正史、竹下茂之、村岡 徹、松崎寿久、秋山祖久、三馬 聡、小澤栄介、

田浦直太、市川辰樹、磯本 一、安倍邦子、竹島史直、中尾一彦：術前検査により胆管細胞癌が疑わ

れ切除標本より adenosquamous cell carcinoma であったことが判明した 1 例 

2) 江頭 崇、松崎寿久、市川辰樹、宮明寿光、山口直之、田浦直太、大仁田 賢、今西大介：肝炎後再

生不良性貧血の一例 

 

学生発表： 

1) 上木智博、竹島史直、中島悠史郎、木下直江、澤井照光、井上圭太、吉岡寿麻子、山口直之、宮明寿

光、田浦直太、大仁田 賢、市川辰樹、磯本 一、大園惠幸、中尾一彦：ダブルバルーン小腸内視鏡

にて小腸の虚血性病変が明らかになった腸間膜脂肪織炎の 1 例 

2) 大橋和明、市川辰樹、田浦直太、宮明寿光、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：不眠を主訴にして肝性

脳症の診断をうけた肝硬変症の 1 例 

 



第89回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 

2010.6.18-6.19 櫻井 俊弘 北九州 

研修医発表： 

1) 宇都宮 健、宮明寿光、大谷正史、村岡 徹、松崎寿久、秋山祖久、三馬 聡、小澤栄介、竹下茂之、

田浦直太、市川辰樹、磯本 一、安倍邦子、竹島史直、中尾一彦：胃粘膜下腫瘍の形態を呈し GIST 

との鑑別を要した転移性肝細胞癌の 1 例 

 

第16回日本ヘリコバクター学会学術集会 

2010.6.24-6.25 千葉 勉 京都 

受賞講演： 

1) 磯本 一：H.pylori 胃炎における microRNA 発現プロファイル解析と病原因子依存性について 

 

シンポジウム： 

1) 磯本 一、平山壽哉：H.pylori 胃炎における microRNA 発現プロファイル解析と病原因子依存性に

ついて 

2) 大仁田 賢、磯本 一、平山壽哉：消化管リンパ腫の拡大内視鏡観察とその臨床的意義 

 

第28回日本肝移植研究会 

2010.7.1-7.2 浅原 利正 広島 

シンポジウム： 

1) 松崎寿久、市川辰樹、宮明寿光、田浦直太、高槻光寿、江口 晋、兼松隆之、中尾一彦：血清 HBV 

コア関連抗原と肝組織中 cccDNA の肝移植後 HBV 再感染マーカーとしての意義 

2) 市川辰樹、田浦直太、宮明寿光、松崎寿久、小松直広、日野直之、江口 晋、高槻光寿、奥平定之、

林 徳眞吉、兼松隆之、中尾一彦：肝移植後再発 HCV 感染への peg-IFN、リバビリン併用療法無

効例に対する IFN-β の意義 

 

一般演題： 

1) 小松直広、市川辰樹、松崎寿久、日野直之、宮明寿光、田浦直太、江口 晋、高槻光寿、奥平定之、

林 徳眞吉、兼松隆之、中尾一彦：Peg-IFN、リバビリン併用療法終了後リバウンド現象を起こし、 

Peg-IFN 単独療法により SVR を達成した生体肝移植後慢性 C 型肝炎の一例 

2) 日野直之、松崎寿久、市川辰樹、宮明寿光、田浦直太、田口 潤、高槻光寿、江口 晋、兼松隆之、

中尾一彦：溶血性貧血を合併した生体肝移植後サイトメガロウイルス再活性化の一例 

 

第47回日本消化器免疫学会総会 

2010.7.8-7.9 藤山 佳秀 滋賀 

一般演題： 

1) 石居公之、磯本 一、松島加代子、井上直樹、竹島史直、宿輪三郎、中尾一彦、林 徳眞吉：クロー

ン病におけるパイエル板の拡大内視鏡観察とその臨床的意義 

 



第46回日本肝癌研究会 

2010.7.8-7.9 林 紀夫 大阪 

ﾋﾞﾃﾞｵｾｯｼｮﾝ： 

1) 阿保貴章、七島篤志、飛永修一、羽田野和彦、武岡陽介、三馬 聡、宮副由梨、田浦直太、市川辰樹、

野中 隆、澤井照光、中尾一彦、永安 武：Single incision laparoscopic hepatectomy を施行した

肝細胞癌の 1 切除例 

 

