
２００７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

ナースセミナー

２８巻・１０号：５８～６３　２００７

梅枝　覚、岩田　崇、岩永孝雄、山本隆行、 日本大腸肛門病学会雑誌

野地みどり、北川達士、松本好市 ６０：４４８－４５５，２００７

薬局　（南山堂）

Ｖｏｌ５８．Ｎｏ４　７０９－７２５　２００７

東海ｽﾄｰﾏﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会誌

Ｖｏｌ２７．Ｎｏ１　８３－８８　Ｊune ２００７ 

Reese GE,Lovegrove RE,Tilney HS,Yamamoto T, The effect of Crohn's disease on outcomes following restorative Dis Colon Rectum

Heriot AG,Fazio VW,Tekkis PP proctocolectomy ２００７；５０：２３９－５０

Yamamoto T. Nakahigashi M. Umegae S. Kitagawa T. Impacts of Long-term enteral nutrition on clinical and endoscopic disease recurrence after resection Aliment  Pharmacol Ther

Matsumoto K.  for Crohn's disease  :  A prospective study ２００７；２５：６７－７２

Iwata T. Yamamoto T. Umegae S. Pouchitis and pre-pouch ileitis developed after restorative proctocolectomy World Gastroenterol

Matsumoto K. for ulcerative colitis: A case report ２００７；１３：６４３－６

Yamamoto T. Saniabadi AR. Maruyama Y. Umegae S. Factors affecting clinical and endoscopic efficacies of selective leucocytapheresis Dig Liver Dis

Matsumoto K. for ulcerative colitis ２００７；３９：６２６－３３

Yamamoto T, Fazio VW,Tekkis PP Safety and efficacy of strictureplasty for Crohn's disease : A systematic Dis Colon Rectum

 review and meta-analysis ２００７；５０：１９６８－８６

Yamamoto T. Leading article : The current status of strictureplasty for Crohn's disease Curr Med Lit Gastroenterol

２００７；２６：５７－６５

内科

〃

〃

外科

炎症性腸疾患　ー潰瘍性大腸炎　・　クローン病ー

〃

〃

〃

〃

〃

〃

医療メディｴｰション室での実践事例とその役割木村光政、杉本雅孝

３度内痔核に対する環状自動縫合器ＰＰＨ手技（ＰＰＨ０１とＰＰＨ０３）の成績の検討

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梅枝　覚

梅枝　覚



２００７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

Yamamoto T. Nakahigashi M. Saniabadi AR. Iwata T. Impacts of Long-term enteral nutrition on clinical and endoscopic disease activities and Ｉｎｆｌａｍｍ　Ｂｏｗｅｌ　Ｄｉｓ

Maruyama Y. Umegae S. Matsumoto K. mucosal cytokines during remission in patients with Crohn's disease  : ２００７；１３：１４９３－１５０１

A prpspective study

Reese GE. Purkayastha S. Tilney HS. Von Roon A. Strictureplasty vs resection in small bowel Crohn's disease : An evaluation of short - Colorectal Dis

Yamamoto T. Tekkis PP. team outcomes and recurrence ２００７；９：６８６－９４

Simillis C. Purkayastha S. Yamamoto T. Strong SA. Outcomes comparing convensional end-to-end anastomosis versus other anastomotic Dis　Ｃｏｌｏｎ　Ｒｅｃｔｕｍ

Darzi AW. Tekkis PP. confingurations after resection in Crohn's disease ２００７；５０：１６７４－８７

Simillis C. Yamamoto T. Reese GE.. Umegae S. A meta-analysis comparing incidence of recurrence and indication for reoperation Am J Gastroenterol

Matsumoto K. Darzi AW. Tekkis PP. after surgery for perforating versus non-perforating Crohn's disease ２００７ Sep 27[Epub ahead of print]

Yamamoto T.  Maruyama Y. Umegae S. Mucosal inflammation in the terminal ileum of ulcerative colitis Patients : Endoscopic Dig Liver Dis

Matsumoto K. Saniabadi A. findings and cytokine profiles (in press)

Yamamoto T. Increased Incidence of Crohn's Disease Seen In Japan Fall/Wintaer 2007 issue,

