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英文原著 1
A Randomized, Double-Blind, Pilot Study of the
Effect of Famotidine on Acotiamide Treatment for
Functional Dyspepsia.

Hojo M.Nagahara A.Asaoka D.Takeda T.Izumi
K.Matsumoto K.Ueyama H.Shimada Y.Matsumoto
K.Nojiri S.Watanabe S.

Digestion vol 96,2017;1:5-12

英文原著 2
A Systematic Review of the Effectiveness of
Antianxiety and Antidepressive Agents for
Functional Dyspepsia.

Hojo M.Nagahara A.Asaoka D.Shimada Y.Sasaki
H.Matsumoto K.Takeda T.Ueyama H.Matsumoto
K.Watanabe S.

Intern Med vol 56,2017;23:3127-3133

英文原著 3
Continuation of antithrombotic therapy may be
associated with a high incidence of colonic post-
polypectomy bleeding.

Shibuya T.Nomura O.Kodani T.Murakami
T.Fukushima H.Tajima Y.Matsumoto K.Ritsuno
H.Ueyama H.Inami Y.Ishikawa D.Matsumoto
K.Sakamoto N.Osada T.Nagahara A.Ogihara
T.Watanabe S.

Dig Endosc vol 29,2017;3:314-321

英文原著 4

Efficacy of a potassium-competitive acid blocker for
improving symptoms in patients with reflux
esophagitis, non-erosive reflux disease, and
functional dyspepsia.

Asaoka D.Nagahara A.Hojo M.Matsumoto
K.Ueyama H.Matsumoto K.Izumi K.Takeda
T.Komori H.Akazawa Y.Shimada Y.Osada
T.Watanabe S.

Biomed Rep vol 6,2017;2:175-180

英文原著 5 L-carnitine prevents metabolic steatohepatitis in
obese diabetic KK-Ay mice.

Kon K.Ikejima K.Morinaga M.Kusama H.Arai
K.Aoyama T.Uchiyama A.Yamashina S.Watanabe
S.

Hepatol Res.  vol 47,2017;3:E44-E54

英文原著 6 *
Spleen-derived lipocalin-2 in the portal vein
regulates Kupffer cells activation and attenuates
the development of liver fibrosis in mice.

Aoyama T.Kuwahara-Arai K.Uchiyama A.Kon
K.Yamashina S.Ikejima K.Kokubu S.Miyazaki
A.Watanabe S.

Laboratory Investigation,2017;97(8):890-902.

英文原著 7

Changes in Intestinal Microbiota Following
Combination Therapy with Fecal Microbial
Transplantation and Antibiotics for Ulcerative
Colitis.

Ishikawa D.Sasaki T.Osada T.Kuwahara-Arai
K.Haga Keiichi.Shibuya T.Hiramatsu K.Watanabe
S.

Inflamm Bowel Dis vol 23,2017;1:116-125

英文原著 8

A Customized Online Nutrition Guidance System Is
Effective for Treating Patients with Nonalcoholic
Fatty Liver Disease by Supporting Continuity of
Diet Therapy at Home: A Pilot Study.

Aoyama T.Takada H.Uchiyama A.Kon
K.Yamashina S.Ikejima K.Ban H.Watanabe S. Intern Med vol 56,2017;13:1651-1656



英文原著 9
Aldo-keto reductase family 1 member B10 is
associated with hepatitis B virus-related
hepatocellular carcinoma risk.

Mori M.Genda T.Ichida T.Murata A.Kamei
A.Tsuzura H.Sato S.Narita Y.Kanemitsu
Y.Ishikawa S.Kikuchi T.Shimada Y.Hirano K.Iijima
K.Sugimoto K.Wada R.Nagahara A.Watanabe S.

Hepatol Res vol 47,2017;3:E85-E93

英文原著 10
Epigenetic regulation of Wnt/ β -catenin signal-
associated genes in gastric neoplasia of the fundic
gland (chief cell-predominant) type.

Murakami T.Mitomi H.Yao T.Saitou T.Shibuya
T.Watanabe S. Pathol Int vol 67,2017;3:147-155

英文原著 11
Distinct endoscopic characteristics of sessile
serrated adenoma/polyp with and without
dysplasia/carcinoma.

Murakami T.Sakamoto N.Ritsuno H.Shibuya
T.Osada T.Mitomi H.Yao T.Watanabe S. Gastrointest Endosc vol 85,2017;3:590-600

英文原著 12 Efficacy of cytapheresis for remission induction and
dermatological manifestations of ulcerative colitis.

Nomura O.Osada T.Shibuya T.Ishikawa D.Haga
Keiichi.Kodani T.Sakamoto N.Ogihara T.Yamaji
K.Watanabe S.

J Clin Apher,2017

英文原著 13
Hemorrhagic polyps formed like fundic gland polyps
during long-term proton pump inhibitor
administration.

Takeda T.Asaoka D.Tajima Y.Matsumoto K.Takeda
N.Hiromoto T.Okubo S.Saito H.Aoyama T.Shibuya
T.Sakamoto N.Hojo M.Osada T.Nagahara A.Yao
T.Watanabe S.

Clin J Gastroenterol vol 10,2017;478-484

英文原著 14

Distinct Involvement of the Sonic Hedgehog
Signaling Pathway
in Gastric Adenocarcinoma of Fundic Gland Type
and Conventional Gastric
Adenocarcinoma.

Tajima Y.Murakami T.Saito T.Hiromoto T.Akazawa
Y.Sasahara N.Mitomi H.Yao T.Watanabe S. Digestion vol 96,2017;2:81-91

英文原著 15

Distinct histopathological characteristics in
colorectal submucosal invasive carcinoma arising in
sessile serrated adenoma/polyp and conventional
tubular adenoma.

Murakami T.Mitomi H.Yao T.Saito T.Shibuya
T.Sakamoto N.Osada T.Watanabe S. Virchows Arch vol 472,2017;383-393

英文原著 16 Asymptmatic giant retroperitoneal mass detected at
a medical checkup. Takeda T.Asaoka D.Fukumura Y.Watanabe S. Clinical  Case Reports vol 5,2017;12:2148-2150

英文原著 17 *
Impact of MUC1 Expression on the Progression of
Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm With
Worrisome Features During Follow-up.

Tomishima KSai J K.Kanazawa R.Miura H.Shimizu
R.Sato K.Ishii S.Saito H.Ito T.Fukumura Y.Shiina
S.Watanabe S.

Pancreas vol 46,2017;9:1127-1132

英文原著 18
Sodium 4-phenylbutyric acid prevents murine
acetaminophen hepatotoxicity by minimizing
endoplasmic reticulum stress.

Kusama H.Kon K.Ikejima K.Arai K.Aoyama
T.Uchiyama A.Yamashina S.Watanabe S. J Gastroenterol vol 52,2017;5:611-622

英文原著 19
Gadoxetic Acid-Enhanced MR Imaging Predicts
Simeprevir-Induced Hyperbilirubinemia During
Hepatitis C Virus Treatment: A Pilot Study.

Kitamura T.Ando H.Fukada H.Igusa Y.Kokubu
S.Miyazaki A.Fujimura A.Shiina S.Watanabe S. J Clin Pharmacol vol 57,2017;3:369-375

英文原著 20
Survival in patients with Child-Pugh class C
cirrhosis: analysis of the liver transplant registry in
Japan.

Genda T, Ichida T, Sakisaka S, Tanaka E, Mochida
S, Ueno Y, Inui A, Egawa H, Umeshita K,
Furukawa H, Kawasaki S, Inomata Y

Hepatol Res. 2017; 47: 1155-1164



英文原著 21

Genome-wide Association Study Identifies TLL1
Variant Associated With Development of
Hepatocellular Carcinoma After Eradication of
Hepatitis C Virus Infection

Matsuura K, Sawai H, Ikeo K, Ogawa S, Iio E,
Isogawa M, Shimada N, Komori A, Toyoda H,
Kumada T, Namisaki T, Yoshiji H, Sakamoto N,
Nakagawa M, Asahina Y, Kurosaki M, Izumi N,
Enomoto N, Kusakabe A, Kajiwara E, Itoh Y, Ide T,
Tamori A, Matsubara M, Kawada N, Shirabe K,
Tomita E, Honda M, Kaneko S, Nishina S, Suetsugu
A, Hiasa Y, Watanabe H, Genda T, Sakaida I,
Nishiguchi S, Takaguchi K, Tanaka E, Sugihara J,
Shimada M, Kondo Y, Kawai Y, Kojima K, Nagasaki
M, Tokunaga K, Tanaka Y

Gastroenterology 2017;152:1383-1394.

英文原著 22 Nationwide survey for acute liver failure and late-
onset hepatic failure in Japan

Nakao M, Nakayama N, Uchida Y, Tomiya T, Ido A,
Sakaida I, Yokosuka O, Takikawa Y, Inoue K,
Genda T, Shimizu M, Terai S, Tsubouchi H,
Takikawa H, Mochida S

J Gastroenterol. 2017. [Epub ahead of print]

英文原著 23

Overexpression of a disintegrin and
metalloproteinase 21 is associated with motility,
metastasis, and poor prognosis in hepatocellular
carcinoma.

Honda H, Takamura M, Yamagiwa S, Genda T,
Horigome R, Kimura N, Setsu T, Tominaga K,
Kamimura H, Matsuda Y, Wakai T, Aoyagi Y, Terai
S

Sci Rep. 2017; 7: 15485.

英文原著 24

Efficacy and safety of rifaximin in Japanese patients
with hepatic encephalopathy: A phase II/III,
multicenter, randomized, evaluator-blinded, active-
controlled trial and a phase III, multicenter, open
trial.

Suzuki K, Endo R, Takikawa Y, Moriyasu F, Aoyagi
Y, Moriwaki H, Terai S, Sakaida I, Sakai Y,
Nishiguchi S, Ishikawa T, Takagi H, Naganuma A,
Genda T, Ichida T, Takaguchi K, Miyazawa K,
Okita K.

Hepatol Res. 2017 [Epub ahead of print]
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和文原著 1 スクリーニング；発見（detection）から質的診断

（characterization）－BLI/LCLを中心に.
竹田努.永原章仁.浅岡大介.赤澤陽一.小森寛之.泉健太

郎.松本紘平.上山浩也.松本健史.北條麻理子. 消化器内視鏡 vol 29,2017;12:2160-2169

和文原著 2 Gemcitabine+nab-paclitaxelにて腫瘍縮小傾向を認め

た多形細胞型退形成膵管癌の一例.
冨嶋享.藤澤聡郎.斉藤紘昭.伊藤智康.石井重登.金澤亮.
三浦寛子．椎名秀一朗.渡辺純夫. 膵臓 vol 32,2017;5:812-820

和文原著 3 腸管気腫性嚢胞症を合併した潰瘍性大腸炎の１例.
谷田貝昂.太田一樹.小林修.渡辺大地.北川隆太.三好由

里子.橋本周太郎.須山由紀.黒田博之.澁谷智義.長田太

郎.渡辺純夫.

Progress of Digestive Endoscopy vol 90,2017;1:122-
123

和文原著 4 ステロイド療法後に大腸腺腫が同定困難となった
Cronkhite-Canada症候群の一例.

北川隆太.小林修.太田一樹.須山由紀．橋本周太郎.三好

由里子.渡辺大地.八尾隆史.黒田博之.
Progress of Digestive Endoscopy vol 91,2017;1:170-
171

和文原著 5 2年間で急速に増大したGastric sarcomatoid
carcinomaの１例.

