
講座名 越谷病院消化器内科

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】
瀧沢義教、鈴木壱知、川村憲
弥、柴崎光衛、春木宏介

腹部超音波検査前補食の超音
波画像診断に及ぼす影響につ
いてー健常成人における検
討ー

臨床病理 59 3 243 247 2011

2【原著論文】 Akima T,Tamano M,Hiraishi H

Liver stiffness measured by
transient elastography is a
predictor of hepatocellular
carcinoma development in
viral hepatitis

Hepatology Research 41 10 965 970 2011

3【原著論文】

Kojima K, Tamano M, Akima
T, Hashimoto T, Kuniyoshi
T, Maeda C, Majima Y,
Kusano K, Murohisa T,
Iijima M, Hiraishi H.

Effect of vitamin K2 on the
development of
hepatocellular carcinoma in
type C cirrhosis

Hepatogastroenterology 57 102-103 1264 1267 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】
春木宏介、玉野正也、三好洋
二、新開潤

アジア条虫症の1例 病原微生物検出情報 32 4 14 2011

2 【症例報告】

須田季晋、鈴木一義、安達庄
吾、香川景政、斉藤浩紀、片
山裕視、市川団、國吉徹、高
田洋、高橋盛男、鈴木壱知、
玉野正也

茵陳嵩湯による薬物性肝障害
が疑われた1例

肝臓 52 6 356 360 2011

3【症例報告】
鈴木一義、西田幸治、片山裕
視、香川景政、安達庄吾、斉
藤浩紀、

Mikulicz病の治療中に肝障害
で発症した自己免疫性膵炎の
１例

Dokkyo Jornal of Medical
Sciences

38 2 165 170 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】 鈴木壱知、柴崎光衛
胃切除術前・後(ダンピング症
候群)

Nutrition Care 4 9 28 31 2011

2【総説等】 鈴木壱知、玉野正也 急性肝炎の栄養療法 肝胆膵 63 3 431 437 2011

3【総説等】 鈴木壱知
肝臓疾患ー最近の話題と治
療ー

日本栄養士会雑誌 54 8 4 13 2011

4【総説等】 鈴木壱知、玉野正也
肝臓病治療におけるアルブミ
ン

人工血液 19 1 12 16 2011



5【総説等】 鈴木壱知 肝不全用栄養剤 PDNレクチャー Chap2 3.2 2011

【総説等】 玉野正也
transient elastographyによ
る肝硬度測定の有用性

INNERVISION 26 12 27 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1【学会・研修会発表】 鈴木壱知
肝臓病栄養治療に必要な肝機
能検査の見方と栄養治療に役
立つ栄養アセスメント

