
講座名
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】
小関邦彦，濱崎洋一郎，籏持
淳，山崎雙次，中村哲也

全身性強皮症に合併した胃食
道逆流症（GERD）の内視鏡
検査所見－その重症度と皮膚
科的所見の相関および薬物療
法前後の効果判定－

西日本皮膚科 73 2 170 173 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【症例報告】 生沼健司，中村哲也
カプセル内視鏡FICEによる炎
症性病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 17 17 2011

2 【症例報告】 中村哲也，生沼健司
カプセル内視鏡FICEによる血
管性病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 25 25 2011

3 【症例報告】 生沼健司，中村哲也
カプセル内視鏡FICEによる血
管性病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 28 28 2011

4 【症例報告】 中村哲也，生沼健司
カプセル内視鏡FICEによる血
管性病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 30 30 2011

5 【症例報告】 生沼健司，中村哲也
カプセル内視鏡FICEによる腫
瘍性病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 32 32 2011

6 【症例報告】 中村哲也，生沼健司
カプセル内視鏡FICEによる小
腸外病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 40 40 2011

7 【症例報告】 生沼健司，中村哲也
カプセル内視鏡FICEによる小
腸外病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 41 41 2011

医療情報センター



8 【症例報告】 中村哲也，生沼健司
カプセル内視鏡FICEによる小
腸外病変の観察症例

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 42 42 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】 中村哲也
カプセル内視鏡の小児への応
用

日本小児放射線学会雑誌 27 1 41 47 2011

2 【総説等】 中村哲也
消化器疾患を対象としたPDT
施行の安全ガイドライン

日本レーザー医学会誌 32 Supple. 11 18 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【学位論文】
小関邦彦，濱崎洋一郎，籏持
淳，山崎雙次，中村哲也

全身性強皮症に合併した胃食
道逆流症（GERD）の内視鏡
検査所見－その重症度と皮膚
科的所見の相関および薬物療
法前後の効果判定－

西日本皮膚科 73 2 170 173 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【その他の学術論文】 中村哲也
消化管疾患におけるレーザー
の応用とその問題点

MEDICAL PHOTONICS 4 17 21 2011

2 【その他の学術論文】 中村哲也 カプセル内視鏡 ドクターサロン 55 6 417 421 2011

3 【その他の学術論文】 松橋信行，中村哲也
小腸疾患の診断と治療－カプ
セル・バルーン内視鏡の有用
性

Progress of Digestive
Endoscopy 78 2 25 26 2011

4 【その他の学術論文】 中村哲也，高橋遼
カプセル内視鏡FICEに関して

カプセル内視鏡へのFICEの応
用

カプセル内視鏡FICE症例画
像集

1 2 5 2011



5 【その他の学術論文】 中村哲也
11．小腸検査：カプセル内視
鏡とバルーン内視鏡

第35回日本消化器内視鏡学
会セミナー抄録集

57 60 2011

6 【その他の学術論文】 中村哲也

結腸直腸癌の平均的リスクま
たは高リスク患者における大
腸用カプセル内視鏡の有用
性：大腸内視鏡との比較

APT Digest 日本語抄訳版 14 4 14 17 2011

7 【その他の学術論文】
前田光徳，菅家一成，中村哲
也，寺野彰，平石秀幸

総論－消化器内視鏡診断の最
前線 カプセル内視鏡

臨床外科 66 13 1591 1596 2011

番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場

合）
開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執

書名
著者・
編集

出版者名 出版地 出版年 備考

1 【学術書】 中村哲也，生沼健司，寺野彰 小腸腫瘍 69 72

消化器
診療最
新ガイ
ドライ
ン第2
版

高橋信
一編集

総合医学
社

東京 2011

2 【学術書】 中村哲也，生沼健司，寺野彰
7.カプセル内視鏡検査

(1)GIVEN 67 72

内視鏡
診断の
プロセ
スと疾
患別内
視鏡像
[下部消

化管]改
訂第3
版

田尻久
雄監
修，田
中信
治，長
南明
道，武
藤 学編
集

日本メ
ディカル
センター

東京 2011



3 【学術書】 中村哲也，生沼健司，寺野彰 カプセル内視鏡検査 49 61

Visual
小腸疾
患診療
マニュ
アル

山本博
徳監
修，山
本博
徳，砂
田圭二
郞，矢
野智則
編集

メジカル
ビュー社

東京 2011

番号 見出し 著者名 論文名 資料名
代表研究

者
開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【研究報告等】 中村哲也
食道がんに対する新しいレー
ザー診断・治療の確立