佐藤祥.佐藤俊輔.天野希.村田礼人.廿楽裕徳.金光芳生.
成田諭隆.嶋田裕慈.飯島克順.玄田拓哉.佐藤浩一.和田

了.永原章仁.
Progress of Digestive Endoscopy vol 91,2017;1:94-97



和文原著 6 短期間での形態変化を呈した直腸MALTリンパ腫の1例.
髙橋翔.福嶋浩文.泉健太郎.田島譲.村上敬.立之英明.上
山浩也.澁谷智義.後藤明彦坂本直人.八尾隆史.荻原達

雄.池嶋健一.永原章仁.渡辺純夫.

Progress of Digestive Endoscopy vol 91,2017;1:182-
183

和文原著 7 膵胆道結石に対する内視鏡治療のトラブルシューティング. 五十嵐良典.伊佐山浩通. Progress of Digestive Endoscopy vol 90,2017;1:36-37
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和文総説 1 小腸カプセル内視鏡. 澁谷智義.牧野正恵.野村収.芳賀慶一.横井一徳.高橋正

倫.三浦匡央.渡辺純夫. 消化器内視鏡 vol 29,2017;3:482-485

和文総説 2 NASHの病因・病態. 今一義. 消化器・肝臓内科 vol 1,2017;2:183-189

和文総説 3 消化器内科学　潰瘍性大腸炎に対する便移植療法. 石川大. 週刊医学のあゆみ vol 263,2017;2:190-191

和文総説 4 潰瘍性大腸炎に対する抗菌薬と糞便移植の組み合わせ
療法. 石川大. バイオサイエンスとインダストリー vol 75,2017;5:433-435

和文総説 5 H.pylori 未感染胃癌（胃底腺型胃癌）. 上山浩也.八尾隆史. 臨牀消化器内科 vol 32,2017;11:1487-1496

和文総説 6 胃低腺型胃癌の拡大観察診断． 上山浩也.八尾隆史. 臨牀消化器内科 vol 32,2017;13:1701-1711

和文総説 7 8　H.pylori 未感染胃癌（胃底腺型胃癌）. 上山浩也.八尾隆史. 臨牀消化器内科 vol 32,2017;11:1487-1496

和文総説 8 6.胃低腺型胃癌の拡大観察診断． 上山浩也.八尾隆史. 臨牀消化器内科 vol 32,2017;13:1701-1711

和文総説 9 マイクロバイオータ研究の 前線】 潰瘍性大腸炎に対す

る便移植療法. 伊藤翔子.高橋正倫.石川大. ファルマシア vol 53,2017;11:1077-1081

和文総説 10 病理からみた脂肪肝の臨床 松本俊治,大久保裕直. Rad Fan 2017:15(5);74-75

和文総説 11 【胃粘膜下腫瘍の診断と治療】 胃粘膜下腫瘍のCT/MRI
診断．

尾崎 裕, 山城 雄貴, 君塚 孝雄, 會田 真理, 天野 真紀, 川
邉 正人, 桑鶴 良平

胃と腸 2017:52(10)1291-1299



和文総説 12 インドシアニングリーン試験を再考する 大久保裕直 日門亢症会誌　2017;23:241-244

和文総説 13 胃内視鏡による胃癌検診 永原　章仁 日本医事新報No.4856、2017.5、P56

和文総説 14 薬を一週間飲み続けるだけでがんの発生リスクが半分に
下げられる

永原　章仁 医療新聞　胃がん対策特集号（2017/4/7）

和文総説 15 呼吸器内科専門医から消化器専門医への質問・回答 永原　章仁 Pharma Medica 35(3):79-85,2017

和文総説 16 胃食道逆流症（GERD）とは？ 永原　章仁 Salvus（整形外科領域学術雑誌）June.2017

和文総説 17 身近な疾患ｰ便秘型IBS治療についての話題ｰ 永原　章仁 兵庫保険医新聞　2017/7/25

和文総説 18 ピロリ菌感染と症状との関係は？ 永原　章仁、北條麻理子 日本医事新報No.4885、2017.12、P65

和文総説 19 脳死、生体肝移植の現況と問題点 玄田拓哉、永原章仁 消化器・肝臓内科 2017, 2巻3号　p329-334

和文総説 20
【ここまでできるIEE】 [胃・十二指腸] スクリーニング 発

見 (detection) か ら 質 的 診 断 (characterization)
BLI/LCIを中心に

竹田 努, 永原 章仁, 浅岡 大介, 赤澤 陽一, 小森 寛之, 泉
健太郎, 松本 紘平, 上山 浩也, 松本 健史, 北條 麻理子. 消化器内視鏡,　2017;29(12):2160-2169.
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英文著書 1
Successful remission of ulcerative colitis flare-up
during pregnancy with adsorptive
granulomonocytapheresis plus tacrolimus.

Shibuya T. Intestinal Research,2017

区分 番号 書籍名 著者・編者
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出版社・掲載年；巻（号）等
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和文著書 1 消化器病領域における新年の展望. 渡辺純夫. キョーリン メディカルサプライ株式会社・2017;ドクターサ

ロン vol 61,1:12-16

和文著書 2 消化器系症状と検査異常. 北條麻理子. 中外医学社・2017;内科外来診断navi,120-128

和文著書 3 消化器系症状と検査異常. 栁沼礼子. 中外医学社・2017;内科外来診断navi,135-138,145-147



和文著書 4 消化器系症状と検査異常. 福原京子. 中外医学社・2017;内科外来診断navi,139-144,154-156

和文著書 5 消化器系症状と検査異常. 上田久美子. 中外医学社・2017;内科外来診断navi,107-113

和文著書 6 消化器系症状と検査異常. 森永真紀. 中外医学社・2017;内科外来診断navi,129-134,151-153

和文著書 7 消化器系症状と検査異常. 山本悠子. 中外医学社・2017;内科外来診断navi,114-119,148-150

和文著書 8 ガイドライン　外来診療2017 嶋田 裕慈, 永原 章仁, 渡辺 純夫　（編集主幹：泉孝英） 日経メディカル開発・2017；119-128

和文著書 9 病気を見きわめる 胃腸のしくみ事典． 川邉正人, 宮崎招久 技術評論社，2017.05
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英文症例報告 1 Asymptomatic giant retroperitoneal mass detected
at a medical checkup. Takeda T, Asaoka D, Fukumura Y, Watanabe S. Clin Case Rep. 2017 Oct 16;5(12):2148-2150

英文症例報告 2
Hemorrhagic polyps formed like fundic gland polyps
during long-term proton pump inhibitor
administration.

Takeda T, Asaoka D, Tajima Y, Matsumoto K,
Takeda N, Hiromoto T, Okubo S, Saito H, Aoyama
T, Shibuya T, Sakamoto N, Hojo M, Osada T,
Nagahara A, Yao T, Watanabe S.

Clin J Gastroenterol. 2017;10:478-484.
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和文症例報告 1 Gemcitabine+nab-paclitaxelにて腫瘍縮小傾向を認め
た多形細胞型退形成膵管癌の一例

冨嶋享 藤澤聡郎  金澤亮  三浦寛子  石井重登  伊
藤智康　斉藤紘昭　　福村由紀　　椎名秀一朗　渡辺純夫

膵臓 (0913-0071)32巻5号 Page812-820(2017.10)

和文症例報告 2 2 年 間 で 急 速 に 増 大 し た Gastric sarcomatoid
carcinomaの1例

佐藤 祥, 佐藤 俊輔, 天野 希, 村田 礼人, 廿楽 裕徳, 金光

芳生, 成田 諭隆, 嶋田 裕慈, 飯島 克順, 玄田 拓哉, 佐藤

浩一, 和田 了, 永原 章仁

Progress of Digestive Endoscopy, 91巻1号 Page94-
97,4(2017.12)

和文症例報告 3 2 年 間 で 急 速 に 増 大 し た Gastric sarcomatoid
carcinomaの1例

佐藤祥、佐藤俊輔、天野希、村田礼人、廿楽裕徳、金光芳
生、成田諭隆、嶋田裕慈、飯島克順、玄田拓哉、佐藤浩
一、和田了、永原章仁

Progress of Digestive Endoscopy 2017 年 91 巻 1 号

p. 94-97

和文症例報告 4 反復性肝性脳症を呈する巨大門脈大循環短絡路に対して
B-RTOを施行したC型肝硬変の1例 佐藤俊輔

日本門脈圧亢進症学会雑誌 23巻(2017年)1号 Page63-
68



区分 番号 演題 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

特別講演 1 新の肝疾患治療について～NASHを中心に～. 渡辺純夫. 第32回川口消化器病懇話会・済生会川口総合病院 埼

玉・2017年1月26日

特別講演 2 C型肝炎完全制覇に向けて． 大久保裕直 練馬区透析Hepatitis セミナー，東京，2017.3.9

特別講演 3 抗血栓薬による消化管障害の対策． 川邉正人 第18回生活習慣病を考える会，東京，2017.6.24

特別講演 4 ピロリ菌と胃がん． 森本 崇 区民健康医学講座，練馬，2017.06.24

特別講演 5 薬物動態からみたC型肝炎DAA治療． 大久保裕直 HCV Expert seminar，東京，2017.08.24

特別講演 6 RFA治療の ”みえる ”をサポートする～Simulationと

Navigationの融合～．
大久保裕直

第 12 回肝癌治療シミュレーション研究会，大阪，

2017.9.30

特別講演 7 特別企画：安全な確実な腹部超音波ガイド下穿刺に向け
て．

大久保裕直
日本超音波医学会 第29回関東甲信越地方会学術集

会，東京，2017.11.12

特別講演 8 抗血栓薬療法時における消化管傷害対策 浅岡大介
第6回 お茶の水脳卒中Joint Conference (御茶ノ水トラ

イエッジカンファレンス)　2017年2月3日

特別講演 9 超高齢社会における胃酸関連疾患を考える 浅岡大介
淡青運動器セミナー2017 (伊藤国際学術研究センター

伊藤謝恩ホール)　 2017年2月4日

特別講演 10 薬剤起因性消化管傷害の長期管理のポイント 浅岡大介
大橋循環器グランドラウンド (東邦大学医療センター 大

橋病院 教育棟 1F 臨床講堂)　 2017年2月8日

特別講演 11 酸関連疾患の新たな治療戦略 浅岡大介
東葛南部消化管を考える会 (オリエンタルホテル東京ベイ)
2017年2月10日

特別講演 12 酸関連疾患の新たな治療戦略 浅岡大介
世田谷消化器病フォーラム (セルリアンタワー東急ホテ

ル)　 2017年3月16日

特別講演 13 あなたのその症状、『胸やけ』『呑酸』 理解されています
か？

浅岡大介
江東区区民健康講座 (順天堂東京江東高齢者医療セン

ター　第1会議室)　 2017年4月22日

特別講演 14 酸関連疾患の新たな治療戦略 浅岡大介
Takeda Scientific Seminar for Young Doctors (Web)
(お茶の水医学会館 8階会議室)　 2017年5月18日



特別講演 15 超高齢社会における酸関連疾患 ～低胃酸環境を考える
～

浅岡大介
Next Meeting in Funabashi (クロスウエーブ船橋 )
2017年6月26日

特別講演 16 超高齢社会における酸関連疾患を考える 浅岡大介
横浜北部タケキャブフォーラム (新横浜国際ホテル )
2017年7月4日

特別講演 17 超高齢社会における酸関連疾患を考える 浅岡大介
Takecab Forum in Tokyo (帝国ホテル)  2017年7月7
日

特別講演 18 超高齢社会における酸関連疾患を考える 浅岡大介
Next meeting 2017 in 川口 (川口駅前市民ホール フレ

ンディア)　 2017年7月14日

特別講演 19 酸関連疾患の新たな治療戦略 浅岡大介
町田市学術講演会(町田市文化交流センター)  2017年8
月4日

特別講演 20 超高齢社会における酸関連疾患を考える 浅岡大介
東山梨・笛吹市・合同医師会 学術講演会(ホテル 糸柳)
2017年9月8日

特別講演 21 超高齢社会における酸関連疾患を考える 浅岡大介
Next Symposium 2017 平塚市医師会内科部会 (ホテ

ル サンライフガーデン 平塚)　2017年9月22日

特別講演 22 超高齢社会における酸関連疾患を考える 浅岡大介
第402回 浜松消化器病研究会 (浜松医療センター2号館)
2017年11月2日

特別講演 23 超高齢社会における酸関連疾患と骨粗鬆症を考える 浅岡大介
Takeda Web Seminar (Web)  (武田薬品 東京城東営

業所)　2017年11月27日

特別講演 24 胃がん検診　内視鏡時代を迎えた検査方法 竹田努
FUJIFILM MEDICAL SEMINOR2017 in東京 (富
士フイルム 東京ミッドタウン本社)  2017年7月29日

特別講演 25 LCI 臨床上の有用性について ～LCIアトラスの活用方
法～

竹田努
第8回 東京地区内視鏡特約店講演会 (富士フイルム 西

麻布ビル1号館)　 2017年12月7日

区分 番号 発表タイトル（題目・演題・課題等） 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

海外学会発表 1
Association of endoscopic findings with dyspeptic
symptoms by means of modified Frequency scale for
the Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease.

