
２００６年　１月～１２月学術活動

《論　文　発　表》 No.1
著　　　　　　者　　　　　名 論　　　　文　　　　名 雑　　　　　　　誌　　　　　名 診療科

Ｋｏｎｉｓｈｉ　、Ｉｗａｔａ　、Ａｒａｋｉ　、Ｋｏｂａｙａｓｈｉ Ｉｎｃｒｅａｓｅｄ　ｌｉｐｉｄ　ｐｅｒoｘｉｄａｔｉｏｎ  ｉｎ　ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　ｎｏｎ‐ａｌｃｏｈｏｌｉｃ　ｆａｔｔｙ Ｊ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ　Ｈｅｐａｔｏｌ

Ｋａｓｔｕｋｉ　、Ｓｕｍｉｄａ　、Ｎａｋａｇａｗａ　Ｎ　、 ｌｉｖｅｒ　ｄｉｓｅａｓｅ　ａｎｄ　ｃｈｒｏｎｉｃ　ｈｅｐａｔｉｔｉｓ　Ｃ　ａｓ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ｐｌａｓｍａ ２００６　Ｄｅｃ；２１（１２）：１８２１－５

Ｋｏｊｉｍａ　､Ｗａｔａｎａｂｅ　、Ａｄａｃｈｉ　、Ｋａｉｔｏ ｌｅｖｅｌ　ｏｆ　８－ｉｓｏｐｒｏｓｔａｎｅ

梅枝　覚、肥満智紀、岩永孝雄、山本隆行 直腸尿道瘻を形成した骨盤直腸窩痔瘻の一例 日本大腸肛門病学会雑誌

野地みどり、北川達士、松本好市 (５９　：　１７－２３　．２００６）

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、K.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Safety  and  clinical  efficacy  of  granulocyte  and  monocyte  adsorptive  　Ｗｏｒｌｄ　Ｊ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ

apheresis  therapy  for  ulcerative  colitis ２００６；　１２：５２０－５

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｍ.Ｎａｋａｈｉｇａｓｉ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ Ａｃｕｔｅ　duodenal  Crohn's  disease  successfully  managed  with  low-speed 　Ｗｏｒｌｄ　Ｊ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ

K.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ elemental  diet  infusion  via  nasogastric  tube:A  case  report ２００６；　１２：６４９－５１

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、ＡＲ.Ｓａｎｉａｂａｄｉ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ Impact  of  selective  leukocytapheresis  on  mucosal  inflammation  and Ｉｎｆｌａｍｍ　Ｂｏｗｅｌ　Ｄｉｓ

K.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ ulcerative  colitis: Cytokine  and  endoscopic  findings ２００６；　１２：７１９－２６

ＧＥ　Ｒｅｅｓｅ、ＲＥ　Ｌｏｖｅｇｒｏｖｅ、ＨＳ　Ｔｉｌｎｅｙ The　effect  Crohn's  disease  on  outcomes  following  restoratie  Dis　Ｃｏｌｏｎ　Ｒｅｃｔｕｍ　（ｉｎ　ｐｒｅｓｓ）

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、AG　Heriot、ＶＷ　Fazio、PP　Tekkis proctocolectomy

Kosaka、Yoshino、Inui,Wakabayashi、Okushima Impact  of  lipoprotein lipase gene polymorphisms on ulcerative colitis 　Ｗｏｒｌｄ　Ｊ　Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ

Kobayashi、Miyoshi、Nakamura、Hayashi、Shiraishi ２００６；　１２：６３２５－３０

Watanabe,　Ｔ．Ｙａｍａｍｏｔｏ、Nakahara､Katoh

ＧＥ　Ｒｅｅｓｅ、 Ｓ Purkayastha、 ＨＳ　Ｔｉｌｎｅｙ､　 Strictureplasty  vs  resection  in  small  bowel  Crohn's  disease : An  Ｃｏｌｏｒｅｃｔａｌ　Dis (ｉｎ　ｐｒｅｓｓ）

A　Roon　von､　T.Ｙａｍａｍｏｔｏ、　PP　Tekkis evaluation  of  short - term  outcomes  and  recurrence

〃

〃

〃

〃

〃

内科

〃

４－１

外科



２００６年　１月～１２月学術活動
《論　文　発　表》 No.2

著　　　　　　者　　　　　名 論　　　　文　　　　名 雑　　　　　　　誌　　　　　名 診療科

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、M.Nakahigashi、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、T.Ｋｉｔａｇａｗａ Ｉｍｐａｃｔ　of　Long-term  ｅｌｅｍｅｎｔａｌ　nutrition　on  clinical  and  endoscopic Aliment  Pharmacol  Ther

