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著　　　者　　　名 論　　　　文　　　　名 掲　載　誌 診療（発表）科

　Ｋｅｎｎｔａｒｏｕ　ｋａｋｕｔａ・Ｔａｋａｓｈｉ　Ｙａｍａｎａｋａ 　Comparison of Coronary Fiow Velocity Rｅｓｅｒｖｅ　Measurement　ｂｙ 　Ａｍ　Ｊ　Ｃａｒｄｉｏｌ 循環器科

　Ｍａｓａｋｉ　ｋａｗａｍｕｒａ・Ｍａｓａｋｉ　Ｉｔｏ 　Transthoracia　Doppler　Echocardiography With 320-Row Multidetector 　2012.　Ｊｕｌ　1　1;110(1):13-20

　Computed Tomograohic Coronary Angiography in the Detection of In-

　Stent Restenosis in the Three Major Coronary Arteries

　Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K. Long-term clinical impact of early introduction of granulocyte and colitis. J Crohns Colitis 外　科

monocyte adsorptive apheresis in new onset, moderately active,  2012; 6: 750-755.

extensive ulcerative

Yamamoto T. Letter: endoscopic monitoring and treatment step-up in post-operative Aliment Pharmacol Ther

Crohn’s disease. 2012; 35: 1111.

Yamamoto T. Infliximab for early endoscopic recurrence in patients Dig Dis Sci 

with Crohn’s disease. 2012; 57: 1724.

Yamamoto T. Infliximab for the prevention of postoperative recurrence in patients with Int J Colorectal Dis

multiple surgeries for Crohn’s disease. 2012; 27: 1681.

Yamamoto T. Adalimumab for prevention of recurrence after surgery Eur J Gastroenterol Hepatol 

for Crohn’s disease. 2012; 24: 863.

Yamamoto T. The impact of preoperative total parenteral nutrition on early Scand J Gastroenterol

complications after surgery for Crohn’s disease. 2012; 47: 1124-1125.

Yamamoto T, Shiraki M. Letter: pre-operative anti-TNF-a and post-operative complications Aliment Pharmacol Ther

 in ulcerative colitis. 2012; 36: 210-211.

Yamamoto T, Shiraki M. Letter: endoscopic balloon dilatation or strictureplasty Aliment Pharmacol Ther 

for stricturing　Crohn’s disease 2012; 36: 403.
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著　　　者　　　名 論　　　　文　　　　名 掲　載　誌 診療（発表）科

  Shiraki M, Yamamoto T. The impact of preoperative use of infliximab on postoperative complications J Crohns Colitis

 in patients with Crohn’s disease. 2012; 6: 1038.

 Yamamoto T, Shiraki M. The impact of preoperative infliximab therapy on postoperative J Crohns Colitis

 complications in patients with ulcerative colitis. 2012; 6: 1042.

 Yamamoto T, Shiraki M. Risk factors for anastomotic complications after resection for Dis Colon Rectum

Crohn’s disease 2012; 55: e346-e347.

Yamamoto T, Shiraki M. The impact of preoperative biologic therapy on anastomotic Scand J Gastroenterol

complications after surgery for Crohn’s disease  2012; 47: 1521-1522.

 Shiraki M, Yamamoto T. Steroid-sparing strategies in the management of ulcerative colitis: World J Gastroenterol 

Efficacy of leukocytapheresis. 2012; 18: 5833-5838.

Yamamoto T, Shiraki M. The impact of preoperative biological therapy on complications after Gut 2012 (in press).

abdominal surgery for inflammatory bowel disease.

Yamamoto T. Conventional vs nonconventional strictureplasties for Crohn’s disease. Dis Colon Rectum

 2012; 55: e365.

Yamamoto T. The role of granulocyte and monocyte apheresis in inflammatory bowel disease.

J Crohns Colitis

 2012 (in press).

Yamamoto T, Shiraki M. A new anastomotic technique for prevention of postoperative recurrence J Gastrointestinal Surg 

 in Crohn’s disease. 2012 (in press).

