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発　　　　表　　　　者　　　　名 演　題　名　・　発　表　団　体　の　名　称 開　催　月　・　開　催　地 診療（発表）科

　中島　滋人、豊田　長仁、中川　直樹 初学者でも可能なSD移行部通過手技の基本と工夫 　９月　・　福岡 内科

　第８２回　日本消化器内視鏡学会総会

　中川　直樹 腹腔静脈シャント造設後４年６カ月生存中の肝硬変に一例 　９月　・　福岡 内科

　第１８回　日本門脈亢進症学会

　中川　直樹、渡辺　省三 鉄剤の経静脈投与が原因で短期間に前肝硬変状態に進行したヘモクロマト―シスの一例 　１２月　・　岡山 内科

　第３９回　日本肝臓学会　西部会

　水谷　安秀、高橋　大輔、安田　芳樹 呼吸困難をともなった新型インフルエンザの一例 　６月　・　横浜 内科

　原　和宏（四日市道しるべ透析科） 　第５６回　日本透析医学会総会

　郡山　菜穂子（藤田保健衛生大学腎臓内科）

　水谷　安秀、肥満　智紀、安田　芳樹、高橋　大輔、 門脈ガス血症を併発した非閉塞性虚血症（ＮＯＭＩ）の一救急例 　６月　・　横浜 内科

　郡山　菜穂子（藤田保健衛生大学腎臓内科） 　第５６回　日本透析医学会総会

　原　和宏（四日市道しるべ透析科）

　角田　健太郎、山中　崇、川村　正樹、 Ｄｉａｇｎｓｔｉｃ　Ａｃｃｕｒｒacy of Coronary Flow Velocity Reserve Using Transthoracic Doppler 　８月　・　横浜 内科

Echocardiography in Comparison with Multidetector Computed Tomography for In-Stent

Restenosis                           第７６回　日本循環器学会学術集会

　角田　健太郎、山中　崇、川村　正樹、 Ｄｉrect　comparison of transthoracic ecocardiographic measurment of coronary flow reserve 　８月　・　フランス（パリ） 循環器科

and 320-row multidetector computed tomography coronary angiography for redicting in-stent

restenosis　                         ヨーロッパ心臓病学会

　角田　健太郎、山中　崇、川村　正樹、 Ｃomparispn of Cononary Flow Velocity Reserve Measurement by Transthoracic Doppler 　１１月　・　アメリカ（オーランド） 循環器科

Echocardiography with 320-row Multidetector Computed Tomography Coronary Angiography 

for Coronary Artery Stenosis in Calcified Lesions Lesions in the Three Major Coronary 

アメリカ心臓協会

２０１１年　　１月　～　１２月　学術活動報告
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発　　　　表　　　　者　　　　名 演　題　名　・　発　表　団　体　の　名　称 開　催　月　・　開　催　地 診療（発表）科

山本 隆行, 梅枝　覚, 松本 好市 パネルディスカッション １０月・横浜 外科

「病態からみた炎症性腸疾患の新しい治療選択」：

潰瘍性大腸炎患者における顆粒球除去療法の粘膜治癒効果と

その臨床的意義：A Prospective Cohort Study

Japan Digestive Disease Week (JDDW) 2010

山本 隆行, 梅枝　覚, 松本 好市 パネルディスカッション １０月・横浜 外科

シンポジウム「Crohn病の術後再発とその対策」：

クローン病術後再発高リスク患者に対するインフリキシマブの

再発予防効果：A Prospective Observational Study

Yamamoto T Symposium: Does the Adacolumn therapy induce mucosal healing? Barcelona, Spain 外科

26-Oct-10

Yamamoto T, Nakahigashi M, Umegae S, The efficacy of enteral nutrition in the management of patients with Barcelona, Spain 外科

Matsumoto K, Saniabadi AR Crohn’s disease in remission 27-Oct-10

United European Gastroenterology Week for 2010 (GASTRO 2010)

Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K Mucosal healing in patients with ulcerative colitis during a course of Barcelona, Spain 外科

granulocyte/monocyte adsorption therapy: a prospective cohort study 27-Oct-10

United European Gastroenterology Week for 2010 (GASTRO 2010)

Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K High-dose, 4.0 g/day mesalamine for patients with ulcerative colitis who Barcelona, Spain 外科

relapsed under low-dose, 1.5-2.25 g/day maintenance therapy: safety and efficacy 27-Oct-10

United European Gastroenterology Week for 2010 (GASTRO 2010)

Yamamoto T Symposium: Clinical and endoscopic efficacy of leucocytapheresis therapy in Osaka 外科

 in patients with ulcerative colitis 20-Nov-10

The Kinshukai International Symposium, Inflammatory Bowel Disease:

Science, safety and clinical care in IBD
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発　　　　表　　　　者　　　　名 演　題　名　・　発　表　団　体　の　名　称 開　催　月　・　開　催　地 診療（発表）科

肥満　智紀 「当院での潰瘍性大腸炎に対するハンドアシスト法による １０月・横浜 外科

腹鏡下腔結腸全摘術の検討」

第２３回　日本内視鏡外科学会

中島　滋人、豊田　長仁、中川　直樹、木村　光政 膵腫瘍との鑑別に苦慮した原発性不明低分化型洗顔の腹腔内孤立性 １０月・横浜 内科

リンパ節転移の１例

第８０回　日本消化器内視鏡学会総会

水谷　安秀、高橋、大輔、今村　哲也（泌尿器科） 治療抵抗性の高Ｐ血症に対する炭酸ランタンの効果 　６月・神戸 内科

郡山　奈穂子（藤田保健衛生大）、 第５５回　日本透析医学安芸学術集会・総会

原　和弘（熱田ｸﾘﾆｯｸ）

水谷　安秀、中川　直樹、原　和弘、阿部　博和 子宮頚癌放射線療法１５年以降にイレウス及び急性腎不全を発症した 　６月・浜松

木村　光政、 １例 内科

第２１１回　日本内科学会　東海地方会