Hojo M.Nagahara A.Asaoka D.Takeda T.Izumi
K.Matsumoto K.Ueyama H.Shimada Y.Matsumoto
K.Watanabe S.

第5回アジア神経消化器病学会・リーガロイヤルホテル大

阪 大阪・2017年3月23日

海外学会発表 2
Gender-specific development of experimental
autoimmune cholangitis induced by double-strandad
RNA.

Ikejima K.Someya S.Uchiyama A.Arai K.Kon
K.Aoyama T.Yamashina S.Watanabe S.

19th International Symposium on Cells of the
Hepatic Sinusoid・NUIG Conference Center アイルラ

ンド・2017年6月14-17日



海外学会発表 3
L-carnitine changes hepatic lipid composition and
prevents lipotoxicity in high-fat diet-fed KK-Ay
mine.

Kon K.Ikejima K.Uchiyama A.Arai K.Aoyama
T.Yamashina S.Watanabe S.

DDW 2017(AGA)・McCormick Place Chicago・2017年
5月6-9日

海外学会発表 4

Efficacy of a potassium-competitive acid blocker for
improving symptoms in patients with reflux
esophagitis, non-erosive reflux disease, and
functional dyspepsia.

Asaoka D.Nagahara A.Hojo M.Matsumoto
K.Ueyama H.Matsumoto K.Izumi K.Takeda
T.Komori H.Akazawa Y.Shimada Y.Osada
T.Watanabe S.

DDW 2017(AGA)・McCormick Place Chicago・2017年
5月6-9日

海外学会発表 5
Efficacy of a potassium-competitive acid blocker for
improving symptoms in PPI-refractory FD
patients.

Asaoka D.Nagahara A.Hojo M.Matsumoto
K.Ueyama H.Matsumoto K.Izumi K.Takeda
T.Komori H.Akazawa Y.Watanabe S.

第5回アジア神経消化器病学会・大阪国際会議場 東京・

2017年3月23日

海外学会発表 6
Glycine minimizes murine autoimmune cholangitis
and pancreatitis caused by double-stranded RNA
through modulation of innate immune response.

Uchiyama A.Ikejima K.Kon K.Arai K.Fukuhara
K.Aoyama T.Yamashina S.Watanabe S.

DDW 2017(AGA)・McCormick Place Chicago・2017年
5月6-9日

海外学会発表 7
Glycine minimizes murine autoimmune cholangitis
and pancreatitis caused by double-stranded RNA
through modulation of innate immune responses.

Uchiyama A.Ikejima K.Kon K.Yamashina
S.Watanabe S.

19th International Symposium on Cells of the
Hepatic Sinusoid・NUIG Conference Center アイルラ

ンド・2017年6月14-17日

海外学会発表 8
Femal hormone enhances hepatic innate and
autoimmune responses against double -stranded
RNA.

Uchiyama A.
American Association for the Study of Liver
Diseases・Washington D.C. Convention Center アメリ

カ・2017年10月20-24日

海外学会発表 9 Ivermectin, an antiparasitic agent, attenuates DDC-
induced sclerosing cholangitis with biliary fibrosis.

Aoyama T.Uchiyama A.Kon K.Yamashina S.Ikejima
K.Watanabe S.

DDW 2017(AGA)・McCormick Place Chicago・2017年
5月6-9日

海外学会発表 10

Bacteroidetes Plays Crucial Role during
Combination Therapy of Fecal Microbial
Transplantation and Antibiotics for Ulcerative
Colitis.

Ishikawa D.Osada T.Takahashi M.Haga
Keiichi.Shibuya T.Watanabe S.

18th International Congress of Mucosal
Immunology・Renaissance Downtown Hotel ワシント

ンD.C・2017年7月19-22日

海外学会発表 11
Combination therapy of fresh fecal microbial
transplantation and antibiotics for Ulcerative
Colitis.

Ishikawa D.Takahashi M.Haga Keiichi.Shibuya
T.Osada T.Watanabe S.

European Crohn's and Colitis Organisation・Centre
de Convencions Internacional de Barcelona スペイン・

2017年2月15-18日

海外学会発表 12
INTERLEUKIN-13 RECEPTER α 2 PREDICTS
PROGNOSIS IN SURGICALLY RESECTED
PANCREATIC CANCER PATIENTS.

Fujisawa T.Isayama H. United European Gastroenterology Week 2017 ・

Fira de Barcelona スペイン・2017年10-11月28-1日

海外学会発表 13 Gastric adenocarcinoma of fundic gland type:cancar
genomic data. Ueyama H. United European Gastroenterology Week 2017 ・

Fira de Barcelona スペイン・2017年10-11月28-1日

海外学会発表 14

DIAGNOSTIC LIMITATIONS OF MAGNIFYING
ENDOSCOPY WITH NARROW BAND
IMAGING(ME-NBI) IN EARLY GASTRIC
CANCER.

Matsumoto K. United European Gastroenterology Week 2017 ・

Fira de Barcelona スペイン・2017年10-11月28-1日



海外学会発表 15 Usefulness of Linked Color Imaging in Barrett's
esophagus.

Takeda T.Nagahara A.Matsumoto K.Komori
H.Akazawa Y.Izumi K.Matsumoto K.Ueyama
H.Shimada Y.Asaoka D.Shibuya T.Sakamoto
N.Osada T.Hojo M.Watanabe S.

DDW 2017(AGA)・McCormick Place Chicago・2017年
5月6-9日

海外学会発表 16
The formation of p62-positive inclusion body is
associated with macrophage polarization in non-
alcoholic fatty liver disease.

Fukushima H.Yamashina S.Arakawa A.Taniguchi
GAoyama T.Uchiyama A.Kon K.Ikejima
K.Watanabe S.

DDW 2017(AGA)・McCormick Place Chicago・2017年
5月6-9日

海外学会発表 17
Clinicopath and comprehensive analysis by next
generation sequencing in gastric adenocacinoma
with enteroblastic differentiation.

Akazawa Y. United European Gastroenterology Week 2017 ・

Fira de Barcelona スペイン・2017年10-11月28-1日

海外学会発表 18
Aging exacerbates high-fat diet-induced
steatohepatitis through blunting of lipid metabolic
response in mice.

Ishizuka K.
American Association for the Study of Liver
Diseases・Washington D.C. Convention Center アメリ

カ・2017年10月20-24日

海外学会発表 19

SAFETY AND EFFICACY OF GRANULOCYTE
AND MONOCYTE ADSORPTIVE APHERESIS IN
363
PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL
DISEASE WHO HAVE SPECIAL SITUATIONS:
AN INTERIM
ANALYSIS OF A POST-MARKETING

Motoya S.Tanaka H.Shibuya T.Osada T.Hongo
H.Kimura T.Saito D.Sakuraba A.Mizuno C.Ito A.
Kobayashi T.Abukawa D.Kokuma S.Hosoi E.

United European Gastroenterology Week 2017 ・

Fira de Barcelona スペイン・2017年10-11月28-1日

海外学会発表 20
Gadoxetic Acid-Enhanced MR Imaging to Predict
Paritaprevir-Induced Hyperbilirubinemia During
Treatment of Hepatitis C．

Hironao Okubo, Hitoshi Ando, Yushi Sorin, Eisuke
Nakadera, Hiroo Fukada, Yuki Igusa, Akihisa
Miyazaki , Kenichi Ikejima

AASLD 2017，Washington, D.C., 2017.10.22

海外学会発表 21 Cathepsin L-inhibitor improves liver regeneration
impaired in fibrotic liver．

Toshifumi Sato, Shunhei Yamashina, Hirofumi
Fukushima, Tomonori, Aoyama, Akira Uchiyama,
Kazuyoshi Kon, Kenichi Ikejima, Sumio Watanabe

AASLD 2017，Washington, D.C.,

海外学会発表 22

Evaluation of long term survival of
chemoradiotherapy with Gemcitabine and S-1
compared with chemotherapy alone in the cases
with locally advanced pancreatic cancer

Ko Tomishima UEGW　バルセロナ　2017/10/28-11/1

海外学会発表 23
Impact of gastric acid-suppressive agent on quality
of life inpatient with upper gastrointestinal
symptom

Yuji Shimada, Yutaka Narita, Yoshio Kanemitsu,
Shunsuke Sato, Hironori Tsuzura, Ayato Murata,
Nozomi Amano, Sho Sato, Takuya Genda, Katsuyori
Iijima, Motoyasu Kusano, Akihito Nagahara

5th Biennial Congress of the Asian
Neurogastroenterology & Motility Association,
Osaka, March 23, 2017

海外学会発表 24 Do the endoscopic findings of gastritis bring the FD
symptoms?

Yuji Shimada, Shunsuke Sato, Ko Tomishima,
Yoshio Kanemitsu, Hironori Tsuzura, Ayato
Murata, Nozomi Amano, Sho Sato, Takuya Genda,
Katsuyori Iijima, Motoyasu Kusano, Akihito
Nagahara

UEG Week 2017, Barcelona, October 31, 2017



海外学会発表 25

Post-treatment Serum Wisteria floribunda
Agglutinin-positive Mac-2-binding Protein Levels
Predict the Risk of Hepatocellular Carcinoma
Development after Hepatitis C Virus Eradication

Hironori Tsuzura, Takuya Genda, Nozomi Amano,
Sho Sato, Ayato Murata, Ko Tomishima, Shunsuke
Sato, Yoshio Kanemitsu, Yuji Shimada, Katsuyori
Iijima, Akihito Nagahara

AASLD The Liver Meeting Washington, DC October
21, 2017

海外学会発表 26 Efficacy of a potassium competitive acid blocker for
improving symptoms in PPI-refractory FD patients

Daisuke Asaoka, Akihito Nagahara, Mariko Hojo,
Kenshi Matsumoto, Hiroya Ueyama, Kohei
Matsumoto, Kentaro Izumi, Tsutomu Takeda,
Hiroyuki Komori, Yoichi Akazawa, Sumio Watanabe

ANMA & JSNM Joint Meeting 2017 (Osaka)
(Poster)　 March 23, 2017

海外学会発表 27

Efficacy of a potassium-competitive acid blocker for
improving symptoms in patients with reflux
esophagitis, non - erosive reflux disease, and
functional dyspepsia

Daisuke Asaoka, Akihito Nagahara, Mariko Hojo,
Kenshi Matsumoto, Hiroya Ueyama, Kohei
Matsumoto, Kentaro Izumi, Tsutomu Takeda,
Hiroyuki Komori, Yoichi Akazawa, Yuji Shimada,
Taro Osada, Sumio Watanabe

DDW 2017 (Chicago) (Poster Session)　 May 7, 2017

区分 番号 発表タイトル（題目・演題・課題等） 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

国内学会発表 1 機能性ディスペプシア患者に対するアコチアミドの治療効
果およびファモチジンとの併用効果の検討.