ポスター： 

1) 田浦直太、市川辰樹、宮明寿光、三馬 聡、村岡 徹、松崎寿久、大谷正史、磯本 一、竹島史直、

中尾一彦：糖尿病と肝癌の関連についての検討 

2) 日高匡章、江口 晋、高槻光寿、曽山明彦、朝長哲生、小坂太一郎、村岡いづみ、足立智彦、黒木 保、

松崎寿久、宮明寿光、市川辰樹、中尾一彦、兼松隆之：アルコール性肝硬変に発生し肝細胞癌との鑑

別が困難であった多血性結節の 2 例 

 

第2回日本 RNAi 研究会 

2010.8.27-8.28 田原 栄俊 広島 

一般口演： 

1) 松島加代子、磯本 一、河野 茂、平山壽哉、中尾一彦：H.pylori 胃炎における microRNA 発現プ

ロファイル解析と病原因子依存性 

 

第290回日本内科学会九州地方会 

2010.8.28 野出 孝一 佐賀 

一般演題： 

1) 三根祥一郎、植原亮平、大仁田 賢、市川辰樹、竹島史直、中尾一彦、山口直之、磯本 一：蛋白漏

出性胃腸症を合併した collagenous colitis の 1 例 

 

第 64 回日本食道学会学術集会 

2010.8.31-9.1 藤田 博正 福岡 

ｸﾘﾆｶﾙﾗｲﾌﾞﾋﾞﾃﾞｵ： 

1) 南 ひとみ、井上晴洋、工藤進英：食道アカラシアに対する内視鏡的筋層切開術 Per-oral Endoscopic 

Myotomy: POEM 

 

第10回あわじしま感染症・免疫フォーラム 

(The 10th Awaji International Forum on Infection and Immunity) 

2010.9.7-9.10 俣野 哲朗 大阪 

ポスター： 

1) Matsushima K, Isomoto H, Ichikawa T, Takeshima F, Hirayama T, Nakao K：H.pylori modulates 

microRNA profile of the gastric mucosa in infected hosts 

    



第17回日本門脈圧亢進症学会総会 

2010.9.9-9.10 塚田 一博 富山 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ： 

1) 松崎寿久、市川辰樹、宮明寿光、田浦直太、曽山明彦、日高匡章、高槻光寿、江口 晋、兼松隆之、

中尾一彦：当院における肝移植後の食道静脈瘤の変化 

 

第69回日本癌学会学術総会 

2010.9.22-9.24 門田 守人 大阪 

ポスター： 

1) 松島加代子、磯本 一、中尾一彦、平山壽哉：H.pylori 感染に伴う胃粘膜の microRNA 発現変動と

その意義 

2) 日高匡章、江口 晋、高槻光寿、奥平定之、曽山明彦、村岡いづみ、足立智彦、黒木 保、松崎寿久、

宮明寿光、市川辰樹、中尾一彦、兼松隆之：Gd-EOB-MRI による硬変肝での肝細胞癌の検出能―移

植摘出肝での検討― 

 

第20回日本超音波医学会九州地方会学術集会 

2010.10.3 増﨑 英明 長崎 

一般口演： 

1) 宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、磯本 一、竹島史直、浜田久之、中尾一彦：シミュレーターを用い

たエコー教育の試み 

 

第14回日本肝臓学会大会 

2010.10.13-10.14 中沼 安二 横浜 

ワークショップ： 

1) 市川辰樹、江口 晋、中尾一彦：HTLV-1 感染肝疾患に対する生体肝移植における問題点 

 