Cleveland Clinic Crohn's Digent

山本隆行 難治性潰瘍性大腸炎に対する新しい治療 三重医報　学術

２００７年９月号　第562号 P38-39

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

甲　俊迪、大村　崇、諸岡英夫、尾崎守宏 心臓腫瘍が疑われた悪性リンパ腫の１例

鈴木宣則、岡　宏次、田中　公（鈴鹿回生ＨＰ血液内科） 第２０１回　日本内科学会　東海地方会

豊田長仁 サルゾスルファピリジン（ＳＡＳＰ）投与により長期寛解を得ている大腸型クローン病の１例

日本消化器病学会　東海支部　第１０６回例会

丸山泰貴、山本隆行、梅枝　覚、松本好市 潰瘍性大腸炎に対する顆粒球除去療法の安全性と臨床的および内視鏡的効果

日本消化器病学会　東海支部　第１０６回例会

梅枝　覚、松本好市、北川達士、野地みどり、山本隆行 当院における痔核に対する結紮切除術、ＰＰＨとＡＬＴＡ硬化療法の現状

岩永孝雄、岩田　崇、山崎　学 第６２回　日本大腸肛門病学会学術集会

梅枝　覚、松本好市、北川達士、野地みどり、山本隆行 当院における完全直腸脱に対するＤｅｌｏｒｍｅ手術

岩永孝雄、岩田　崇、山崎　学 第６２回　日本大腸肛門病学会学術集会

梅枝　覚、松本好市、北川達士、野地みどり、山本隆行 痔核治療に対するＡＬＴＡ硬化療法の有用性について

岩永孝雄、岩田　崇、山崎　学 第６２回　日本大腸肛門病学会学術集会

山崎　学、梅枝　覚、岩田　崇、岩永孝雄、山本隆行 当院における経肛門的に切除できたＶｉｌｌｏｕｓ　ａｄｅｎｏｍａの３例

野地みどり、北川達士、松本好市 第６２回　日本大腸肛門病学会学術集会

松本好市 座長

第６２回　日本大腸肛門病学会学術集会

岩永孝雄、山本隆行、野地みどり、北川達士、梅枝　覚 直腸癌と鑑別を要した前立腺癌直腸転移の１例

松本好市 第６９回　日本臨床外科学会総会

松本好市 座長

第６９回　日本臨床外科学会総会

山本隆行、梅枝　覚、松本好市 血球成分除去療法の世界標準治療法確立の向けてー基礎および臨床からの発信ー

Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌｅｕｋｏｃｙｔａｐｈｅｒｅｓｉｓの潰瘍性大腸炎患者の大腸粘膜の炎症に及ぼす作用に

ついて：Ｍｕｃｏｓａｌ　Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅｓ　と　Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ　Ｆｉｎｄｉｎｇｓ

第９３回　日本消化器病学会総会

外科

６月・浜松 〃

内科

１１月・東京 〃

２月・津

６月・浜松

〃

〃

〃

１１月・横浜

１１月・東京

４月・青森

１１月・横浜

〃

１１月・東京 〃

〃

〃１１月・東京

１１月・東京



Ｎo.2

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

山本隆行、梅枝　覚、松本好市 クローン病の長期緩解維持をめざして　ークローン病術後再発に関与する因子と

Ｅｖｉｄｅｎｃｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　に基づく再発予防策：Ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ　Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ　Ｒｅｖｉｅｗ

第９３回　日本消化器病学会総会

山本隆行 クローン病に対する経腸栄養療法の再評価　ー緩解導入および維持効果ー

第９３回日本消化器病学会総会

Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、T.Ｋｉｔａｇａｗａ Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｐｒｅｏｐｅｒａｔｉｖｅ　Ａｄｓｏｒｐｔｉｖｅ　Ｌｅｕｋｏｃｙｔａｐｈｅｒｅｓｉｓ　ｏｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃ

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｓｅｐｔｉｃ　Ｃｏｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｆｔｅｒ　Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｖｅ　Proctocolectomy

for　Active　Ｕｌｃｅｒａｔｉｖｅ　Ｃｏｌｏｔｉｓ：Ａ　Ｐｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅ　Ｓｔｕｄｙ

Ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｃｔａｌ　Ｓｕｒｇｅｏｎｓ　Ａｎｎｕａｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ

Ｙ.Ｍａｒｕｙａｍａ、Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｔ.Ｉｗａｔａ、Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、 Ｓａｆｅｔｙ　ａｎｄ　Ｅｆｆｉｃａｃｉｅｓ　ｏｆ　Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌｅｕｋｏｃｙｔａｐｈｅｒｅｓｉｓ　ｆｏｒ　ｍｏｄｅｒａｔｅｌｙ

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ，　Ｓａｎｉａｂａｄｉ　ＡＲ ｏｒ　Ｓｖｅｒｅｌｙ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｕｌｃｅｒａｔｉｖｅ　Ｃｏｌｉｔｉｓ