北條麻理子.永原章仁.浅岡大介.嶋田裕慈.松本健史.上
山浩也.竹田努.松本紘平.赤澤陽一.泉健太郎.渡辺純夫.

第49回胃病態機能研究会・名古屋国際会議場 愛知・

2017年2月18-19日

国内学会発表 2 機能性ディスペプシア患者診察の現状. 北條麻理子.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 3
“胃炎の京都分類 ”に基づく小児及び若年成人の

Helicobacter pylori感染胃炎の内視鏡的特徴と年齢別

推移.

北條麻理子.工藤孝広.永原章仁.青柳陽.竹田努.赤澤陽

一.小森寛之.泉健太郎.松本紘平.上山浩也.嶋田裕慈.
佐々木仁.松本健史.浅岡大介.清水俊明.渡辺純夫.

第23回日本ヘリコバクター学会学術集会・函館アリーナ

北海道・2017年6-7月30-2日

国内学会発表 4 Proton pump inhibitor 使用者の腸内細菌叢の特徴に

関する検討-使用前後の比較-. 北條麻理子.山城雄一郎渡辺純夫. 第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日

国内学会発表 5 EUSを用いた膵嚢胞性疾患診断と治療（EUS-FNAの適

応を包括して）. 伊佐山浩通. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

国内学会発表 6
オートファジー機能障害による核不溶画分における
Importin α4、Importinβ、14-3-3ζ発現増加に関する生

理学的機序についての検証.

山科俊平.泉光輔.福嶋浩文.青山友則.内山明.今一義.池
嶋健一.渡辺純夫.

第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 7 高脂肪食負荷KK-Aｙマウスの脂肪性肝炎におけるL-カル

ニチンの抗酸化ストレス・抗炎症効果. 今一義.池嶋健一.渡辺純夫. 第36回アルコール医学生物学研究会（JASBRA）・新横浜

プリンスホテル 神奈川・2017年1月27-28日

国内学会発表 8 アセトアミノフェン誘導肝障害に対する化学シャペロンの効
果. 今一義.池嶋健一.渡辺純夫. 第13回酸化ストレスと肝研究会・福岡・2017年2月25日

国内学会発表 9 カリウムイオン競合型アッシドブロッカー（PCAB）投与によ

るGERD患者の症状およびQOL改善効果の検討.

浅岡大介.永原章仁.北條麻理子.松本健史.上山浩也.小
森寛之.竹田努.松本紘平.赤澤陽一.泉健太郎.長田太郎.
渡辺純夫.

第13回日本消化管学会総会学術集会・名古屋国際会議

場 愛知・2017年2月17-18日



国内学会発表 10 インスリン抵抗性関連脂肪性肝炎マウスにおけるL-カルニ

チンによる脂肪毒性の抑制効果. 今一義.池嶋健一.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 11 PPI服用患者における上腹部症状の検討. 浅岡大介.北條麻理子.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 12 PCABにおけるGERD初期治療後の維持療法における薬

剤別治療効果の検討.

浅岡大介.永原章仁.北條麻理子.松本健史.上山浩也.小
森寛之.竹田努.松本紘平.赤澤陽一.泉健太郎.長田太郎.
渡辺純夫.

第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 13 胃癌におけるガレクチン-3の細胞増殖効果と機能解明. 芹澤信子.永原章仁.山科俊平.稲見義宏.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 14 NASHモデルマウスにおけるL-カルニチンの肝内脂質組

成の変化を介した肝脂肪毒性抑制効果. 今一義.池嶋健一.渡辺純夫. 第53回日本肝臓学会総会・広島国際会議場・リーガロイ

ヤルホテル広島 広島・2017年6月8-9日

国内学会発表 15 当科2年間におけるPCABとPPIによる1次・2次除菌成績

の比較検討.
浅岡大介.北條麻理子.松本健史.上山浩也.竹田努.松本

紘平.赤澤陽一.泉健太郎.渡辺純夫.
第23回日本ヘリコバクター学会学術集会・函館アリーナ

北海道・2017年6-7月30-2日

国内学会発表 16
Examination of types of endoscopes and
recommended sites of use in gastric endoscopic
submucosal dissection.

松本健史.小沼宏徳.上山浩也.小森寛之.竹田努.松本紘

平.浅岡大介.北條麻理子.永原章仁.八尾隆史.宮崎招久.
渡辺純夫.

The 10th International Gastrointestinal Consensus
Symposium・名古屋国際会議場 ・2017年2月18日

国内学会発表 17 C型肝炎に対するインターフェロンフリー治療の現況. 福原京子.池嶋健一.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 18 肝硬変における難治性掻痒症に対するナルフラフィンの治
療効果の検討. 内山明.池嶋健一.渡辺純夫. 第53回日本肝臓学会総会・広島国際会議場・リーガロイ

ヤルホテル広島 広島・2017年6月8-9日

国内学会発表 19 胃炎の京都分類に抗血栓薬の内服がもたらす影響. 嶋田裕慈.成田諭隆.金光芳生.佐藤俊輔.廿楽裕徳.村田

礼人.天野希.佐藤祥.玄田拓哉.飯島克順.永原章仁.
第13回日本消化管学会総会学術集会・名古屋国際会議

場 愛知・2017年2月17-18日

国内学会発表 20 迅速ウレアーゼ試験における胃粘液検体の有用性. 嶋田裕慈.成田諭隆.金光芳生.天野希.佐藤祥.村田礼人.
廿楽裕徳.佐藤俊輔.玄田拓哉.飯島克順.永原章仁.

第23回日本ヘリコバクター学会学術集会・函館アリーナ

北海道・2017年6-7月30-2日

国内学会発表 21 健診における膵管拡張の意義と膵疾患との関係. 藤澤聡郎.奥村光絵.郡司俊秋.松橋信行.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 22 硬化性胆管炎モデルにおける抗寄生虫薬イベルメクチン
の肝線維化改善効果. 青山友則.池嶋健一.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 23
Bacteroidetes is a Key: Combination Therapy of
Fecal Microbial Transplantion and Antibiotics for
Ulcerative Colitis.

石川大.長田太郎.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 24 トルバプタンの治療における生命予後規定因子の検討. 青山友則.池嶋健一.渡辺純夫. 第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日



国内学会発表 25 腸疾患の関わり～潰瘍性大腸炎に対する便移植療法～. 石川大. 第21回日本適応医学会学術集会 ・東京女子医科大学病

院 弥生記念講堂 東京・2017年12月1-2日

国内学会発表 26 Clostridium difficile感染性腸炎と 潰瘍性大腸炎に対す

る便移植療法. 石川大. 第66回日本感染症学会東日本地方会学術集会・京王プラ

ザホテル 東京・2017年10-11月31-2日

国内学会発表 27 潰瘍性大腸炎に対する抗菌剤併用便移植療法. 石川大.高橋正倫.芳賀慶一.亀井將人.澁谷智義. 第8回日本炎症性腸疾患学会学術集会・TKPガーデンシ

ティ品川 東京・2017年12月1-2日

国内学会発表 28 潰瘍性大腸炎に対する抗菌剤併用便移植療法. 石川大.高橋正倫.伊藤翔子.岡原昂輝.芳賀慶一.野村収.
澁谷智義.

第13回日本消化管学会総会学術集会・名古屋国際会議

場 愛知・2017年2月17-18日

国内学会発表 29 潰瘍性大腸炎として治療中に便培養で非定型抗酸菌が認
められた一例. 佐々木仁.鈴木麻衣子.竹田努.浅岡大介.永原章仁. 第20回日本高齢消化器病学会総会・東京医科大学病院

東京・2017年7月14-15日

国内学会発表 30 胃底腺型胃癌の現状と課題. 上山浩也.八尾隆史.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 31 胃底腺型胃癌の内視鏡診断体系. 上山浩也.八尾隆史.松本健史.赤澤陽一.小森寛之.竹田

努.松本紘平.北條麻理子.渡辺純夫.
第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日

国内学会発表 32 プラハC＆M分類を用いたバレット上皮の経時的変化と関

連因子の検討. 上田久美子.北條麻理子.永原章仁.渡辺純夫. 第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日

国内学会発表 33 Helicobacter pylori未感染早期胃癌の臨床病理学的特

徴.
松本紘平.上山浩也.永原章仁.赤澤陽一.小森寛之.竹田

努.松本健史.浅岡大介.北條麻理子.八尾隆史.渡辺純夫.
第49回胃病態機能研究会・名古屋国際会議場 愛知・

2017年2月18-19日

国内学会発表 34 Helicobacter pylori未感染早期胃癌の臨床病理学的特

徴.
松本紘平.上山浩也.永原章仁.赤澤陽一.小森寛之.竹田

努.松本健史.浅岡大介.北條麻理子.八尾隆史.渡辺純夫.
第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 35 早期胃癌のNBI併用拡大内視鏡診断における限界病変

に関する検討.
松本紘平.上山浩也.松本健史.赤澤陽一.小森寛之.竹田

努.北條麻理子.八尾隆史.渡辺純夫.
第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日

国内学会発表 36 門脈血栓症に対するダナパロイドナトリウムによる血栓溶
解療法の有効性の検討.

伊藤智康.山科俊平.髙田勇登.三浦匡央.泉健太郎.内山

明.渡辺純夫.
第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 37 長期集計から見る（当院における）内視鏡治療を施行した
10mm未満の大腸ポリープの検討.

福嶋浩文.坂本直人.田島譲.村上敬.泉健太郎.立之英明.
小谷知弘.稲見義宏.澁谷智義.長田太郎.荻原達雄.渡辺

純夫.

第93回日本消化器内視鏡学会総会・大阪国際会議場・

リーガロイヤルホテル 大阪・2017年5月11-13日

国内学会発表 38 当院における胃粘膜下腫瘍に対するEUS-FNAの現状と

問題点の検討.
福嶋浩文.坂本直人.小森那々子.北川隆太.佐々木仁.藤
澤聡郎.澁谷智義.北條麻理子.渡辺純夫.

第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日

国内学会発表 39 胃底腺型胃癌におけるソニックヘッジホック経路の関与に
ついて.

田島譲.村上敬.齋藤剛.廣本貴史.赤澤陽一.坂本直人.八
尾隆史.渡辺純夫.

第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日



国内学会発表 40
Intragastric pressure during food intake : the
explanatory study in Japanese population using
high resolution manometry.

泉健太郎.永原章仁.松本健史.上山浩也.松本紘平.竹田

努.嶋田裕慈.浅岡大介.北條麻理子.渡辺純夫.
The 10th International Gastrointestinal Consensus
Symposium・名古屋国際会議場 愛知・2017年2月18日

国内学会発表 41 強皮症の食道蠕動障害に対しAcotiamideが有用であっ

た一例.