平成22年度宮城県栄養士協
議会研修会

仙台市 2011 1 21

2【学会・研修会発表】 須田季晋
茵陳嵩湯による肝障害が疑わ
れた症例

第58回越谷消化器疾患カン
ファレンス

越谷市 2011 2 2

3【学会・研修会発表】 玉野正也 B型肝炎の最近の考え方
第58回越谷消化器疾患カン
ファレンス

越谷市 2011 2 2

4【学会・研修会発表】
村松博士、川口巧、鈴木壱
知、森脇久隆

肝疾患患者の検査前補食に関
するアンケート調査

第26回日本静脈経腸栄養学
会

名古屋市 2011 2 17 一般演題

5【学会・研修会発表】

山田浩二郎、池上敬一、杉木
大輔、宮園宏、川崎弘、柴崎
光衛、中島あつ子、三木み
き、矢澤淳子、杉山一覚、鈴
木壱知

重症外傷患者における外傷重
症度と各栄養指標変化の比較

第26回日本静脈経腸栄養学
会

名古屋市 2011 2 18 一般演題

6【学会・研修会発表】 鈴木壱知
肝臓病治療における栄養治療
の位置づけ〜エビデンスとそ
の実践〜

第17回岩手の消化器臨床栄
養懇話会

盛岡市 2011 2 19

7【学会・研修会発表】

須田季晋、鈴木一義、香川景
政、安達庄吾、斉藤浩紀、片
山裕視、高田洋、鈴木壱知、
玉野正也、高橋盛男

茵陳嵩湯による肝障害が疑わ
れた1例

第313回日本消化器病学会関
東支部例会

東京都 2011 2 26 一般演題

8【学会・研修会発表】
玉野正也、小嶋和夫、秋間
崇、國吉徹、橋本敬、前田知
津、平石秀幸

Transient elastographyを用
いた肝硬変と慢性肝疾患にお
ける発癌とについての検討

日本超音波医学会第84回学
術集会

東京都 2011 5 27〜29 特別演題



9【学会・研修会発表】 鈴木壱知
肝臓病栄養治療を実践するた
めに〜その意義から最近の話
題〜

平成23年度北海道栄養士会
春期研修会

札幌市 2011 5 29

10【学会・研修会発表】 市川団
内視鏡的胃粘膜下層剥離術症
例の供覧

第59回越谷消化器疾患カン
ファレンス

越谷市 2011 6 1

11【学会・研修会発表】 鈴木壱知
なかなか聞けない肝臓病治療
〜患者のための薬剤師である
ために〜

薬剤師生涯学習講座 福岡市 2011 6 26

12【学会・研修会発表】 高橋盛男
ヒャッとした症例から学ぶIBD
治療　生物学的製剤

杏林IBDシンポジウムin東京 東京都 2011 7 2

13【学会・研修会発表】 高橋盛男 GERD（胃食道逆流症）とは
第16回マイラン製薬テレホ
ンセミナー

東京都 2011 8 30

14【学会・研修会発表】 鈴木壱知
C型慢性肝疾患に対する
InBody720を用いた検討

第15回「肝と栄養の会」 東京都 2011 9 3

15【学会・研修会発表】 鈴木壱知
なかなか聞けない肝臓病治療
〜患者のための薬剤師である
ために〜

薬剤師生涯学習講座 大阪市 2011 9 11

16【学会・研修会発表】 鈴木壱知
NSTと肝疾患〜患者のために実
践するために〜

第15回佐賀肝と栄養の会 佐賀市 2011 9 15

17【学会・研修会発表】 玉野正也
ウイルス肝炎における肝細胞
癌の拾い上げと治療の実際

第42回栃木県獨協医会 宇都宮市 2011 9 17



18【学会・研修会発表】

市川団、國吉徹、須田季晋、
安達庄吾、斉藤浩紀、香川景
政、鈴木一義、片山裕視、高
田洋、鈴木壱知、高橋盛男、
玉野正也

腹水で発症した脾浸潤・門脈
浸潤を有した胃癌の1例

第316回日本消化器病学会関
東支部例会

東京都 2011 9 17 一般演題

19【学会・研修会発表】

鈴木一義、鈴木壱知、高田
洋、片山裕視、國吉徹、香川
景政、市川団、安達庄吾、斉
藤浩紀、須田季晋、高橋盛
男、玉野正也

C型慢性肝炎患者のインター
フェロン療法における掻痒感
についての検討

第13回埼玉東部肝疾患勉強
会

越谷市 2011 10 6

20【学会・研修会発表】 鈴木壱知
C型慢性肝疾患におけるインス
リン抵抗性と体成分分析

第1回肝硬変と糖代謝異常を
考える会

東京都 2011 10 8

21【学会・研修会発表】 玉野正也
ウイルス性肝疾患の現状と将
来展望

日本臨床検査自動化学会第
43回大会