 Yamamoto T. A new anastomotic technique for prevention of postoperative recurrence J Gastrointestinal Surg 

in Crohn’s disease. 2012 (in press).

２０１２年　　１月　～　１２月　学術活動報告



　　《　論　文　発　表　》 №　３

著　　　者　　　名 論　　　　文　　　　名 掲　載　誌 診療（発表）科

Yamamoto T, Shiraki M. Comment to ‘Nutritional therapy versus 6-mercaptopurine as maintenance Dig Liver Dis 2012 (in press).

 therapy in patients with Crohn’s disease’

Yamamoto T. Strictureplasty or resection for small-bowel Crohn’s disease? Dis Colon Rectum 

2012; 55: e382-e383.

Yamamoto T. Risk factors for symptomatic recurrence after intestinal resection for J Gastrointestinal Surg

  Crohn’s disease: A retrospective study in a Chinese population. 2012 (in press).

 Yamamoto T. Disappointing results following proctectomy with end-colostomy J Crohns Colitis

　for anorectal Crohn’s disease. 2012 (in press).

Yamamoto T. Delayed anastomosis after ileocolonic resection in high-risk Colorectal Dis 2012 (in press).

Crohn’s disease patients.

 Yamamoto T. Adalimumab or infliximab for the prevention or treatment of J Crohns Colitis 2012 (in press).

post-operative recurrence in Crohn’s disease.

Yamamoto T, Shiraki M, Nakahigashi M, Umegae Enteral nutrition to suppress postoperative Crohn’s disease recurrence: Int J Colorectal Dis

Umegae S, Matsumoto K.  A five-year prospective cohort study.  2012 (in press).

 Yamamoto T, Shiraki M. Long-term efficacy of enteral nutrition for patients with Crohn’s disease. Dig Dis Sci 

2012; 57: 3310-3311.

 Yamamoto T. Letter: the effects of preoperative infliximab on complications Aliment Pharmacol Ther

after surgery for ulcerative colitis. 2012; 36: 1106-1107.

 Yamamoto T. Risk factors for pouchitis after surgery for ulcerative colitis. Colorectal Dis 2012 (in press).
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著　　　者　　　名 論　　　　文　　　　名 掲　載　誌 診療（発表）科

Yamamoto T. Nutrition and diet in inflammatory bowel disease. Curr Opin Gastroenterol

2012 (in press).

Yamamoto T, Shiraki M. Prevalence of overweight and obesity in patients with Crohn’s disease J Crohns Colitis 2012 (in press).

in Western countries and Japan

Yamamoto T, Shiraki M. Anti-inflammatory effect of conjugated linoleic acid in patients with Clin Nutr 2012 (in press).

Crohn’s disease.

 Yamamoto T, Shiraki M. Risk assessment of postoperative complications in Crohn’s disease: Dis Colon Rectum

 Current status and future perspective. 2012 (in press).

Yamamoto T. Immunosuppressive therapy and postoperative complications in Crohn’s disease.

Crohn’s disease. J Clin Gastroenterol 2012 (in press).

Yamamoto T, Shiraki M. Efficacy of enteral nutrition during infliximab maintenance therapy Dig Dis Sci 2012 (in press).

in patients with Crohn’s disease.

　　Yamamoto T, The role of strictureplasty in the surgical management of duodenal J Crohns Colitis 2012 (in press).

Crohn’s disease.

Shiraki M, Yamamoto T. Letter: the impact of smoking on clinical outcomes after endoscopic Aliment Pharmacol Ther 2012 

　dilatation　in Crohn’s disease. (in press).

Yamamoto T. Positive histological margins are risk factors for intra-abdominal septic Dis Colon Rectum 2012 (in press).

 complic　ationsafter ileocolic resection for Crohn’s disease?