ポスター： 

1) 宮明寿光、市川辰樹、田浦直太、三馬 聡、大谷正史、村岡 徹、松崎寿久、磯本 一、竹島史直、

中尾一彦：C 型慢性肝炎インターフェロン治療における治療抵抗因子 ( SOCS 3、 肝脂肪化、 HCV 

コアアミノ酸変異 ) の検討 

2) 藤崎邦夫、水田敏彦、梶原英二、杉 和洋、中尾一彦、坪内博仁：1 型高ウイルス量 C 型慢性肝炎

に対する PEG-IFNα-2a/Ribavirin 併用療法の治療成績―多施設共同研究― 

3) 田浦直太、市川辰樹、宮明寿光、中尾一彦：C 型慢性肝疾患セログループ 2 型における Peg-IFN

α2b・ribavirin 併用療法の治療効果に寄与する因子の検討―長崎肝疾患研究会 ( NASLD ) による

多施設共同研究― 

4) 田浦直太、市川辰樹、宮明寿光、中尾一彦：非 B 非 C 型肝癌における肝癌腫瘍マーカーの特徴に

ついての検討 

 



第52回日本消化器病学会大会 

2010.10.13-10.16 林 紀夫 横浜 

ワークショップ： 

1) 田浦直太、市川辰樹、中尾一彦：肝癌症例における高インスリン血症と背景因子についての検討 

 

ポスター： 

1) 山口直之、磯本 一、西山 仁、大仁田 賢、市川辰樹、竹島史直、宿輪三郎、中尾一彦：食道 ESD 

後狭窄に対するステロイド経口投与の有用性 

2) 飛永修一、七島篤志、田浦直太、阿保貴章、宮明寿光、市川辰樹、澤井照光、中尾一彦、永安 武：

肝細胞癌治療効果判定のための治療前後 PIVKA-II 測定の有用性 

3) 吉田 亮、大場一生、庄司寛之、竹島史直、中尾一彦：血管塞栓術で止血しえた肝細胞癌の腸骨転移

巣破裂の一例 

4) 宮明寿光、市川辰樹、田浦直太、三馬 聡、松崎寿久、村岡 徹、竹下茂之、大谷正史、磯本 一、

竹島史直、中尾一彦：NAFLD (非アルコール性脂肪性肝障害) における門脈領域の炎症細胞浸潤の意

義 

5) 松崎寿久、市川辰樹、宮明寿光、田浦直太、磯本 一、近藤英明、竹島史直、中尾一彦：慢性肝疾患

患者におけるレストレスレッグス症候群の有病率と臨床像に関する検討 

6) 大場一生、吉田 亮、庄司寛之、水田陽平、中尾一彦：超音波内視鏡下吸引細胞診 ( EUS-FNA ) が

有用であった膵頭部近傍に発生した組織球肉腫 ( Histiocytic Sarcoma ) の一例 

 

第80回日本消化器内視鏡学会総会 

2010.10.13-10.16 一瀬 雅夫 横浜 

シンポジウム： 

1) 中尾一彦、大仁田 賢、宿輪三郎：早期胃癌に対する ESD 治療後の長期経過の検討 

 

ワークショップ： 

1) 中尾一彦、磯本 一、宿輪三郎：ESD を前提とした胃癌の腺管構造・微小血管像の同時拡大観察 

 

ポスター： 

1) 南 ひとみ、井上晴洋、細谷寿久、久行友和、里舘 均、鈴木道隆、和田陽子、加賀まこと、佐藤嘉

高、工藤進英：食道アカラシアに対する内視鏡的食道筋層切開術 Per-oral Endoscopic Myotomy : 