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ recuurrence  after  recection  for  Crohn's  disease : A  prospective， ２００７；２５：６７－７２

non-randomized，parallel，controlled  study

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、ＶＷ　Fazio、PP　Tekkis Safety  and  efficacy  of  strictureplasty  for  Crohn's  disease : A  systematic Dis　Ｃｏｌｏｎ　Ｒｅｃｔｕｍ　（ｉｎ　ｐｒｅｓｓ）

review  and  meta - analysis

T.Ｉｗａｔａ、 Ｙａｍａｍｏｔｏ、 S.Ｕｍｅｇａｅ、　 Pouchitis  and  pre - pouch  iletis  developed  after  restorative  proctocolectomy    

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ for  ulcerative  colitis : A  case  report Ｗｏｒｌｄ Ｊ Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ (in press)

C Ｓｉｍｉｌｌｉｓｔ、　S Purkayastha､　Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、 Outcomes　comparing  conventional end-to-end anastomosis versus other Dis　Ｃｏｌｏｎ　Ｒｅｃｔｕｍ　（ｉｎ　ｐｒｅｓｓ）

SA  Strong、 AW Darzi､　PP Tekkis､　 anastomotic configurations  after resection in Crohn's  disease

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、 The　current  status  of  strictureplasty  for  Crohn's  disease 　CML  Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌ

(in  press)

４－２

〃

〃

〃

〃

外科



《学　会　発　表》 Ｎｏ.１　

発　　　表　　　者　　　名 演　　題　　名　・　学　　会　　名 開催月・開催地 診療科

水谷安秀、尾崎守宏、中嶋一樹、古田雅彦、熊澤祐一 『軽症』二次性副甲状腺機能亢進症（Ｚ　-HPT）に対するﾏｷｼﾏｻｶﾙｼﾄｰﾙ（OCT）投与量

千田　豊､大杉和生 （第５１回　日本透析医学会学総会）

中島滋人、中川直樹､熊澤祐一、豊田長仁、中尾一之 体外衝撃波結石破砕法（ESWL)および膵管ステント(ERPD)が奏効した膵性腹水の一例

木村光政 （第４８回　日本消化器病学会大会　ＤＤＷ－ＪＡＰＡＮ　２００７）

中川直樹、豊田長仁、中尾一之、中島滋人、木村光政 胆嚢摘出後に迷入したクリップを核として胆管結石を形成した一例

（第４８回　日本消化器病学会大会　ＤＤＷ－ＪＡＰＡＮ　２００７）

蓮野善紀、中島滋人、熊澤祐一、豊田長仁、中川直樹 大量の吐下血を来し動脈塞栓術後切除した原発性十二指腸癌の一例

中尾一之、木村光政 （第１９８回　日本内科学会東海地方会）

梅枝　覚、松本好市、北川達士、野地みどり、山本隆行 当院における痔瘻ⅡＬ型（隅越分類）の手術術式と治療成績

岩永孝雄、岩田崇、山崎学 （第６１回　日本大腸肛門病学会総会）

梅枝　覚、松本好市、北川達士、野地みどり、山本隆行 ３度内痔核に対するＰＰＨ手技の検討

岩永孝雄、岩田崇、山崎学 （第６１回　日本大腸肛門病学会総会）

梅枝　覚、松本好市、北川達士、野地みどり、山本隆行 当院における痔核治療の変遷

岩永孝雄、岩田崇、山崎学 （第６１回　日本大腸肛門病学会総会）

梅枝　覚、松本好市、北川達士、野地みどり、山本隆行 肝機能異常と電解質異常を認めた巨大直腸絨毛状腺腫の一例

岩永孝雄、岩田崇、山崎学 （第６１回　日本大腸肛門病学会総会）

岩田　崇、梅枝　覚、山崎　学、岩永孝雄、山本隆行、 肛門周囲腫瘍を契機に発見されたアメーバ性直腸炎の一例

野地みどり、北川達士、松本好市 （第６１回　日本大腸肛門病学会総会）

山崎　学、梅枝　覚、岩田　崇、岩永孝雄、山本隆行、 虚血性大腸炎を合併したＳ状結腸癌の一例

野地みどり、北川達士、松本好市 （第６１回　日本大腸肛門病学会総会）

山本隆行 ＩＢＤ治療、栄養管理の日本およびアメリカにおける現状と今後の方向性、

クリーブランドクリニックでの経験から

４－３

９月・弘前 〃

９月・弘前

９月・弘前

内科

９月・弘前 外科

１０月・札幌 〃

６月・横浜

１０月・札幌 〃

３月・名古屋 〃

〃

９月・弘前 〃

１０月・筑波

９月・弘前 〃

〃

〃



《学　会　発　表》
Ｎo.2

発　　　表　　　者　　　名 演　　題　　名　・　学　　会　　名 開催月・開催地 診療科

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、M.Nakahigashi、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、T.Ｋｉｔａｇａｗａ Ｉｍｐａｃｔ　of　ｅｌｅｍｅｎｔａｌ　diet　on  mucosal  inflammation  in  patients  with  active