 山本隆行. 特集　炎症性腸疾患のすべて　新しい治療戦略 臨床外科

クローン病の外科治療　①開腹手術  67(10): 1258-1263, 2012
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著　　　者　　　名 論　　　　文　　　　名 掲　載　誌 診療（発表）科

 山本隆行 手術手技 手術

クローン病の腸管切除と術後再発予防のストラテジー  66(13): 1897-1901, 2012

共同著書

Yamamoto T. The Handbook of Nutrition, Diet and Sleep

Enteral support at sleep time in Crohn’s disease

Editor: Professor Victor R Preedy, Dr Vinood Patel and Dr Lan Le

Wageningen Academic Publishers

山本隆行. 炎症性腸疾患の外科治療：Surgical strategy for Inflammatory Bowel Disease

クローン病　手術手技の実際　腸管切除と腸管吻合 メディカルビュー社 (in press)
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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

三宅真人・小寺　仁・水谷安秀 　ネフローゼ症候群を呈したＭＰＧＮ型ＩｇＡ腎症の２例 　１０月　・　名古屋 内科
　（日本内科学会　第２１８回　東海地方会）

廣田敦也・中尾一之・井上智介・松尾圭祐・大原和人　著明貧血をきたし、シングルバルーン小腸内視鏡検査にて止血し得た 　１０月　・　名古屋 内科
白木　学・中川直樹・中島滋人・木村光政 　小腸angioectasiaの１例

　（日本内科学会　第２１８回　東海地方会）

松尾圭祐 　ＰＥＴ-ＣＴにて確定診断に至った大動脈炎症候群の１例 　１０月　・　名古屋 内科
　（日本内科学会　第２１８回　東海地方会）

井上智介・廣田敦也・松尾圭祐・大原和人・小寺
仁

　関節リウマチ憎悪の直前に器質化肺炎を繰り返した１例 　１０月　・　名古屋 内科
三宅真人・佐藤良子 　（日本内科学会　第２１８回　東海地方会）

水谷安秀・小寺　仁・三宅真人・中東真紀・安田芳樹　保存期腎不全患者の腎機能に対する食物繊維の有用性 　０６月　・　横浜 内科
井出晋太郎・浜野拓也・伊藤章一 　（第５５回　日本腎臓学会学術総会）

三宅真人・小寺　仁・安田芳樹・水谷安秀 　当院におけるシナカルセト投与前後のＣａ、Ｐ値の推移 　０６月　・　札幌 内科
　（第５７回　日本透析医学学術集会）

小寺　仁・三宅真人・安田芳樹・小島さおり・片山歳也　Ｃｉｎａｃａｌｃｅｔの腎性貧血に対する効果について 　０６月　・　札幌 内科
水谷安秀 　（第５７回　日本透析医学学術集会）

小寺　仁・水谷安秀・四日市社会保険病院　腎透析科　Ｆｅｎｏｆｉｂｒａｔｅにて尿所見が改善したリポ蛋白糸球体症（ＡｐｏＥ２Ｃｈｉｃａｇｏ/ＡｐｏＥ５複合へテロ接）　１０月　・　沖縄 内科
　の１例
　（第４２回　日本腎臓学会西部学術大会）
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佐藤良子 　レミケード治療中、脳症を併発した関節リウマチの１例 　０８月　・　名古屋 内科
　（第２４回　中部リウマチ学会）

佐藤良子 　ＭＴＸ関連悪性リンパ腫治療後のＲＡ悪化に対しリツチカンを併用し効果のあった１例 　０８月　・　名古屋 内科
　（第２４回　中部リウマチ学会）

佐藤隆弘・佐藤良子 　難治性肝障害を合併したが劇的に改善した成人Ｓｒｉｌｌ病の１例 　０２月　・　名古屋 内科
　（第２１６回　日本内科学会東海地方会）

多田豊治・牧野　愛・早瀬洋子・高川真唯・宮本有佳　豊胸術後の乳がん検診症例の検討 ０１月　・　東京 健管センター
浅井葉子・立松志歩子・坂本修二・松本好市 　（第４０回　日本総合健診医学会）

中島滋人・豊田長仁・中川直樹 　当院にて内視鏡治療を施行した慢性膵炎症例の検討 ０５月　・　東京 消化器内科
　(第８３回　日本消化器内視鏡学会総会）

角田健太郎・山中　崇・川村正樹・伊藤正明 　Comparison of Coronary Fiow Velocity Rｅｓｅｒｖｅ　Measurement　ｂｙ 　　　 　・　福岡 循環器科