竹田努.松本健史.永原章仁.赤澤陽一.小森寛之.泉健太

郎.松本紘平.上山浩也.嶋田裕慈.浅岡大介.北條麻理子.
渡辺純夫.

第26回消化器疾患病態治療研究会・新横浜プリンスホテ

ル 神奈川・2017年9月8-9日

国内学会発表 42 京都分類の各項目についてLCI観察の有用性の検討.

竹田努.永原章仁.石塚敬.高田勇登.廣本貴史.赤澤陽一.
小森寛之.大久保捷奇.泉健太郎.松本紘平.上山浩也.中
島章人.嶋田裕慈.松本健史.浅岡大介.北條麻理子.長田

太郎.渡辺純夫.

第25回日本消化器関連学会週間（JDDW 2017）・福岡

国際センター 福岡・2017年10月12-15日

国内学会発表 43
上部内視鏡-日常臨床における画像強調内視鏡・拡大内

視鏡の役割と将来展望- 上部スクリーニング内視鏡検査

におけるLCI観察の有用性

竹田努.永原章仁.浅岡大介.北條麻理子.渡辺純夫. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

国内学会発表 44 当院における安全な大腸ESDを目指した工夫. 村上敬.立之英明.上山浩也.坂本直人.長田太郎. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

国内学会発表 45 90歳以上の超高齢者に対するERCPを用いた検査及び治

療における成績と安全性の検討.

荻原伸悟.磯野峻輔.大川博基.中津洋一.西慎二郎.深見

久美子.野元勇佑.川上智寛.鈴木真由.竹村勇治.北沢尚

子.稲見義宏.岩本志穂.北村庸雄.須山正文.長田太郎.

第20回日本高齢消化器病学会総会・東京医科大学病院

東京・2017年7月14-15日

国内学会発表 46 膵腺房細胞癌の画像検討. 冨嶋享.藤澤聡郎.金澤亮.三浦寛子.石井重登.伊藤智康.
斉藤紘昭.椎名秀一朗.渡辺純夫.市田洋文.川崎誠治.

第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 47 Gemcitabine+nab-paclitaxelにて腫瘍縮小傾向を認め

た多形細胞型退形成膵管癌の一例.
冨嶋享.藤澤聡郎.斉藤紘昭.伊藤智康.石井重登.金澤亮.
三浦寛子．椎名秀一朗.渡辺純夫.

第48回日本膵臓学会大会・京都市勧業館みやこめっせ

京都・2017年7月14-15日

国内学会発表 48 アルコール性肝障害マウスに対する4フェニル酪酸の効

果. 鈴木麻衣子.今一義.渡辺純夫. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 49
メタボリックシンドローム+アルコール性肝障害モデルにお

ける化学シャペロンの抑制効果-KK-Ayマウスを用いた検

討-.
鈴木麻衣子.今一義.渡辺純夫. 第53回日本肝臓学会総会・広島国際会議場・リーガロイ

ヤルホテル広島 広島・2017年6月8-9日

国内学会発表 50 カテプシンL欠損による肝部分切除後肝再生促進効果に

ついての検討.
佐藤寿史.山科俊平.青山友則.内山明.今一義.池嶋健一.
渡辺純夫.

第24回肝細胞研究会・旭川市民文化会館 北海道・2017
年6-7月30-1日

国内学会発表 51 KK-Ayマウスアルコール性肝障害モデルにおけるフェニ
ル酪酸の肝保護効果

鈴木麻衣子.今一義.池嶋健一.内山明.青山友則.新井久

美子.山科俊平.渡辺純夫.
日本アルコール・アディクション医学会学術総会・パシフィ
コ横浜会議センター 神奈川・2017年9月8-9日

国内学会発表 52

A prospective randomized controlled trial of
vonoprazan vs rabeprazole for the treatment of
artificial gastric ulcers after endoscopic submucosal
dissection.

Komori H.Ueyama H.Nagahara A.Akazawa
Y.Takeda T.Matsumoto K.Matsumoto K.Asaoka
D.Hojo M.Yao T.Watanabe S.

The 10th International Gastrointestinal Consensus
Symposium・名古屋国際会議場 愛知・2017年2月18日



国内学会発表 53 Helicobacter pylori除菌後胃癌におけるNBI併用拡大

観察での範囲診断の有用性.
赤澤陽一.上山浩也.八尾隆史.小森寛之.竹田努.松本紘

平.松本健史.浅岡大介.北條麻理子.永原章仁.渡辺純夫.
第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 54 抗血栓薬服用患者における胃ESD症例の偶発症の検討. 小森寛之.上山浩也.永原章仁.赤澤陽一.竹田努.松本紘

平.松本健史.浅岡大介.北條麻理子.渡辺純夫.
第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 55 肝生検におけるサンプリングエラーの影響-肝両葉間比較

による検討-.

石塚敬.今一義.鈴木麻衣子.池嶋健一.青山友則.福原京

子.森永真紀.内山明.山科俊平.福村由紀.八尾隆史.松本

俊治.渡辺純夫.

第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 56 Serrated polyposis syndrome(SPS)を背景に急速発育

したと考えられるinterval cancerの1例.
小森那々子.松本健史.小森寛之.村上敬.小谷知弘.坂本

直人.渡辺純夫.
第343回日本消化器病学会 関東地方会・海運クラブ 東

京・2017年2月4日

国内学会発表 57 80歳以上でのH.pylori除菌療法に関する検討. 天野希.嶋田裕慈.永原章仁. 第20回日本高齢消化器病学会総会・東京医科大学病院

東京・2017年7月14-15日

国内学会発表 58 Serrated polyposis syndrome(SPS)を背景に急速発育

したと考えられるinterval cancerの1例.
小森那々子.松本健史.小森寛之.村上敬.小谷知弘.坂本

直人.渡辺純夫.
日本消化器病学会関東支部第343回例会・海運クラブ 東

京・2017年2月4日

国内学会発表 59 下垂体前葉機能低下症を伴った自己免疫性膵炎の1例. 黒澤太郎.石井重登.内山明.加藤順子.澁谷智義.山科俊

平.後藤広昌.綿田裕孝.椎名秀一朗.渡辺純夫.

第114回 日本内科学会総会・講演会「医学生・研修医の

日本内科学会ことはじめ 2017東京」・東京国際フォーラ

ム 東京・2017年4月15日

国内学会発表 60 短期間での形態変化を呈した直腸MALTリンパ腫の一例.
髙橋翔.福嶋浩文.泉健太郎.田島譲.村上敬.立之英明.上
山浩也.澁谷智義.坂本直人.八尾隆史.荻原達雄.渡辺純

夫.

第104回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年6月10-11日

国内学会発表 61 CT colonography、CT angiography にて診断し得た結

腸動脈奇形の1例.
髙橋翔.青山友則.髙田勇登.稲見義宏.冨嶋享.竹田努.斉
藤紘昭.山科俊平.澁谷智義.坂本直人.渡辺純夫.

第344回消化器病学会関東支部例会・海運クラブ 東京・

2017年5月27日

国内学会発表 62 肺扁平上皮癌に対しニボルマブを投与中に発症した大腸
炎の一例.

池田厚.森本崇.小沼宏徳.佐藤寿史.福生有華.川辺正人.
宮崎招久.小倉加奈子.

日本消化器病学会関東支部第346回例会・海運クラブ 東

京・2017年9月30日

国内学会発表 63 潰瘍性大腸炎モデルマウスにおけるMAIT細胞の関与. 亀井將人.千葉麻子.永石宇司.芳賀慶一.三宅幸子. 第103回日本消化器病学会総会・京王プラザホテル 東

京・2017年4月20-22日

国内学会発表 64 胆道鏡が診断に有用であった肝内胆管癌の一例. 大川博基.須山正文.長田太郎.北村庸雄.荻原伸悟.鈴木

真由.野元勇佑.飯田義人.冨田茂樹.
第66回日本消化器画像診断研究会・都市センターホテル

東京・2017年2月25日

国内学会発表 65
Carcinoma-associated fibroblasts upregulate
endoglin expression to mediate their activated
myofibroblastic traits.

Okubo S.Mezawa Y. Ito Y.Watanabe S.Hino
O.Orimo A.

第76回日本癌学会学術総会・パシフィコ横浜 神奈川・

2017年9月28-30日

国内学会発表 66 化学療法が奏功した食道転移性悪性黒色腫の一例.
大川博基.稲見義宏.岩本志穂.西慎二郎.磯野峻輔.北沢

尚子.荻原伸悟.竹村勇治.川上智寛.野元勇佑.深見久美

子.中津洋一.北村庸雄.須山正文.長田太郎.

第106回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

国内学会発表 67 抗Hu抗体陽性を契機に発見された食道神経内分泌細胞

癌の一例.

齋藤雄一郎.芳賀慶一.松本健史.加藤順子.内山明.立之

英明.山科俊平.澁谷智義.坂本直人.北條麻理子.池嶋健

一.

第345回日本消化器病学会関東支部例会・海運クラブ 東

京・2017年7月15日



国内学会発表 68 IL-17A抗体製剤で治療中の乾癬性関節炎に合併した潰

瘍性大腸炎の一例.

西山茉佑.野元勇佑.川上智寛.岩本志穂.磯野峻輔.大川

博基.中津洋一.西慎二郎.深見久美子.竹村勇治.荻原伸

悟.北沢尚子.稲見義宏.北村庸雄.須山正文.長田太郎.

日本消化器病学会関東支部第345回例会・海運クラブ 東

京・2017年7月15日

国内学会発表 69 超音波内視鏡下経胃的膵液瘻ドレナージが奏功した膵性
胸水の一例.

沖翔太朗. 松本紘平.鈴木彬実.髙橋翔.矢橋ひろみ.金澤

亮.石井重登.村上敬.斉藤紘昭.青山友則.藤澤聡郎.加藤

順子.澁谷智義.山科俊平.坂本直人.北條麻理子.伊佐山

浩通.池嶋健一.

日本消化器病学会関東支部第346回例会・海運クラブ 東

京・2017年9月30日

国内学会発表 70 HBc抗体単独陽性で発症したHBVの再活性化後に、肝

細胞がんを認めた一例.

清水梨奈.竹村勇治.北村庸雄.岩本志穂.稲見義宏.北沢

尚子.荻原伸悟.川上智寛.野元勇佑.中津洋一.西慎二郎.
深見久美子.大川博基.磯野峻輔.須山正文.長田太郎.

日本消化器病学会関東支部第347回例会・海運クラブ 東

京・2017年12月2日

国内学会発表 71 血清O157LPS抗体で診断し得た、HUSを発症した腸管

出血性大腸菌感染症の一例.
齋藤里奈.鈴木真由.松本健史.加藤順子.山科俊平.立之

英明.芳賀慶一.澁谷智義.坂本直人.池嶋健一.渡辺純夫.
日本消化器病学会関東支部第347回例会・海運クラブ 東

京・2017年12月2日

国内学会発表 72 抗Hu抗体陽性を契機に発見された食道神経内分泌細胞

癌の一例.

齋藤雄一郎.芳賀慶一.松本健史.加藤順子.内山明.立之

英明.山科俊平.澁谷智義.坂本直人.北條麻理子.池嶋健

一.