厚生労働科学研究費補助金
医療技術実用化総合研究事
業 食道がん化学放射線療法
後局所遺残再発例に対する
タラポルフィンナトリウム
（レザフィリン）及び半導
体レーザー（PDレーザー）
を用いた光線力学的療法の
多施設第Ⅰ/Ⅱ相試験 平成22
年度総括・分担研究報告書

武藤 学 18 19 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】 中村哲也 カプセル内視鏡アップデート
第14回けやきGIカンファレ
ンス

大宮市 2011 2 28

2 【学会・研修会発表】 中村哲也
カプセル内視鏡に関する最近
の話題

第40回栃木県北消化器病懇
話会

大田原市 2011 5 31

3 【学会・研修会発表】 中村哲也 カプセル内視鏡の現況と将来
第108回日本消化器病学会北
海道支部例会

札幌市 2011 6 4



4 【学会・研修会発表】 中村哲也
小腸カプセル内視鏡の臨床応
用－アドバンスド

PillCam®カプセル内視鏡読

影アドバンスセミナー in 札
幌（第108回日本消化器病学
会北海道支部例会共催セミ
ナー）

札幌市 2011 6 4

5 【学会・研修会発表】 中村哲也
小腸検査：カプセル内視鏡と
バルーン内視鏡

第35回日本消化器内視鏡学
会セミナー

名古屋市 2011 8 20



6 【学会・研修会発表】 中村哲也 小腸用カプセル内視鏡のABC 第3回K-腸疾患研究会 大阪市 2011 11 4

7 【学会・研修会発表】 中村哲也
小腸に光をあてたカプセル内
視鏡

神戸東ロータリークラブ例
会卓話

神戸市 2011 11 22

8 【学会・研修会発表】

前田光徳，菅家一成，笹井貴
子，寺内政也，星野美奈，吉
竹直人，中野正和，秋間崇，
田嶋章弘，平石秀幸，中村哲
也，寺野彰

カプセル内視鏡におけるメッ
ケル憩室，小腸憩室の検出の
検討

第7回日本消化管学会学術集

会（ワークショップ13 カプ
セル内視鏡検査の続・新展
開）

京都市 2011 2 19

9 【学会・研修会発表】
中村哲也，生沼健司，前田光
徳，平石秀幸，山岸秀嗣，寺
野彰

消化管癌に対するPDTを中心

としたcombined therapy

第21回日本光線力学学会学
術講演会（シンポジウムⅢ
Comined Therapy）

大阪市 2011 7 3

10 【学会・研修会発表】
生沼健司，山岸秀嗣，中村哲
也

第二世代食道用カプセル内視
鏡の食道・胃病変に対する有
効性評価

第81回日本消化器内視鏡学

会総会（シンポジウム1-3
新規診断技術の有効性評
価：得られたエビデンスと
今後の展望 3)カプセル内視
鏡）

名古屋市 2011 8 17

11 【学会・研修会発表】
生沼健司，山岸秀嗣，中村哲
也

食道用カプセル内視鏡と
Esophagus-MST

第6回カプセル内視鏡の臨床
応用に関する研究会（パネ
ルディスカッション「カプ
セル内視鏡関連用語の統一
を目指して）

名古屋市 2011 8 19

12 【学会・研修会発表】
中村哲也，生沼健司，山岸秀
嗣，寺野彰

消化器領域ガイドラインと
レーザー医療

第32回日本レーザー医学会

総会（ワークショップ1 安
全委員会報告：レーザー医
療のガイドライン）

横浜市 2011 11 24



13 【学会・研修会発表】

前田光徳，菅家一成，笹井貴
子，寺内政也，星野美奈，吉
竹直人，中野正和，秋間崇，
菅谷武史，田嶋章弘，平石秀
幸，中村哲也，寺野彰

カプセル内視鏡を用いたメッ
ケル憩室，小腸憩室の検出率
向上についての検討

第81回日本消化器内視鏡学
会総会（誌上発表）

名古屋市 2011 8 19



番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【新聞記事・書評等】 中村哲也
獨協医科大学病院：先端医療
が受けられる病院リスト，低
出力レーザー治療（PDT）

先端医療のしくみと治療法
がわかる本，洋泉社MOOK

株式会社
洋泉社

東京 2011 1 15 MOOK本
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