　Transthoracia　Doppler　Echocardiography With 320-Row Multidetector
　Computed Tomograohic Coronary Angiography in the Detection of In-
　Stent Restenosis in the Three Major Coronary Arteries
　（第７６回　日本循環器学会学術集会総会）

角田健太郎・山中　崇・川村正樹・伊藤正明 　経胸壁心エコーによる冠動脈血流速予備能の測定が虚血評価と治療効果判定に有用で    ・　 循環器科
　あった一例
　（第１４０回　日本循環器学会　東海・北陸合同地方会）

馬場卓也・肥満智紀・山崎　学・鳥井孝宏・石井雅昭　大腸癌卵巣転移の３例 １０月　・　浜松 外科
中山茂樹・湯澤浩之・山本隆行・野地みどり・北川達士　（第２８４回　東海外科学会）
梅枝　覚・松本好市
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湯澤浩之 　嚢胞変性した膵内分泌腫瘍に施行した脾摘を伴う完全腹腔鏡下膵体尾部切除術 ０５月　・　大阪 外科
　(第２４回　日本肝胆膵外科学会学術集会）

湯澤浩之 　Ｈｙｂｉｒｄ手術（腹腔鏡補助下）による肝右葉切除および術区域切除　 １２月　・　横浜 外科
　（第２５回　日本内視鏡外科学会総会）

  Shiraki M, Yamamoto T, Matsumoto K. パネルディスカッション １０月　・　神戸 外科
「消化吸収の側面からみた炎症性腸疾患の病態と栄養療法」：
難治性クローン病患者におけるインフリキシマブの有効性と

栄養状態(BMI)改善効果：前向き臨床試験
　第20回日本消化器関連学会週間 (JDDW 2012)

山本　隆行 ランチョンセミナー　｢有効治療から炎症性腸疾患の病態を学ぶ １０月　・　神戸 外科
 －粘膜治癒・顆粒球・サイトカインに着目して－｣：
顆粒球吸着療法早期導入による潰瘍性大腸炎の長期成績
－ステロイド減量および依存症回避効果－
第20回日本消化器関連学会週間 (JDDW 2012)

  Shiraki M, Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K. Long-term clinical impact of early introduction of leukocytapheresis １０月　・　オランダ 外科
 in patients with new onset ulcerative colitis.

United European Gastroenterology Week for 2012 (GASTRO 2011).

  Shiraki M, Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K. Enteral nutrition to suppress postoperative Crohn’s disease recurrence: １０月　・　オランダ 外科
a five-year prospective cohort study

United European Gastroenterology Week for 2012 (GASTRO 2011).

  Shiraki M, Yamamoto T, Umegae S, Matsumoto K. Impacts of infliximab therapy on nutritional status in patients with Crohn’s １０月　・　オランダ 外科
disease: a prospective study.

United European Gastroenterology Week for 2012 (GASTRO 2011).
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  Yamamoto T, Shiraki M, Umegae S, Matsumoto K. The usefulness of peritoneal cytokines as early predictors of peritonitis following １０月　・　オランダ 外科
 surgery for colorectal carcinoma: a prospective study.

United European Gastroenterology Week for 2012 (GASTRO 2011).

  Yamamoto T, Shiraki M, Umegae S, Matsumoto K. A prospective randomized study to investigate the effects of preoperative １０月　・　オランダ 外科
adsorptive leukocytapheresis on inflammatory cytokines and septicemia 
 after　restorative proctocolectomy for ulcerative colitis.

United European Gastroenterology Week for 2012 (GASTRO 2011).

  Yamamoto T, Long-term clinical impact of early introduction of granulocyte and monocyte １０月　・　大阪 外科
adsorptive apheresis in new-onset ulcerative colitis.

The 2nd Kinshukai International Symposium: Inflammatory Bowel Disease:

 Science, Safety and Clinical Care in IBD.
Osaka, Japan.