日本消化器病学会関東支部第345回例会・海運クラブ 東

京・2017年7月15日

国内学会発表 73 胆管挿管困難例に対するsalvage戦略. 佐藤達也.中井陽介.伊佐山浩通.小池和彦. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

国内学会発表 74 非切除肝門部悪性胆道閉塞に対する金属ステント留置術
～side by side 法とstent in stent法の比較～. 石垣和祥.中井陽介.木暮宏史.伊佐山浩通.小池和彦. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

国内学会発表 75 下部消化管内視鏡検査にて診断、除去し得た回虫症の一
例.

涌嶋理那.小沼宏徳.宗林祐史.佐藤寿史.中寺英介.森本

崇.井草祐樹.川辺正人.宮崎招久.
第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

国内学会発表 76 潰瘍性大腸炎の増悪と類似症状をきたしたアザチオプリン
過敏症の一例.

森川嵩大.福生有華.川辺正人.池田厚.佐藤寿史.小沼宏

徳.森本崇.宮崎招久.
日本消化器病学会関東支部第346回例会・海運クラブ 東

京・2017年9月30日

国内学会発表 77 回腸静脈分枝内の気腫像からNOMIによる門脈ガス血症

が疑われた１例.

伊藤慎吾.石引佳郎.岩沼佳見.鈴木麻衣子.竹田努.佐々

木仁.浅岡大介.河合雅也.宗像慎也.杉本起一.高橋玄.小
島豊.冨木裕一.坂本一博.

日本消化器病学会関東支部第346回例会・海運クラブ 東

京・2017年9月30日

国内学会発表 78 潰瘍性大腸炎に対する血球成分除去療法の再燃例の検
討．

福生有華, 川邉正人，宮崎招久 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.20

国内学会発表 79 内視鏡的経乳頭アプローチ困難症例に対するランデブー
法の検討．

井草祐樹 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.20

国内学会発表 80 上部消化管出血症例での抗血栓薬内服が及ぼす影響の
解析．

森本崇，川邉正人，宮崎招久 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.21

国内学会発表 81 抗血栓薬による上部消化管傷害の実態． 川邉正人 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.21



国内学会発表 82 門脈圧亢進症治療としての部分的脾動脈塞栓術の有用
性の検討．

深田浩大，大久保裕直，國分茂博 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.22

国内学会発表 83 HCV NS3/4A 阻害剤に対するEOBMRI を用いたOATP
機能イメージングの可能性．

大久保裕直 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.22

国内学会発表 84 ダナパロイドナトリウムの門脈血栓治療効果． 中寺英介 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.22

国内学会発表 85 多発・大型肝細胞癌へのDEBTACE の治療成績． 宗林祐史 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.22

国内学会発表 86 慢性膵炎の経過中に好酸球性胸水を合併した一例．
栗田泰葉，中寺英介，大久保裕直，宗林祐史，深田浩大，
井草祐樹，宮崎招久

日本内科学会　第632回関東地方会，東京，2017.5.13

国内学会発表 87 ワークショップ EOB-MRIを用いたHCV NS3/4A阻害剤
薬物動態・有害作用予測．

大久保裕直、　宮崎招久、　渡辺純夫 第53回日本肝臓学会総会，広島，2017.6.8

国内学会発表 88 第2世代ICGフィンガーピース法を用いたICG負荷試験．
宗林 祐史, 大久保 裕直, 佐川 絵理, 中寺 英介, 深田 浩

大, 井草 祐樹, 宮崎 招久
第53回日本肝臓学会総会，広島，2017.6.8

国内学会発表 89 便潜血陽性を契機に発見された異物による上行結腸瘻孔
形成の一例．

鈴木 信之, 小沼 宏徳, 森本 崇, 佐藤 寿史, 中寺 英介, 井
草 祐樹, 福生 有華, 深田 浩大, 東原 良恵, 川邉 正人, 大
久保 裕直, 宗林 祐史, 宮崎 招久

第104回日本消化器内視鏡学会関東支部例会，東京，

2017.6.10

国内学会発表 90 門脈血栓症の治療戦略 ダナパロイドナトリウム・ATⅢ製
剤の門脈血栓治療効果．

中寺 英介, 大久保 裕直, 深田 浩大, 井草 祐樹, 宮崎 招
久

第24回日本門脈圧亢進症学会総会，東京，2017.9.14

国内学会発表 91 BRTO施行後に腸管気腫症を併発した一例． 池田 厚, 大久保 裕直, 深田 浩大, 中寺 英介, 宮崎 招久 第24回日本門脈圧亢進症学会総会，東京，2017.9.15

国内学会発表 92
門脈循環の新しい評価法 ICG、エラストグラフィなど 第2
世代ICGフィンガーピース法を用いたICG試験 採血法と
の比較．

大久保 裕直, 宗林 祐史, 中寺 英介, 深田 浩大, 井草 祐

樹, 宮崎 招久
第24回日本門脈圧亢進症学会総会，東京，2017.9.15

国内学会発表 93 脾摘とPSE 　部分的脾動脈塞栓術前後の内視鏡所見変
化の検討．

深田 浩大, 大久保 裕直, 池田 厚, 宗林 祐史, 中寺 英介,
井草 祐樹, 國分 茂博, 宮崎 招久

第24回日本門脈圧亢進症学会総会，東京，2017.9.15

国内学会発表 94 Gd-EOB-DTPA造影MRIを用いたParitaprevirの薬物
動態・高ビリルビン血症予測．

大久保 裕直, 宗林 祐史, 中寺 英介, 深田 浩大, 井草 祐

樹, 宮崎 招久, 安藤仁（金沢大学医学部細胞分子機能
学）

JDDW 2017，福岡，2017.10.12

国内学会発表 95 カテプシンL欠損による肝部分切除後肝再生の促進作用
とその機序について．

佐藤寿史、山科俊平、渡辺純夫 JDDW 2017，福岡，2017.10.13

国内学会発表 96 ピロリ菌陰性胃における抗血栓薬による上部消化管傷害
の検討．

川邉 正人、森本 崇、福生 有華、佐藤 寿史 第45回日本潰瘍学会，京都，2017.11.20



国内学会発表 97 当院における潰瘍性大腸炎の抗 TNFα療法の有効性の
検討．

福生 有華、川邉 正人、佐藤 寿文、森本 崇 第45回日本潰瘍学会，京都，2017.11.20

国内学会発表 98 PPI内服下での上部消化管出血症例の臨床学的特徴． 森本 崇、佐藤 寿史、福生 有華、川邉 正人 第45回日本潰瘍学会，京都，2017.11.21

国内学会発表 99 DEB-TACE治療があたえる骨格筋量の変化について．
宗林 祐史, 大久保 裕直, 中寺 英介, 深田 浩大, 井草 祐

樹, 國分 茂博, 宮崎 招久
第42回日本肝臓学会西部会．福岡，2017.11.30

国内学会発表 100 Gd-EOB-DTPA造影MRIによるParitaprevir起因性高
ビリルビン血症予測．

大久保裕直 第38回　日本臨床薬理学会学術総会，横浜，2017.12.9

国内学会発表 101 潰瘍性大腸炎に対する血球成分除去(CAP)療法の臨床
的有用性と腸管外合併症に対する効果

長田太郎、野村収、澁谷智義、渡辺純夫
第38回日本アフェレシス学会学術大会,東京,2017年10月
21日

国内学会発表 102 食道転移性悪性黒色腫に対し化学療法が奏功した一例.
大川博基 稲見義宏 岩本志穂 西 慎二郎 磯野峻輔 北沢

尚子 荻原伸悟 竹村勇治 川上智寛 野元勇佑 深見久美

子 中津洋一 北村庸雄 須山正文 長田太郎

第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 ,東
京,2017年12月9-10日

国内学会発表 103 異所性胃粘膜を伴った回盲部消化管重複症の一切除例 磯野峻輔 北沢尚子 長田太郎 富田茂樹 渡辺純夫
第104回日本消化器内視鏡学会関東支部例会 ,東
京,2017年6月10-11日

国内学会発表 104 巨大胆石が原因となった肝腫瘍の一例

野元勇佑 荻原伸悟 北村庸雄 岩本志穂 稲見義宏 北沢

尚子 竹村勇治 川上智寛 中津洋一 西慎二郎 深見久美

子 大川博基 磯野峻輔 長田太郎 須山正文

第48回東葛地区消化器疾患研究会,千葉,2017年6月

国内学会発表 105 大腸内視鏡挿入困難症例に対しＣＴ Colonographyを用
いた大腸腸管長の比較検討

稲見義宏 高橋正倫 赤澤陽一 福嶋浩文 田島 譲 村上

敬 立之英明 上山浩也 坂本直人 長田太郎 渡辺純夫
第103回日本消化器病学会総会,東京,2017年4月20-22
日

国内学会発表 106 膵液瘻に対して内視鏡・経皮的ドレナージが有効であった
3症例の検討

深見久美子 荻原伸悟 岩本志穂 北沢尚子 須山正幸 竹

村勇治 川上智寛 鈴木真由 野元勇佑 中津洋一 西 慎二

郎 大川博基 磯野峻輔 北村庸雄 須山正文 渡辺純夫

第103回日本消化器病学会総会,東京,2017年4月20-22
日

国内学会発表 107 潰瘍性大腸炎に対する抗ＴＮＦa抗体投与に関連した尋常
性幹癬の検討

岩本志穂 川上智寛 北沢尚子 荻原伸悟 須山正幸 竹村

勇治 鈴木真由 野元勇佑 中津洋一 西 慎二郎 深見久美

子 大川博基 磯野峻輔 北村庸雄 須山正文 一宮紀子 渡
辺純夫

第103回日本消化器病学会総会,東京,2017年4月20-22
日

国内学会発表 108 慢性肝疾患における痒みに対するナルフラフィンの治療効
果の解析

岩本志穂 川上智寛 北沢尚子 荻原伸悟 須山正幸 竹村

勇治 鈴木真由 野元勇佑 中津洋一 西 慎二郎 深見久美

子 大川博基 磯野峻輔 北村庸雄 須山正文 一宮紀子 渡
辺純夫

第103回日本消化器病学会総会,東京,2017年4月20-22
日

国内学会発表 109 HBV核酸アナログ治療症例における M2BPGiと肝発癌
村田礼人、玄田拓哉、永原章仁 第42回日本肝臓学会西部会 福岡 ヒルトンシーホーク

2017年11月30日

国内学会発表 110 B、C型肝炎ウイルス制御後のFIB-4 indexの変化と肝発
癌

村田礼人、玄田拓哉、天野希、佐藤祥、廿楽裕徳、
冨嶋享、佐藤俊輔、金光芳生、嶋田裕慈、飯島克順、永原
章仁

第53回日本肝臓学会総会 広島・リーガロイヤル広島

2017年6月8日



国内学会発表 111 B型慢性肝炎核酸アナログ投与例におけるFIB-4 index
の継時的変化と肝発癌

村田礼人、玄田拓哉、天野希、佐藤祥、廿楽裕徳、
冨嶋享、佐藤俊輔、金光芳生、嶋田裕慈、飯島克順、永原
章仁

日本消化器病学会東海支部 第126回例会 2017年6月
24日　長良川国際会議場

国内学会発表 112 切除不能局所進行膵癌に対するGEMとTS1併用した化

学放射線療法(CRT)の検討
冨嶋 享 JDDW　福岡　2017/10/12-15

国内学会発表 113 膵腺房細胞癌の画像検討 冨嶋 享 消化器病学会総会　東京　2017/4/20-22

国内学会発表 114 内視鏡的胃炎はFD症状をもたらすか？
嶋田裕慈、佐藤俊輔、成田諭隆、金光芳生、廿楽裕徳、村
田礼人、天野希、佐藤祥、玄田拓哉、飯島克順、永原章仁