Ｔｈｅ　１１ｔｈ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　ｏｆ　Ａｓｉａｎ　Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｌｏｐｒｏｃｔｏｌｏｇｙ

Ｙ.Ｍａｒｕｙａｍａ、Ｔ.Ｙａｍａｍｏｔｏ、Ｔ.Ｉｗａｔａ､Ｓ.Ｕｍａｇａｅ、 Ｃｌｉｎｉｃｏｐａｔｈｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｆｉｎｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｐｏｕｃｈｉｔｉｓ　ａｎｄ　Ｐｒｅｐｏｕｃｈ

Ｋ.Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ Ｉｌｅｉｔｉｓ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ　ａｆｔｅｒ　Ｒｅｓｔｏｒａｔｉｖｅ　Ｐｒｏｃｔｏｃｏｌｅｃｔｏｍｙ　ｆｏｒ　Ｕｌｃｅｒａｔｉｖｅ　Ｃｏｌｉｔｉｓ：

Ａ　Ｃａｓｅ　Ｒｅｐｏｒｔ

Ｔｈｅ　１１ｔｈ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　ｏｆ　Ａｓｉａｎ　Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｌｏｐｒｏｃｔｏｌｏｇｙ

水谷安秀、古田雅彦、熊沢祐一、大村　崇 マキサカルシトール使用症例における血清Ｃａ値の評価

大杉和生、村田智博、藤本美香（三重大　一内） 第５２回　日本透析医学会総会

中川直樹 診断に苦慮した肉腫様肝癌の１例

第３７回　日本肝臓学会西部会

〃

１２月・長崎

４月・青森 外科

〃

内科

〃４月・青森

９月・東京 〃

６月・大阪

９月・東京

〃

６月・アメリカ



《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

中島滋人 胆・膵内視鏡治療及び介助の実践

第２回　三重県消化器内視鏡技師研究会

梅枝　覚 炎症性腸疾患の理解

Ｈ１８年度　難病相談会

梅枝　覚、岩田　崇、山崎　学、岩永孝雄、山本隆行 直腸絨毛状線種に対する経肛門的切除術の経験

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 北勢地区における現状と課題　『司会』

大腸癌化学療法ＷＥＢ講演会　サテライト会場座談会

岩田　崇 術後Ｓtage ⅢＢ　high risk 群にｍＦＯＬＦＯＬ６　ＦＯＬＦＯＬ　Ｉを施行している　２例について

第２回　みえＧ．Ｉ．Ｃａｎｃｅｒ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ

梅枝　覚 ストーマ・瘻孔ケアに難渋した症例②

第５５回　東海ストーマリハビリテーション研究会

梅枝　覚 クローン病のより良いＩｎｆｌｉｘｉｍａｂ治療を目指して

第１回　ＮＩＮＪＡ

梅枝　覚、岩田　崇、山崎　学、岩永孝雄、山本隆行 肛門悪性リンパ種の１例

野地みどり、北川達士、松本好市 第６７回　大腸癌研究会

梅枝　覚、山崎　学、岩永孝雄、山本隆行 直腸脱に対するＤｅｌｏｒｍｅ手術の経験

野地みどり、北川達士、松本好市 第３０回　東海肛門疾患懇談会

丸山泰貴、山本隆行、梅枝　覚、北川達士、松本好市 当院における潰瘍性大腸炎に対する顆粒球除去療法の安全性と有効性の検討

第５回三重ＩＢＤ研究会

梅枝　覚 痔と便秘・治療と予防とケアの仕方

第２３回　四日市排泄を考える会勉強会

７月・神戸 〃

７月・名古屋 〃

１１月・四日市 内科

外科１月・四日市

３月・浜松 〃

５月・豊明

〃

４月･津 〃

４月･四日市 〃

６月・四日市

〃

〃

〃

８月・四日市

８月・津



《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

梅枝　覚 痔核に対するＡＬＴＡ硬化療法の有用性について ８月・名古屋

第１回　岐阜･三重ＡＬＴＡ（ジオン）研究会

梅枝　覚、山本隆行、松本好市 特発性慢性便秘症にて大腸全摘術を検討している１例 ９月・東京

第１３回　大腸肛門機能障害研究会

梅枝　覚、山崎　学、岩永孝雄、山本隆行 直腸絨毛状線種に対する経肛門的切除術の４例

野地みどり、北川達士、松本好市 第１６８回　大腸肛門病懇談会

４ＦＮＳ他． ストーマ近傍部に壊疸性濃皮症を合併したストーマケアを体験して

岩永孝雄、梅枝　覚、松本好市 第５６回　東海ストーマリハビリテーション研究会

梅枝　覚 診断に難渋した特発性慢性便秘症の１例

第２６回　岐阜大腸肛門病疾患懇談会

梅枝　覚 痔疾患の治療と変遷

第１６回　四日市病診連携カンファレンス

野地みどり 乳癌診断の実際

第１６回　四日市病診連携カンファレンス

梅枝　覚 当院における痔核に対する結紮切除術、ＰＰＨとＡＬＴＡ療法の現状

第８０回　近畿肛門疾患懇談会

梅枝　覚、山崎　学、肥満智紀、岩永孝雄、山本隆行 当院における痔瘻のスタンダード手術

野地みどり、北川達士、松本好市 第３１回　東海肛門疾患懇談会

梅枝　覚 当院における痔核に対する結紮切除術、ＰＰＨとＡＬＴＡ療法の現状

第２回内痔核・脱肛治療研究会学術集会

〃

〃

〃

１１月・岐阜

１１月・四日市

１１月・静岡

１１月・四日市 〃

９月・東京 〃

〃

〃

１１月・大阪 〃

１１月・浜松 〃

１１月・横浜 〃



《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、山崎　学、肥満智紀、岩永孝雄、山本隆行 当院における痔瘻ⅡＬのスタンダード手術

野地みどり、北川達士、松本好市 第１６９回　大腸肛門病懇談会

梅枝　覚 痔と便秘・治療と予防とケアの仕方

三菱化学　四日市事業所　『健康セミナー』

山本隆行、中東真紀、梅枝　覚、北川達士、松本好市 活動期クローン病に対するエレンタールによる経腸栄養療法の臨床効果と腸管粘膜の

Ｃｙｔｏｋｉｎｅ　Ｐｒｏｄｃｔｉｏｎに及ぼす作用：　Ａ　Ｐｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅ　Ｓｔｕｄｙ 〃