POEM 

2) 陳 俊全、磯本 一、井上健一郎、三嶋亮介、山口直之、牧山和也、中尾一彦：NBI 併用内視鏡に

よる頚部食道異所性胃粘膜の検出頻度と上部消化管症状との関連性 

3) 久行友和、井上晴洋、南 ひとみ、細谷寿久、加賀まこと、佐藤嘉高、横山顕礼、塩飽洋生、里舘 均、

工藤進英：IPCL パターンを用いた食道表在癌の深達度診断、とくに IPCL type V-3 について 

4) 植原亮平、磯本 一、大仁田 賢、宿輪三郎、中尾一彦：早期胃癌 ESD 後の胃排出能評価における

呼気試験の有用性 



5) 塩飽洋生、井上晴洋、鈴木道隆、和田陽子、久行友和、南 ひとみ、細谷寿久、里舘 均、小鷹紀子、

伊藤寛晃、工藤進英：ESD 困難症例に対する内視鏡的胃全層切除術 ( CLEAN-NET ) の臨床経験 

6) 細谷寿久、井上晴洋、工藤進英、南 ひとみ、浜谷茂治、加賀まこと、佐藤嘉高：上部消化管におけ

る超・拡大内視鏡 (エンドサイト) を用いた内視鏡的異型度診断― ECA 分類 : endocytoscopic 

atypia ― 

7) 横山顕礼、井上晴洋、南 ひとみ、細谷寿久、加賀まこと、佐藤嘉高、工藤進英、浜谷茂治：NBI 拡

大内視鏡分類による形態、組織型診断の検討 

8) 松島加代子、磯本 一、石居公之、中島悠史郎、法村大輔、山口直之、大仁田 賢、竹島史直、宿輪

三郎、林 徳眞吉、中尾一彦：上部消化管リンパ腫の拡大内視鏡観察とその臨床的意義 

9) 松島加代子、磯本 一、石居公之、井上直樹、山口直之、大仁田 賢、竹島史直、宿輪三郎、中山敏

幸、林 徳眞吉、中島正洋、中尾一彦：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 

10) 森崎智仁、磯本 一、石居公之、野中 隆、竹下浩明、澤井照光、山口直之、大仁田 賢、竹島史直、

林 徳眞吉、中尾一彦：NBI 拡大内視鏡観察が有用であった肛門管癌の 1 例 

11) 三根祥一郎、磯本 一、山口直之、林 徳眞吉、大仁田 賢、中山敏幸、中島正洋、竹島史直、西山 

仁、宿輪三郎、中尾一彦：表在性食道扁平上皮癌に対する内視鏡的治療戦略― ESD と PDT を中心

に 

 

第46回日本移植学会総会 

2010.10.20-10.22 吉村 了勇 京都 

ポスター： 

1) 松崎寿久、市川辰樹、田浦直太、宮明寿光、松木 啓、田中健之、土橋佳子、森本浩之輔、宮崎拓郎、

山崎直哉、田川 努、永安 武、中尾一彦：HBc 抗体陽性ドナーによる生体肺移植症例に発症した B 

型急性肝炎の 1 例 

 

第48回日本癌治療学会学術集会 

2010.10.28-10.30 三木 恒治 京都 

一般口演： 

1) 野中良和、野中 隆、七島篤志、阿保貴章、上原雅隆、池田美保子、磯本 一、澤井照光、永安 武：

新規光感受性物質を用いた胆道癌への光線力学療法―従来のフォトフリンとの比較解析 

 

第35回日本大腸肛門病学会九州地方会 

2010.11.6 中越 享 長崎 

シンポジウム： 

1) 松本章子、西山 仁、竹島史直、中尾一彦：タクロリムスの可能性と課題―実例を基に― 

 

 

 



第96回日本消化器病学会九州支部例会 

2010.11.12-11.13 西巻 正 沖縄 

シンポジウム： 

1) 宮明寿光、赤澤祐子、山口直之、田浦直太、大仁田 賢、市川辰樹、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：

長崎大学消化器内科における医師獲得に向けた我々の試み 

 

一般演題： 

1) 橋口慶一、山崎和文、竹島史直、中尾一彦：内視鏡的に整復しえた胃軸捻転症の 1 例 

2) 山口東平、三根祥一郎、赤司太郎、福田祥子、大谷正史、松崎寿久、村岡 徹、本田琢也、宮明寿光、

田浦直太、市川辰樹、足立智彦、黒木 保、磯本 一、竹島史直、鳥山 寛、兼松隆之、中尾一彦：

肝門部胆管癌を発症した自己免疫性肝炎の一例 

 

修練医発表： 

1) 赤司太郎、松崎寿久、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、竹島史直、大河原 均、曽山明彦、日高匡章、

高槻光寿、江口 晋、奥平定之、林 徳眞吉、中島 収、鹿毛政義、兼松隆之、中尾一彦：劇症型肝

不全にて生体肝移植を施行した veno-occlusive disease ( VOD ) の 1 例 

2) 山島美緒、福島真典、重野賢也、池田幸紀、堤 卓也、山川正規、楠本征夫、市川辰樹、中尾一彦：

経皮的ラジオ波焼灼術施行 4 ヶ月後に凝固壊死組織の胆管内穿破による閉塞性黄疸を来たした一例 

 