第103回日本消化器病学会総会, 東京, 2017年4月22日

国内学会発表 115 急速な進展経過を追跡し得た胃腺扁平上皮癌の一例
嶋田裕慈、成田諭隆、金光芳生、佐藤祥、天野希、村田礼
人、廿楽裕徳、佐藤俊輔、玄田拓哉、飯島克順、櫛田知
志、佐藤浩一、和田了、永原章仁

第93回日本消化器内視鏡学会総会, 東京, 2017年5月13
日

国内学会発表 116 上腹部症状とQOLの関係に制酸薬が与える影響
嶋田裕慈、成田諭隆、金光芳生、佐藤俊輔、廿楽裕徳、村
田礼人、天野希、佐藤祥、玄田拓哉、飯島克順、草野元
康、永原章仁

第25回日本消化器病学会大会（JDDW 2017） , 福岡 ,
2017年10月14日

国内学会発表 117 経過中に急性発症型自己免疫性肝炎の合併を認めた原
発性胆汁性胆管炎の1例 天野希 日本消化器病学会・愛知・2017年11月11日

国内学会発表 118 当科における肝硬変合併門脈血栓症に対する抗凝固療
法の治療成績

天野希 日本肝臓学会・福岡・2017年12月1日

国内学会発表 119 超音波内視鏡下ドレナージ術が奏効した肝膿瘍穿破によ
る大網内膿瘍の1例

佐藤 祥、佐藤俊輔、天野 希、村田礼人、廿楽裕徳、冨
島享、 金光芳生、嶋田裕慈、飯島克順、玄田拓哉、永原
章仁

日本消化器病学会東海支部第126回例会

2017年6月23日, 岐阜

国内学会発表 120 Veno-occulusive diseaseによる急性肝不全に対する

TIPSのbridge therapyとしての可能性

玄田拓哉、廿楽裕徳、天野 希、佐藤 祥、村田礼人、冨
島 享、佐藤俊輔、金光芳生、嶋田裕慈、飯島克順、永原
章仁

第24回日本門脈圧亢進症学会総会 東京 2017年9月14
日

国内学会発表 121 末期肝臓病としての原発性胆汁性胆管炎と原発性硬化性
胆管炎の病態

玄田拓哉、市田隆文、永原章仁 第４２回日本肝臓学会西部会　福岡　2017年11月30日

国内学会発表 122 肝がん治療後のインターフェロン・フリー治療が肝予備能
に与える影響

佐藤俊輔　他

第42回日本肝臓学会西部会,福岡,平成29年11月30-12
月1日

国内学会発表 123 興味深い血行動態を示した食道離断術・脾摘後の難治性
胃静脈瘤の1例 佐藤俊輔　他

第24回日本門脈圧亢進症学会総会,東京,平成29年9月
14-15日

国内学会発表 124 当科における肝硬変合併門脈血栓症に対する抗凝固療
法の治療成績

佐藤俊輔　他
第24回日本門脈圧亢進症学会総会,東京,平成29年9月
14-15日



国内学会発表 125 インターフェロン・フリー治療が肝機能に与えるインパクト 佐藤俊輔　他 第53回日本肝臓学会総会,広島,平成29年6月8-9日

国内学会発表 126 IFN治療におけるSVR後肝発癌予測因子とIFN free治療
の現状

佐藤俊輔　他 第53回日本肝臓学会総会,広島,平成29年6月8-9日

国内学会発表 127 C型肝炎SVR後肝発癌予測における肝線維化マーカー

M2BPGiの有用性
廿楽裕徳 玄田拓哉 天野希 佐藤祥 村田礼人 佐藤俊
輔　金光芳生　嶋田裕慈　飯島克順　永原章仁

日本消化器病学会総会　東京　2017年4月21日

国内学会発表 128 肝発癌例から見た新規肝線維化マーカーM2BPGiの意義
廿楽裕徳 玄田拓哉 天野希 佐藤祥 村田礼人 冨嶋享
佐藤俊輔　金光芳生　嶋田裕慈　飯島克順　永原章仁

日本肝臓学会総会　広島　2017年6月9日

国内学会発表 129 Veno-occlusive diseaseによる急性肝不全の一例
廿楽裕徳 玄田拓哉 天野希 佐藤祥 村田礼人 冨嶋享
佐藤俊輔　金光芳生　嶋田裕慈　飯島克順　永原章仁

日本急性肝不全研究会　広島　2017年6月7日

国内学会発表 130 ソラフェニブとシスプラチンによる術後補助化学療法中に
興味深い腫瘍マーカーの変動を認めた肝細胞癌の1例

廿楽裕徳 玄田拓哉 天野希 佐藤祥 村田礼人 冨嶋享
佐藤俊輔　金光芳生　嶋田裕慈　飯島克順　永原章仁

日本肝癌分子標的治療研究会　徳島　2017年6月24日

国内学会発表 131 C型肝炎SVR例における血清肝線維化マーカーM2BPGi
の変化とSVR後肝発癌

廿楽裕徳 玄田拓哉 天野希 佐藤祥 村田礼人 冨嶋享
佐藤俊輔　金光芳生　嶋田裕慈　飯島克順　永原章仁

日本肝臓学会西部会　福岡　2017年11月30日

国内学会発表 132 下剤・消化管運動機能改善薬使用と便秘との関連の検討
浅岡大介、永原章仁、佐々木仁、嶋田裕慈、松本健史、上
山浩也、竹田努、松本紘平、赤澤陽一、泉健太郎、北條麻
理子、渡辺純夫

JDDW 2017（福岡国際センター）(デジタルポスターセッ

ション)　2017年10月14日

国内学会発表 133 当院における高齢者ヘリコバクター・ピロリ除菌治療 佐々木　仁、中川 裕太、中江 弘三郎、松山 秀二郎
第103回日本消化器病学会総会（京王プラザホテル） (ポ
スター)  2017年4月21日

国内学会発表 134 バレット食道診療におけるトピックス 食道バレット粘膜にお

けるLCI観察の有用性
竹田 努, 永原 章仁, 渡辺 純夫. 第103回日本消化器病学会総会 (京王プラザホテル)

(ワークショップ) 2017年4月22日

区分 番号 タイトル等 発表者・著者 掲載・発表情報等 国際共同

その他
（広報活動を含

む）
1 座長:一般演題　胃. 永原章仁. 第20回日本高齢消化器病学会総会・東京医科大学病院

東京・2017年7月14-15日

その他
（広報活動を含

む）
2 司会:今知りたい、胆管結石治療困難例の攻略“虎の巻”. 伊佐山浩通. 第93回日本消化器内視鏡学会総会・大阪国際会議場・

リーガロイヤルホテル 大阪・2017年5月11-13日

その他
（広報活動を含

む）
3 座長:ランチョンセミナー. 渡辺純夫. 第66回日本消化器画像診断研究会・都市センターホテル

東京・2017年2月25日



その他
（広報活動を含

む）
4 Opening Remarks. 渡辺純夫. 第12回 JULIET・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年1月28日

その他
（広報活動を含

む）
5 座長:特別講演. 渡辺純夫. 第12回 JULIET・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年1月28日

その他
（広報活動を含

む）
6 Closing Remaeks. 渡辺純夫. 第12回 JULIET・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年1月28日

その他
（広報活動を含

む）
7 講演:脂肪肝を考える. 渡辺純夫. 第341回順天堂医学会学術集会・順天堂大学 東京・2017

年3月29日

その他
（広報活動を含

む）
8 閉会挨拶. 渡辺純夫. IBD学術講演会・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年9月8日

その他
（広報活動を含

む）
9 座長:一般講演. 宮崎招久. 第12回 JULIET・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年1月28日

その他
（広報活動を含

む）
10 座長:機能性消化管疾患の病態と治療. 永原章仁. 第49回胃病態機能研究会・名古屋国際会議場 愛知・

2017年2月18-19日

その他
（広報活動を含

む）
11 講師:講演3 機能性ディスペプシア　診断の進歩. 永原章仁. 日本消化器病学会関東支部第30回教育講演会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年6月25日

その他
（広報活動を含

む）
12 コメンテーター:ワークショップ2. 永原章仁. 第13回日本消化管学会総会学術集会・名古屋国際会議

場 愛知・2017年2月17-18日

その他
（広報活動を含

む）
13 司会:IGICS　Poster session 1. 永原章仁. The 10th International Gastrointestinal Consensus

Symposium・名古屋国際会議場 愛知・2017年2月18日

その他
（広報活動を含

む）
14 演者:上腹部症状に対する 適な治療とは

－漢方治療のエビデンスから探る－. 永原章仁. 一般社団法人 日本消化器関連学会（JDDW 2017）・福
岡国際会議場 福岡・2017年10月13日

その他
（広報活動を含

む）
15 第30回 European Helicobacter& Microbiota Study

Group（EHMSG）. 永原章仁. Helicobacter Research vol 21,2017;6:106-108

その他
（広報活動を含

む）
16 プログラム委員. 永原章仁. 第23回日本ヘリコバクター学会学術集会.・函館アリーナ

北海道・2017年6-7月30-2日

その他
（広報活動を含

む）
17 座長:一般演題　胃. 永原章仁. 第20回日本高齢消化器病学会総会・東京医科大学病院

東京・2017年7月14-15日

その他
（広報活動を含

む）
18 講師:ポストピロリ時代の胃の管理.～LCIへの期待～. 永原章仁. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2017 in 立川・立川

パレスホテル 東京・2017年11月29日



その他
（広報活動を含

む）
19 ピロリ菌除菌時代の内視鏡検査. 永原章仁.

第8回 富士フイルムメディカル東京地区営業本部 内視鏡

特約店講演会・富士フイルム西麻布ビル1号館 東京・

2017年12月7日
その他

（広報活動を含
む）

20
”胃炎の京都分類 ”に基づく小児及び若年成人の

Helicobacter pylori感染胃炎の内視鏡的特徴と年齢別

推移.

北條麻理子.工藤孝広.永原章仁.青栁陽.竹田努.赤澤陽

一.小森寛之.松本紘平.上山浩也.嶋田裕慈.佐々木仁.松
本健史.浅岡大介.清水俊明.渡辺純夫.

日本ヘリコバクター学会誌 vol 19,2017;2:81-83

その他
（広報活動を含

む）
21 座長:一般演題4. 池嶋健一. 第36回アルコール医学生物学研究会（JASBRA）・新横浜

プリンスホテル 神奈川・2017年1月27-28日

その他
（広報活動を含

む）
22 座長:一般演題．座長 池嶋健一. 第3回本郷DAAセミナー・ホテルメトロポリタン エドモント3

階「千鳥」 東京・2017年11月22日

その他
（広報活動を含

む）
23 座長:特別講演.座長 池嶋健一. 第3回本郷DAAセミナー・ホテルメトロポリタン エドモント3

階「千鳥」 東京・2017年11月22日

その他
（広報活動を含

む）
24 座長:シンポジウム10. 池嶋健一. 第52回日本アルコール・アディクション医学会学術総会・

パシフィコ横浜会議センター 神奈川・2017年9月8-9日

その他
（広報活動を含

む）
25 座長:特別講演. 長田太郎. IBD学術講演会・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年9月8日

その他
（広報活動を含

む）
26 司会:レーザー内視鏡と超音波内視鏡で診る世界. 伊佐山浩通. 第1回東京内視鏡学術セミナー・コングレスクエア日本橋

東京・2017年5月25日

その他
（広報活動を含

む）
27 講演:超音波スコープ紹介. 伊佐山浩通. 第1回東京内視鏡学術セミナー・コングレスクエア日本橋

東京・2017年5月25日

その他
（広報活動を含

む）
28 司会:今知りたい、胆管結石治療困難例の攻略“虎の巻”. 伊佐山浩通. 第93回日本消化器内視鏡学会総会・大阪国際会議場・

リーガロイヤルホテル 大阪・2017年5月11-13日

その他
（広報活動を含

む）
29 症例検討セッション「胆膵」. 伊佐山浩通. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

その他
（広報活動を含

む）
30 当科で行われたC型肝炎DAA治療後の経過に関しての考

察．
山科俊平. 第3回本郷DAAセミナー・ホテルメトロポリタン エドモント3

階「千鳥」 東京・2017年11月22日

その他
（広報活動を含

む）
31 パネリスト:潰瘍性大腸炎の診断と治療の実際. 澁谷智義. リアルダ発売記念講演会・銀座クレストンホテル 東京・

2017年2月3日

その他
（広報活動を含

む）
32 座長:診療に苦慮したIBD症例への診察アプローチ- 適

な治療を考える-. 澁谷智義. IBD学術講演会・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年9月8日

その他
（広報活動を含

む）
33 相談会:潰瘍性大腸炎. 澁谷智義.