第１３回　三重県クローン病研究会

山本隆行 外科術後成分栄養療法のエビデンス

エレンタール２５周年記念講演会

山本隆行 活動期およびクローン病に対する成分経腸栄養療法の有用性ー粘膜病変に対する効果ー

エレンタール２５周年記念講演会

山本隆行 クローン病における経腸栄養療法の緩解維持効果ー臨床試験の結果からー

第４９回　ばんたね消化器研究会　『教育講演』

水谷安秀 蛋白尿が先行した糖尿病の１例

第１４回　三重腎疾患研究会

水谷安秀 腎疾患診療の目安　－　私はこう思うー

第１２回　四日市病診連携カンファレンス

水谷安秀 透析患者さんの栄養状態　－低栄養になっていませんかー

第４９回　三重県腎臓病の食事を考える会

〃３月・四日市

７月・四日市 〃

１２月・四日市

７月・仙台

２月・名古屋

１２月・東京

〃

〃

内科

外科

１月・津

〃

〃

９月・名古屋

２月・津



《そ　の　他　の　発　表》
Ｎo.４

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

水谷安秀、古田雅彦、熊沢祐一、大村　崇 マキサカルシトール使用症例におけるイオン化Ｃａ値の検討

大杉和生、村田智博、藤本美香（三重大　一内） 第１０回　東海ＲＯＤ研究会

水谷安秀 透析患者の服薬指導　血液透析の概要と問題点

四日市薬剤師会研究会

水谷安秀、中川直樹 糖尿病とＨＣＶ肝炎を合併し蛋白尿が増加した１例

北勢地区腎と透析研究会

水谷安秀 糖尿病性腎症とその対策

ミカルディス学術講演会

水谷安秀 肺水腫にて入院となった高血圧を伴なった腎不全の１例

第１１回　三重腎臓病理Ｒｅｎ楽会

佐藤良子 当院でのリウマチ治療の実際

第１２回　四日市病診連携カンファレンス

古田雅彦 急性合併症

第２１回　日糖協糖尿病療養指導研修会

古田雅彦 ソフトドリンクケトアシドーシスにて糖尿病を発症したＤｏｗｎ症候群の１例

第１０回　三重糖尿病研究会

古田雅彦 当院における糖尿病治療

第１２回　四日市病診連携カンファレンス

古田雅彦 ソフトドリンクケトアシドーシスにて糖尿病を発症したＤｏｗｎ症候群の１例

第７５回　ＤＭ地方会

内科

９月・四日市

９月・名古屋

１０月・四日市

２月・津

３月・四日市

３月・四日市

１２月・四日市

１２月・四日市

２月・津

３月・津 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃



《そ　の　他　の　発　表》
Ｎo.５

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

古田雅彦 当院における糖尿病教育入院の現状と課題

第５回　三重糖尿病を考える会

古田雅彦 糖尿病にならない為

四日市ライオンズクラブ　第１１５６回例会

古田雅彦 糖尿病慢性合併症の評価の仕方

第５回　三重糖尿病セミナー

森下浩一郎 内視鏡下ヘルニア摘出術について

第１１回　四日市病診連携カンファレンス

森下浩一郎 内視鏡下ヘルニア摘出術について

三泗整形外科

森下浩一郎 内視鏡下ヘルニア摘出術の手技と実際

みえ脊椎を語る会

森下浩一郎 腰椎疾患の保存加療について