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Crohn's  disease:  Cytokine  production  and  endoscopic  and  histological  findings

（Ｊａｐａｎ‐Ｋｏｒｅａ　ＩＢＤ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ）

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、T.Ｋｉｔａｇａｗａ Systemic   and  local  cytokine  production  in  quiescent  ulcerative  colitis  and  its

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ relationship  to  future  relapse :  A prospective  ,  pilot  study

（Ｊａｐａｎ‐Ｋｏｒｅａ　ＩＢＤ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ）

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、T.Ｋｉｔａｇａｗａ Risk  factors  for  disease  recurrence  after  surgery  for  Crohn's  disease :  A review

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ (20th  International  Society  for  Digesitive  Surgery)

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、T.Ｋｉｔａｇａｗａ Postoperative  change  of  mucosal  cytokine  production  at  strictureplasty  sites  in

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Crohn's  disease  

(20th  International  Society  for  Digesitive  Surgery)

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、T.Ｋｉｔａｇａｗａ Plasma  and  mucosal  cytokine  production  during  remission  after  resection  for

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Crohn's  disease  and  it's  relationship  to  future  relapse

(20th  International  Society  for  Digesitive  Surgery)

中　淳、米村幸男 ＤＰＣ下における婦人科外来化学療法の有効性の検討と問題点

（第４３回　日本社会保険医学会総会）

〃

９月・ソウル

〃１１月・ローマ

９月・ソウル 〃

１１月・ローマ

外科

産婦人科

１１月・ローマ 〃

１０月・岐阜

４－４



《そ　の　他　の　発　表》
Ｎo.1

発　　　表　　　者　　　名 演　　題　　名　・　会　の　名　称 開催月・開催地 診療科

斉藤大地、加藤智久、上田康博、高橋大輔、安江一修 血液透析中のヘパリン投与量は適切か。　　－ＡＰＴＴをも用いた検討－

長谷川真理子、水谷康秀 （第４３回　三重県透析研究会）

水谷安秀 当院で行っているＣＡＰＤの現況

（第２１回　北勢地区ＣＡＰＤ講座

水谷安秀 『腎炎の分類と臨床』-糖尿病性腎症の予防は可能か。

（第７回　三重県臨床検査技師会　一般・生理・病理　３研究班合同研究会）

水谷安秀 ステロイド感受性ネフローゼを呈した急性腎炎症候群の一例

（第８回　三重腎病理Ren楽会）

水谷安秀 診断に難渋した高齢者のネフローゼ症候群の一例

（第４回　北勢地区　腎と透析研究会）

中川直樹、熊澤祐一、豊田長仁、中尾一之、中島滋人 静脈リザーバー留置がＱＯＬ向上に有効であったＣ型肝硬変の一例

木村光政、渡邊省三 （第２回　肝疾患病態栄養研究会）

中川直樹、熊澤祐一、豊田長仁、中尾一之、中島滋人 診断に苦慮した肝腫瘤の一例

木村光政 （第５回　三重肝腫瘍症例検討会）

豊田長仁 スティーブン・ジョンソン症候群にて紹介受けた潰瘍性大腸炎の一例

（第８回　病診連携カンファレンス）

豊田長仁 亜イレウスの一例

（第１９回　北勢消化器カンファレンス）

古田雅彦 急性合併症・慢性合併症

（第１６回　糖尿病療養指導士育成のための講習会）

６月・津 〃

１月・津 内科

〃

４－５

７月・四日市

〃７月・津

〃

５月・津 〃

２月・津 内科

〃１２月・津

１１月・四日市 〃