難病医療相談会・順天堂大学内

東京都難病相談・支援センター 東京・2017年12月17日



その他
（広報活動を含

む）
34 講演:糖・脂質代謝とストレス制御によるNASH治療. 今一義. 第12回 JULIET・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年1月28日

その他
（広報活動を含

む）
35 記事:「脂肪肝ですね」と言われたら？. 今一義. 保険ニュース vol 82,2017;3-4

その他
（広報活動を含

む）
36 新規的FMT プロトコールの確立から総合的な細菌学的

治療法を目指す. 石川大.渡辺純夫. The Mainichi Medical Journal vol 13,2017;5:246-247

その他
（広報活動を含

む）
37 座談会:なぜ腸内細菌は重要か. 石川大. 日本消化器病学サイエンス vol 1,2017;3:109-117

その他
（広報活動を含

む）
38 座長:専門医セッション「胃2」. 上山浩也. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9日

その他
（広報活動を含

む）
39 症例プレゼンター:症例検討セッション「下部消化管」. 立之英明. 第105回日本消化器内視鏡学会関東支部例会・シェーン

バッハ・サボー 東京・2017年12月9-10日

その他
（広報活動を含

む）
40 講演:胃癌検診、内視鏡時代を迎えた検査方法. 竹田努. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2017 in 東京・富士

フイルム東京ミッドタウン本社 東京・2017年7月29日

その他
（広報活動を含

む）
41 内視鏡　タッチ＆トライ. 竹田努. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2017 in 東京・富士

フイルム東京ミッドタウン本社 東京・2017年7月29日

その他
（広報活動を含

む）
42 当科におけるC型肝炎治療の現状と課題． 佐藤俊輔．

第3回本郷DAAセミナー・ホテルメトロポリタン エドモント3
階「千鳥」 東京・2017年11月22日

その他
（広報活動を含

む）
43 胃がん検診、内視鏡時代を迎えた検査方法. 竹田努. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2017 in 東京・富士

フィルム東京ミッドタウン本社 東京・2017年7月29日

その他
（広報活動を含

む）
44 竹田先生・坂本先生のアドバイスによるタッチ＆トライ. 竹田努. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2017 in 東京・富士

フィルム東京ミッドタウン本社 東京・2017年7月29日

その他
（広報活動を含

む）
45 竹田先生・坂本先生のアドバイスによるタッチ＆トライ. 竹田努. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2017 in 立川・立川

パレスホテル 東京・2017年11月29日

その他
（広報活動を含

む）
46 LCI臨床上の有用性について（LCIアトラスの活用方法). 竹田努.

第8回 富士フイルムメディカル東京地区営業本部 内視鏡

特約店講演会・富士フイルム西麻布ビル1号館 東京・

2017年12月7日
その他

（広報活動を含
む）

47 症例①. 岡原昂輝. IBD学術講演会・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年9月8日

その他
（広報活動を含

む）
48 講演:C型肝炎における代替肝線維化マーカーの有用性と

インターフェロンフリー治療. 玄田拓哉. 第12回 JULIET・ホテルメトロポリタンエドモント 東京・

2017年1月28日



その他
（広報活動を含

む）
49 講演:SU-1・超音波スコープ紹介. 伊佐山浩通. 第1回東京内視鏡学術セミナー・コングレスクエア日本橋

東京・2017年5月25日

その他
（広報活動を含

む）
50 当科におけるC型肝炎治療の現状と課題． 佐藤俊輔．

第3回本郷DAAセミナー・ホテルメトロポリタン エドモント3
階「千鳥」 東京・2017年11月22日

その他
（広報活動を含

む）
51 移りゆくC型肝炎治療～完全制覇にむけて～． 大久保裕直 第79回地域医療連携フォーラム，東京， 2017.1.19

その他
（広報活動を含

む）
52 大型腫瘍に対するDEB-TACEの可能性． 大久保裕直

マ イ ク ロ ス フ ィ ア Expert カ ン フ ァ レ ン ス 2017 –
HepaSphere for HCC-, 東京,　2017.1.21

その他
（広報活動を含

む）
53 潰瘍性大腸炎における 5-ASAの役割～ Unknown

unknowns～．
川邉正人 城北消化器疾患セミナー，　東京，2017.2.14

その他
（広報活動を含

む）
54 興味ある経過を呈した脂肪肝の一例．

佐藤寿史、大久保裕直、中寺英介、深田浩大、井草祐樹、
宮﨑招久、松本俊治、小倉加奈子

第7回びまん性肝疾患の画像研究会,　東京, 2017.2.18

その他
（広報活動を含

む）
55 （特別講演座長、当番世話人） 大久保裕直 第7回びまん性肝疾患の画像研究会，東京，2017.2.18

その他
（広報活動を含

む）
56 嚢胞成分を含有した肝腫瘍の一例．

宗林祐史、大久保裕直、中寺英介、深田浩大、井草祐樹、
宮﨑招久

52nd Yokohama Imaging Conference(YIC), 東 京 ，

2017.2.24

その他
（広報活動を含

む）
57 薬剤師のための Biologics Seminar 川邉正人 東京，2017.3.10

その他
（広報活動を含

む）
58 肝疾患薬物治療　up to date． 大久保裕直 第8回Josai Hepatitis Meeting ，東京，2017.3.16

その他
（広報活動を含

む）
59 （座長） 川邉正人 城北IBD治療フォーラム，東京，2017.3.17

その他
（広報活動を含

む）
60 稀な限局性脂肪肝の2症例． 大久保裕直 第41回　超音波ドプラ・新技術研究会, 東京,2017.3.25

その他
（広報活動を含

む）
61 （座長）肝臓臨床5． 大久保裕直 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.20

その他
（広報活動を含

む）
62 （座長）肝1． 宮﨑招久 第103回日本消化器病学会総会，東京，2017.4.21

その他
（広報活動を含

む）
63 （司会）一般ポスター消化器 肝臓１． 大久保裕直 日本超音波医学会第90回学術集会，宇都宮，2017.5.26



その他
（広報活動を含

む）
64 （座長）肝臓1． 大久保裕直 日本超音波医学会第90回学術集会，広島，2017.6.8

その他
（広報活動を含

む）
65 （座長）ピロリ菌と胃がん． 宮﨑招久 区民健康医学講座，練馬，2017.06.24

その他
（広報活動を含

む）
66 カテプシンL欠損による肝部分切除後肝再生促進効果に

ついての検討．

佐藤 寿史、山科 俊平、青山 友則、内山 明、今 一義、池

嶋 健一、渡辺 純夫
第24回肝細胞研究会，北海道，2017.06.30

その他
（広報活動を含

む）
67 乳癌肝転移に対して繰り返しDEB-TACEを施行した一

例．
大久保裕直 肝動注療法勉強会，東京，2017.7.5

その他
（広報活動を含

む）
68 第2世代ICGフィンガーピース法を用いたICG負荷試験． 大久保裕直 日本肝癌研究会，東京，2017.7.6

その他
（広報活動を含

む）
69 （司会）局所療法（2）． 大久保裕直 日本肝癌研究会，2017.7.6，東京

その他
（広報活動を含

む）
70 CelonPOWER入門者の苦悩． 大久保裕直 第5回バイポーラRFA研究会，東京，2017.7.7

その他
（広報活動を含

む）
71 EOB-MRI画像解析によるDAAs薬物動態・有害反応予

測．
大久保裕直、宮﨑招久、國分茂博、安藤仁 第7回EOB・プリモビストセミナー，横浜，2017.07.14

その他
（広報活動を含

む）
72 右季助部痛を契機に発見された肝腫瘤の一例．

池田厚、大久保裕直、宗林祐史、中寺英介、深田浩大、井
草祐樹、宮﨑招久

53rd Yokohama Imaging Conference(YIC) ，横浜，

2017.07.21

その他
（広報活動を含

む）
73 Gd-EOB-DTPA造影MRIを用いたParitaprevirの薬物

動態・高ビリルビン血症予測．
大久保裕直、宗林祐史、中寺英介、深田浩大、宮﨑招久、
安藤仁

第8回びまん性肝疾患の画像研究会，東京，2017.7.29

その他
（広報活動を含

む）
74 一般演題コメンテーター． 大久保裕直

第45回城南・神奈川腹部超音波診断研究会．横浜，

2017.9.12

その他
（広報活動を含

む）
75 （司会）要望演題8「Budd-Chiari症候群2、門脈圧亢進症

の画像診断」．
大久保裕直 第24回日本門脈圧亢進症学会総会，東京，2017.9.15

その他
（広報活動を含

む）
76 Gd-EOB-DTPA造影MRIを用いたParitaprevir起因性

高ビリルビン血症発現予測．
大久保裕直、宮崎招久、金沢大学医学部細胞分子機能学
安藤仁

第39回　胆汁酸研究会，つくば，2017.11.11

その他
（広報活動を含

む）
77 （司会）一般演題6「B-RTO2」． 深田浩大 第24回日本門脈圧亢進症学会総会，東京，2017.9.15

その他
（広報活動を含

む）
78 （総合司会） 宮﨑招久

薬剤師のための循環器・腎疾患セミナー，東京，
2017.11.17



その他
（広報活動を含

む）
79 （座長）IBDの診断と治療、および帝京IBDセンターの今

と未来．
川邉正人 城北IBDフォーラム，東京，2017.11.21

その他
（広報活動を含

む）
80 カテプシンL欠損による肝再生促進作用の機序について

の解析．
佐藤寿史、山科俊平、青山友則、内山明、今一義、池嶋健
一、渡辺純夫

第 31 回 肝 類 洞 壁 細 胞 研 究 会 学 術 集 会 ，三 重 ，

2017.11.24

その他
（広報活動を含

む）
81 みんなが気になるお腹のサイン 長田太郎、北村庸雄、坂本直人、荻原伸悟、稲見義宏

日本消化器病学会関東支部主催「第98回 市民公開講

座」 2017年9月2日浦安市民プラザ Wave 101 大ホー
ル

その他
（広報活動を含

む）
82 今、 強の検査室を探せ！ 長田太郎、荻原伸悟、山崎　信 Rad Fan　2017Vol15、No15 p18--19

その他
（広報活動を含

む）
83 順天堂大学医学部附属浦安病院でのIBD治療 長田太郎 CCJAPAN 2017 vol.98 p6-7