ＳｈａｒｅＳｐｉｎｅ　ー北勢地区脊椎勉強会ー

森下浩一郎 腰痛の病態と治療について

四日市社会保険病院　健康講座

森下浩一郎 業務上の腰痛に係る労災診療上の留意点について

労災研修会

森下浩一郎 内視鏡下ヘルニア摘出術について

久居･一志地区医師会勉強会（水曜会）

１２月・津

３月・津

８月・四日市

８月・四日市

２月・四日市

７月・津

１１月・四日市

１０月・四日市

１２月・久居

１月・四日市

〃

〃

〃

〃

内科

〃

〃

整形外科

〃

〃



《そ　の　他　の　発　表》

Ｎo.６

加藤研次郎 手術統計

三重泌尿器科医会

中川直樹 長生きするための慢性肝炎治療

第１４０回　桑員地区薬剤師勉強会

中川直樹、熊沢祐一、豊田長仁、中尾一之、 肝腫瘤の１例

中島滋人、木村光政 北勢消化器カンファレンス

村瀬元昭、中川直樹、熊沢祐一、豊田長仁、中尾一之、 自然退縮傾向を認めた肝細胞癌の１例

中島滋人、木村光政 第１回　三重大学内科集会談会

甲　俊迪　（筆頭指導医　大村　崇） 心臓腫瘍が疑われた悪性リンパ腫の１例

諸岡英夫、尾崎守宏 第３回　ＭＭＣ卒後研修臨床懇話会 １月・津 研修医

鈴木宣則、岡　宏次、田中　公（鈴鹿回生ＨＰ血液内科）

丸山泰貴　（筆頭指導医　岩田　崇） 再発ＧＩＳＴに対してグリベックが著効した１例

山本隆行、渥美伸一郎、岩永孝雄、野地みどり、梅枝　覚 第３回　ＭＭＣ卒後研修臨床懇話会 １月・津 研修医

北川達士

１月・津

６月・桑名

６月・四日市

９月・津

泌尿器科

内科

〃

〃



《　掲　載　》
Ｎo.1

掲載者 掲載誌 タ　イ　ト　ル

《　受　賞　》

Ｎo.1

受　賞　者　名 受　　賞　　名 タ　イ　ト　ル 年月

経腸栄養療法の実際：　活動期および術後クローン病に対する成分経腸栄養療法も
有用性　ー粘膜病変に対する効果を含めてー

学会報告：クローン病術後再発に関する因子とＥｖｉｄｅｎｃｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅに基づく

再発予防策：　Ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ　Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ　Ｒｅｖｉｅｗ

炎症性腸疾患のコントロール：喫煙はクローン病術後再発の大きな危険因子

山本　隆行 ＡＪＩＭｅｄ　Ｗｅｂ　ｓｉｔｅ　　味の素株式会社

山本　隆行

１１月
緩解期クローン病患者における長期の経腸栄養療法の臨床的および内視鏡的効果
と　　　粘膜内サイトカイン産生におよぼす影響について：前向き比較試験

　　　　　　　　　学会/セミナースケジュール：
クローン病に対する経腸栄養療法の再評価ー緩解導入および維持効果

術後クローン病における前向き比較試験ー臨床的・内視鏡評価ー
ＡＪＩＭｅｄ　Ｗｅｂ　ｓｉｔｅ

成分栄養『臨床エビデンス』

山本　隆行 小越章平記念　Ｂｅｓｔ　Ｐａｐｅｒ　ＩＮ　２００７

山本　隆行

山本　隆行

味の素ファルマ株式会社

第９３回日本消化器病学会リポート
ユーシービージャパン株式会社

山本　隆行 ユーシービージャパン株式会社