  山本隆行, 梅枝　覚, 松本好市 パネルディスカッション「IBDにおける粘膜治癒の位置づけ」 　０５月　・　東京 外科
潰瘍性大腸炎に対する顆粒球除去療法の粘膜治癒効果：
粘膜治癒達成率と臨床経過に与える影響
（第83回日本消化器内視鏡学会総会）

  山本隆行, 梅枝　覚, 松本好市 　 クローン病術後のEndoscopic Monitoringの重要性と再発予防 　０６月　・　津 外科
（日本消化器病学会東海支部第116回例会）

　白木　学、  山本隆行, 梅枝　覚, 松本好市 　 メサラジン維持療法中に再燃した潰瘍性大腸炎に対するメサラジン 　０６月　・　津 外科
増量治療の有効性と安全性：前向き臨床試験
（日本消化器病学会東海支部第116回例会）
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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

　白木　学、  山本隆行, 梅枝　覚, 松本好市 シンポジウム「IBD診療における外科と内科の接点 　１１月　・　福岡 外科
(難治症例の治療方針)」：クローン病術後再発予防の
Strategy: Endoscopic Monitoring + Treatment Step-up
（第67回日本大腸肛門病学会学術集会）

山本 隆行, 白木　学，梅枝　覚, 松本 好市 ワークショップ｢潰瘍性大腸炎の術後成績とQOL評価｣： 　１１月　・　福岡 外科
潰瘍性大腸炎の術後合併症と排便機能に関与する因子

　 （第67回日本大腸肛門病学会学術集会）

　山本　隆行 ランチョンセミナー：(エーザイ株式会社・アボットジャパン株式会社) 　１１月　・　福岡 外科
生物学的製剤がクローン病手術に与えたインパクト:
術後合併症のリスクと再発予防効果
第67回日本大腸肛門病学会学術集会

　山本　隆行 ランチョンセミナー｢日常臨床で役立つIBD治療の勘所｣： 　１１月　・　福岡 外科
(杏林製薬株式会社)
外科医に知ってもらいたい再燃・再発予防の工夫

Yamamoto T. Surgery for inflammatory bowel disease. 　１２月・Bangkok, Thailand.　 外科
22nd World Congress of the International Association of Surgeons,
　Gastroenterologists and Oncologists (IASGO).
Bangkok, Thailand.
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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

小寺　仁・三宅真人・水谷安秀 　フェノフィブラート単剤で尿所見が改善したリポ蛋白糸球体症の１例 　０３月　・　京都 内科
四日市社会保険病院　腎透析科 　（第２４回　腎と脂質研究会）

水谷　安秀 　当院の二次性副甲状腺機能亢進症に対する治療方針 　０３月　・　名古屋 内科
四日市社会保険病院　腎透析科 　（第８４回　東海透析研究会）

稲井友紀・伊東理紗・原田久子・山口裕子・水谷安秀　当院における透析患者のかゆみの実態　～アンケート調査結果より～ 　０２月　・　伊勢 内科
四日市社会保険病院　人口腎センター 　（第４９回　三重県透析研究会）
四日市社会保険病院　腎透析科

小寺　仁 　ＣＫＤ‐ＭＢＤ治療が腎性貧血に与える効果について 　０９月　・　津 内科
　（腎性貧血治療学術講演会）

小寺　仁・三宅真人・水谷安秀 　ＩｇＡの沈着が認められたネフローゼ症候群の二症例 　０８月　・　津 内科
四日市社会保険病院　腎透析科 　（第２０回　三重腎病理Ｒｅｎ楽会）

三宅真人・小寺　仁・水谷安秀 　ネフローゼ症候群を呈したＩｇＡ腎症の１例 　０５月　・　四日市 内科
　（第８回　北勢地区腎と透析研究会）

水谷安秀・小寺　仁・三宅真人 　当院における糖尿病性腎症への対処 　０９月　・　四日市 内科
　（第１回　Ｅ－Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｉｎ　四日市）