研修医発表： 

1) 小池玄文、石居公之、法村大輔、赤澤祐子、山口直之、大仁田 賢、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：

GCAP 療法を導入したインフリキシマブ抵抗性クローン病の 2 症例 

2) 荒木智徳、赤澤祐子、大仁田 賢、足立智彦、黒木 保、山口直之、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：

右房近傍まで進展した膵仮性嚢胞の一例 

3) 小松直広、加茂泰広、武村有祐、秋山祖久、河野良太、田浦直太、市川辰樹、木下 昇、中尾一彦：

膵癌及び転移性肝腫瘍に伴う Trousseau 症候群の一例 

4) 梅田雅孝、山口東平、市川辰樹、赤司太郎、三根祥一郎、宮明寿光、田浦直太、磯本 一、竹島史直、

中尾一彦：長期間の IFN 治療により抗 GAD 抗体異常高値を認め 1 型糖尿病を発症した肝硬変 C 

型の一例 

5) 梶村 慈、三馬 聡、赤司太郎、三根祥一郎、山口東平、福田祥子、大谷正史、松崎寿久、村岡 徹、

本田琢也、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、竹島史直、黒木 保、兼松隆之、安倍邦子、林 徳眞吉、

中尾一彦：原発性硬化性胆管炎に合併した若年発症の肝内胆管癌の一例 

6) 前原史朋、三馬 聡、赤司太郎、三根祥一郎、福田祥子、山口東平、大谷正史、松崎寿久、村岡 徹、

本田琢也、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、安倍邦子、林 徳眞吉、萩原久美、福田康弘、竹島史直、

中尾一彦：成人 T 細胞性白血病に伴う血球貪食症候群により発症したと考えられた急性肝炎重症型

の一例 

 

 

 



第90回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 

2010.11.12-11.13 奥島 憲彦 沖縄 

シンポジウム： 

1) 石居公之、磯本 一、松島加代子、竹島史直、中尾一彦、林 徳眞吉、宿輪三郎：炎症性腸疾患にお

けるパイエル板の微細病変における拡大内視鏡観察の臨床的意義 

 

ワークショップ： 

1) 山口直之、磯本 一、赤澤祐子、西山 仁、大仁田 賢、市川辰樹、竹島史直、宿輪三郎、中尾一彦：

当科における食道 ESD の手技と術後狭窄対策 

2) 矢嶌弘之、西山 仁、福田慎一郎、村田朋哉、後藤高介、石居公之、法村大輔、松島加代子、南 ひ

とみ、松本章子、赤澤祐子、岡本健太、山口直之、大仁田 賢、磯本 一、竹島史直、宿輪三郎、中

尾一彦：大腸 ESD の切除成績と手技 

3) 南 ひとみ、磯本 一、赤澤祐子、山口直之、大仁田 賢、竹島史直、中尾一彦：食道アカラシアに

対する経口内視鏡的食道筋層切開術 ( Per-Oral Endoscopic Myotomy;POEM ) の経験 

 

第31回日本レーザー医学会総会 

2010.11.13-11.14 吉田 憲司 名古屋 

シンポジウム： 

1) 七島篤志、野中 隆、磯本 一、上原雅隆、阿保貴章、森崎智仁、澤井照光、永安 武：胆道癌に対

する PDT の臨床応用 

 

第21回日本消化器癌発生学会総会 

2010.11.18-11.19 桑野 博行 軽井沢 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ： 

1) 磯本 一、松島加代子、中尾一彦：H.pylori 胃粘膜における microRNA 発現プロファイル解析 

 

第 3 回日本肝がん分子標的治療研究会 

2011.1.15 沖田 極 山口 

一般口演： 

1) 本田琢也、福田祥子、山口東平、大谷正史、柴田英貴、松崎寿久、村岡 徹、宮明寿光、田浦直太、

市川辰樹、磯本 一、竹島史直、中尾一彦：長崎県における肝細胞癌に対するソラフェニブ治療の現

状 

 

第 14 回日本病態栄養学会 

2011.1.15-1.16 中尾 俊之 横浜 

一般口演： 

1) 東 るみ、中川裕絵、石田佳世、前浜祥子、高島美和、篠崎彰子、山本宏美、市川辰樹、川崎英二、

中尾一彦：NASH を認める生体肝移植のドナーに対する栄養管理を行なった 1 例 

 