８月・津 〃

１０月・四日市



《そ　の　他　の　発　表》
Ｎo.2

発　　　表　　　者　　　名 演　　題　　名　・　会　の　名　称 開催月・開催地 診療科

古田雅彦 糖尿病について　～当院の取り組み～

（第２回　四日市社会保険病院　市民公開講座）

古田雅彦 糖尿病慢性合併症の評価の仕方

（第２回　三重糖尿病セミナー）

古田雅彦 糖尿病の最新治療と生活改善指導について

（保健師研修会）

梅枝　覚、岩田　崇、肥満智紀、岩永孝雄、山本隆行 クローン病と治療と肛門病変

野地みどり、北川達士、松本好市 （第１２回　三重県クローン病研究会）

岩田　崇、野地みどり、肥満智紀、岩永孝雄、山本隆行 下血で発症した虚血性大腸炎の一例

北川達士、梅枝　覚、松本好市 （第２６３回　三重外科集団談会）

梅枝　覚、岩田　崇、肥満智紀、岩永孝雄、山本隆行 肛門周囲腫瘍の診断と治療

野地みどり、北川達士、松本好市 （第２６回　東海肛門疾患懇談会）

梅枝　覚、岩田　崇、岩永孝雄、山本隆行 当院における内痔核に対する痔核硬化療法（ジオン注射）の検討

野地みどり、北川達士、松本好市 （第２３回　岐阜大腸肛門疾患懇談会）

梅枝　覚 炎症性腸疾患と肛門病変

（第５回　Ｓａｓｅｂｏ　Ｂｏｗｅｌ　Ｃｌｕｂ）

梅枝　覚 ３度内痔核に対するＰＰＨ手技の現状

（第７６回　近畿肛門疾患懇談会）

梅枝　覚 健康は快便から

（第６回　排泄を考える会）

４－６

８月・四日市 〃

内科

７月・津

６月・佐世保 外科

６月・大阪 〃

５月・岐阜 内科

〃

４月・四日市

〃

〃

１２月・四日市

２月・津 外科

３月・津 〃

３月・名古屋



《そ　の　他　の　発　表》
Ｎo.３

発　　　表　　　者　　　名 演　　題　　名　・　会　の　名　称 開催月・開催地 診療科

梅枝　覚、岩田　崇、岩永孝雄、山本隆行 特発性慢性便秘症に大腸切除を行った６例

野地みどり、北川達士、松本好市 （第２７回　東海肛門疾患懇談会）

梅枝　覚 痔核治療の変遷

（三重県・岐阜ジオン講習会）

梅枝　覚、山本隆行、松本好市 特発性慢性便秘症に大腸切除を行った６例

（第１２回　大腸肛門機能障害研究会）

梅枝　覚 大腸癌の診断と治療

（ヤクルト本社　社内ＭＲ教育研修特別講演会）

梅枝　覚、岩田　崇、山崎　学、岩永孝雄、山本隆行 肛門周囲腫瘍を契機に発見されたアメーバ性直腸炎の一例

野地みどり、北川達士、松本好市 （第２４回　岐阜大腸肛門疾患懇談会）

梅枝　覚、岩田　崇、山崎　学、岩永孝雄、山本隆行 肛門悪性リンパ腫の一例

野地みどり、北川達士、松本好市 （第２４回　岐阜大腸肛門疾患懇談会）

梅枝　覚 ＰＰＨ手技のポイントと手術成績

（２ｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｅｍｉｎａｒ　Ｆｏｒ　ＰＰＨ）

梅枝　覚 医師・看護師におけるオストミー協会との関わりについて

（第５４回　東海ストーマリハビリテーション研究会）

梅枝　覚 高齢者のストーマケア

（第５４回　東海ストーマリハビリテーション研究会）

梅枝　覚 ＰＰＨ手技のポイントと手術成績

（第１回　内痔核・脱肛治療研究会総会）

１１月・四日市

１１月・広島 〃

１０月・岐阜 〃

１０月・名古屋 〃

１１月・四日市 〃

９月・東京 〃

１０月・名古屋 〃

１０月・岐阜 〃

７月・浜松 外科

７月・名古屋 〃

４－７



《そ　の　他　の　発　表》
Ｎo.４

北川達士 当院における乳癌センチネルリンパ節生検の現状

（第１０回　四日市病診連携カンファレンス）

岩永孝雄 大腸癌化学療法の現状 〃

（第１０回　四日市病診連携カンファレンス）

岩田　崇 肛門周囲腫瘍を契機に発見されたアメーバ性直腸炎の一例

（第１０回　四日市病診連携カンファレンス）

梅枝　覚、岩田崇、山崎学、岩永孝雄、山本隆行 当院における痔核手術におけるジオン注射療法の現状

野地みどり、北川達士、松本好市 （第２８回　東海肛門疾患懇談会）

梅枝　覚 痔核医療の変遷

（第２５回　院内発表会）

１１月・四日市 〃

１１月・名古屋 〃

１１月・四日市 〃

１１月・四日市 外科

１１月・四日市

４－８



《　受　賞　》
Ｎo.1

受　賞　者　名 受　　賞　　名 授賞者 年月

Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　Ｏｆ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，Ｔｈｅ　Ｃｌｅｖｅｌａｎｄ　Ｃｌｉｎｉｃ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　 ２００６・２

Ｊａｐａｎ－Ｋｏｒｅａ　ＩＢＤ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ ２００６・９

山本　隆行

山本　隆行

Ｋａｔｈｌｅｅｎ　Ｅｌｅａｎｏｒ　Ｆａｚｉｏ　Ｔｒａｖｅｌｉｎｇ　Ｆｅｌｌｏｗ　Ａｗａｒｄ

Ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｏｒ　Ａｗａｒｄ

４－９