水谷安秀 　当院における病診連携ＣＫＤパス 　０７月　・　四日市 内科
四日市社会保険病院　腎透析科 　（四日市医師会講演会　ＣＫＤパス運用に向けて）
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《　研　究　会　・　そ　の　他　　発　表　》 №　２
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

樋口　恭仁子 　更年期について ０２月　・　四日市 婦人科
　（四日市市民文化部男女共同参画課主催）　　ＣＴＹにて放映有
　

樋口　恭仁子 　女性のための漢方セミナー ０９月・名古屋 婦人科
　（東海テレビ主催）　　女子力向上みにＢＯＯＫ掲載

樋口　恭仁子 　女性の健康について　講演 １１月・四日市 婦人科
　（三泗子供の未来を語る会）

山本　隆行 IBD治療の進歩と変遷 －症状改善から粘膜治癒の時代へ－ ０１月・四日市 外科
（第14回四日市メディカル倶楽部）

山本　隆行 クローン病に対する外科的治療と術後再発予防対策 ０１月・大分 外科
（第12回大分腸疾患研究会）

山本　隆行・梅枝　覚・松本好市 Mucosal healing in patients with active ulcerative colitis during granulocyte ０１月・東京 外科
and monocyte apheresis therapy: a prospective cohort study
The 6th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease Symposium

山本　隆行・梅枝　覚・松本好市 Safety and feasibility of daily granulocyte and monocyte apheresis in ０１月・東京 外科
in patients with active ulcerative colitis: a prospective study
The 6th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease Symposium

山本　隆行・梅枝　覚・松本好市 Safety and efficacy of high-dose, 4.0 g/day mesalazine therapy for ０１月・東京 外科
patients with ulcerative colitis maintenance therapy: a prospective study
who relapsed under low-dose, 1.5-2.25 g/day 
The 6th Korea-Japan Inflammatory Bowel Disease Symposium
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《　研　究　会　・　そ　の　他　　発　表　》 №　３
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 Long-term clinical impact of early introduction of granulocyte and １０月　・　大阪 外科
monocyte adsorptive apheresis in new-onset ulcerative colitis.
The 2nd Kinshukai International Symposium: Inflammatory

 　　Bowel Disease: Science, Safety and Clinical Care in IBD.

白木　学, 山本 隆行, 梅枝　覚, 松本 好市 当院で施行したCT enterographyの検討 ０８月　・　津 外科
第10回三重IBD研究会

山本　隆行 特別講演： ０８月　・　山梨 外科
IBD手術と生物学的製剤：術後合併症のリスクと再発予防効果
第4回山梨IBDフォーラム

山本　隆行 特別講演： ０９月　・　尾道 外科
IBD治療におけるメサラジン製剤のエビデンス
－当院での治療経験を含めて－
第2回尾三炎症性腸疾患研究会

山本　隆行 特別講演： ０９月　・　草津 外科
生物学的製剤がIBD治療に与えたインパクト
～最近のエビデンスに基づいて～
第6回滋賀炎症性腸疾患治療研究会

白木　学, 山本 隆行, 梅枝　覚, 松本 好市 特別講演： ０９月　・　四日市 外科
当院で施行したCT enterographyの検討

第6回NINJA (The North group district IBD New treatment Junior Academy)

山本　隆行 特別講演： ０９月　・　長﨑 外科
粘膜治癒を目指したIBD治療～当院での経験を中心に～
第30回長崎炎症性腸疾患研究会
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《　病診カンファレンス　》 №　１
発　　　　表　　　　者　　　　名 演　題　名　・　発　表　団　体　の　名　称 開　催　月　・　開　催　地

　ＩＢＤ 　平成２４年度　四日市病診連携カンファレンス 　５月２４日　・　四日市 内科・外科

　内科　（消化器） 　平成２４年度　四日市病診連携カンファレンス 　７月１８日　・　四日市 内科

　内科　（循環器） 　平成２４年度　四日市病診連携カンファレンス 　９月１９日　・　四日市 内科

　外科 　平成２４年度　四日市病診連携カンファレンス １１月２７日　・　四日市 外科
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