第 292 回日本内科学会九州地方会 

2011.1.29 林 純 福岡 

一般演題： 

1) 吉田真太朗、山口東平、松崎寿久、市川辰樹、中尾一彦、對馬秀樹、塚崎邦弘、山崎聡士、鳥山 寛、

新野大介：肝細胞癌に類似する画像所見を示した肝腫瘤を伴う成人 T 細胞性白血病の 1 例 

2) 宮副誠司、増田淳一、冨永雅博、本村政勝、市川辰樹：腹膜透析中 C 型慢性肝炎患者に対する IFN 

療法の 1 経験 

 

第 17 回肝血流動態イメージ研究会 

2011.1.29-1.30 角谷 眞澄 横浜 

一般口演： 

1) 赤司太郎、松崎寿久、宮明寿光、田浦直太、市川辰樹、竹島史直、曽山明彦、日高匡章、高槻光寿、

江口 晋、奥平定之、林 徳眞吉、中島 収、鹿毛政義、大河原 均、兼松隆之、中尾一彦：劇症型

肝不全にて生体肝移植を施行した veno-occlusive disease ( VOD ) の 1 例 

 

第 7 回日本消化管学会総会学術集会 

2011.2.18-2.19 吉川 敏一 京都 

フォーラム： 

1) 山口直之、磯本 一、赤澤祐子、西山 仁、大仁田 賢、市川辰樹、竹島史直、宿輪三郎、中尾一彦：

食道 ESD 後狭窄に関わる臨床病理学的因子とステロイド経口投与の有用性について 

 

コアシンポジウム： 

1) 山口直之、磯本 一、赤澤祐子、西山 仁、大仁田 賢、市川辰樹、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― 

2) 大仁田 賢、磯本 一、宿輪三郎：胃上皮性腫瘍の診断におけるクリスタルバイオレット染色、 NBI、  

AFI の有用性 

 

ワークショップ： 

1) 井上直樹、磯本 一、植原亮平、山口直之、赤澤祐子、大仁田 賢、竹島史直、谷岡 一、千住雅博、

中尾一彦：表在性食道癌、胃癌に対する光線力学的治療の経過と成績 

 

ポスター： 

1) 植原亮平、磯本 一、山口直之、大仁田 賢、竹島史直、宿輪三郎、中尾一彦：内視鏡的粘膜下層剥

離術施行後の消化器症状・胃運動機能評価、および六君子湯内服の有用性の検討 

 

 

 

 

 



２００９年度年報掲載業績の追加（学会） 

 

追加 

 

国際学会 

 

XXIIrd International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive 

inflammation and gastric cancer (EHSG) 

2009.9.17-9.19 Jose Machado Porto,Portugal 

ワークショップ： 

1) Hirayama T, Nakayama M, Isomoto H, Hatakeyama M, Azuma T, Yamaoka Y, Moss J：

Helicobacter pylori VacA induces GSK3 inhibition trough the PI3K/Akt signaling pathway 

 

 

国内学会 

 

第129回日本薬学会 

2009.3.26-3.28 半田 哲郎 京都 

一般口演： 

1) 西岡宏晃、磯本 一、近藤新二、河野 茂、塚元和弘：6 例の Peutz-Jeghers 症候群患者における 

STK11 遺伝子の変異解析 

 

第109回日本外科学会 

2009.4.2-4.4 田中 雅夫 福岡 

一般口演： 

1) 野中 隆、七島篤志、上原雅隆、池田美保子、磯本 一、澤井照光、竹下浩明、日高重和、福岡秀敏、

國崎真己、荒木政人、永安 武：胆管癌の局所補助療法としての光線力学的療法の試みと今後の課題 

 

第30回日本レーザー医学総会 

2009.11.29-12.3 菊地 眞 東京 

ポスター： 

1) 井上直樹、磯本 一、山口直之、大仁田 賢、市川辰樹、竹島史直、谷岡 一、千住雅博、七島篤志、

中尾一彦：当科における表在性食道癌、胃癌に対する光線力学的治療の治療経過と成績 

 

 