横浜市 2011 10 8 ランチョ
ン

22【学会・研修会発表】

前田知津、知花洋子、渡辺菜
穂美、大類方巳、秋間崇、大
谷津まり子、中野正和、小池
健郎、室久俊光、玉野正也、
佐久川廣、平石秀幸

人間ドック受診者における
NAFLDの実態：特定健診質問表
および臨床血液学的諸因子と
の関連

第15回日本肝臓学会大会 福岡市 2011 10 20〜21 ポスター

23【学会・研修会発表】

香川景政、鈴木壱知、國吉
徹、安達庄吾、斉藤浩紀、市
川団、鈴木一義、高田洋、片
山裕視、玉野正也

肝硬変患者に対する検査前食
の有用性についての検討

第53回日本消化器病学会大
会

福岡市 2011 10 20〜22 ポスター

24【学会・研修会発表】

遠藤龍人、上野義之、片山和
宏、加藤章信、高後裕、坂井
田功、鈴木壱知、西口修平、
森脇久隆、鈴木一幸

肝硬変患者向け栄養療法ガイ
ドの作成に向けた課題と患者
の視点を考慮したPatient
Questionの収集

第15回日本肝臓学会大会 福岡市 2011 10 20〜22 ポスター

25【学会・研修会発表】

鈴木一義、鈴木壱知、高田
洋、片山裕視、國吉徹、香川
景政、市川団、安達庄吾、斉
藤浩紀、須田季晋、高橋盛
男、玉野正也

C型慢性肝炎患者のインター
フェロン療法における掻痒感
についての検討

第53回日本消化器病学会大
会

福岡市 2011 10 20〜22 ポスター

26【学会・研修会発表】 鈴木壱知、高後裕、鈴木一幸
肝硬変患者における栄養摂取
状況の現状

第15回日本肝臓学会大会 福岡市 2011 10 20〜22
ワーク
ショップ



27【学会・研修会発表】 鈴木壱知
肝臓疾患ー最近の話題と治
療ー

都立病院管理栄養士会　平
成23年度学術講演会

東京都 2011 10 25

28【学会・研修会発表】

稲垣正樹、瀧沢善教、市川
団、須田季晋、内山健二、一
戸利恵、谷塚千賀子、柴崎光
衛、春木宏介、玉野正也

腹部超音波検査が診断の契機
となった、脾転移を有する胃
癌の一例

日本超音波医学会　関東甲
信越地方会　第23回学術集
会

東京都 2011 10 29〜30 一般演題

29【学会・研修会発表】
北濱彰博、安達庄吾、斉藤浩
紀、國吉徹、鈴木一義、片山
裕視、玉野正也、高橋盛男

カプセル内視鏡では見逃し、
小腸鏡にて発見した小腸癌の1
例

日本消化器内視鏡学会埼玉
部会　第37回学術講演会

さいたま
市

2011 11 5 ポスター

30【学会・研修会発表】 鈴木壱知
なかなか聞けない肝臓病治療
〜患者のための薬剤師である
ために〜

薬剤師生涯学習講座 名古屋市 2011 11 13

31【学会・研修会発表】 鈴木壱知
肝疾患と補食〜肝機能とアル
ブミン、栄養指標〜

平成23年度臨床栄養セミ
ナー

福岡市 2011 11 19

32【学会・研修会発表】 鈴木壱知
生活習慣病としてのウイルス
性慢性肝疾患

荒川区医師会学術講演会 東京都 2011 11 25

33【学会・研修会発表】 高橋盛男 酸関連疾患　up to date
坂戸鶴ヶ島地区　消化器病
フォーラム2011

坂戸市 2011 11 29

34【学会・研修会発表】 鈴木壱知
チーム医療と肝臓栄養治療に
ついて

東信肝臓栄養療法研究会 上田市 2011 11 30

35【学会・研修会発表】
香川景政、鈴木壱知、安達庄
吾、斉藤浩紀、片山裕視、玉
野正也

肝硬変における検査前食の有
用性の検討

第39回獨協医学会 壬生町 2011 12 3 一般演題



36【学会・研修会発表】

須田季晋、片山裕視、安達庄
吾、斉藤浩紀、市川団、香川
景政、鈴木一義、國吉徹、高
田洋、鈴木壱知、玉野正也、
高橋盛男

癌性胸膜炎を契機に診断され
た肝内胆管癌の一例

第317回日本消化器病学会
関東支部例会

東京都 2011 12 3 一般演題

37【学会・研修会発表】 市川団、國吉徹、玉野正也
腹水で発症した脾浸潤・門脈
浸潤を有した胃癌の1例

第28回獨協医科大学消化器
内科例会

宇都宮市 2011 12 3 一般演題

38【学会・研修会発表】 秋間崇、玉野正也、平石秀幸

Transient elastographyを用
いた肝硬度測定は、ウイルス
肝炎における発癌の予測に有
用である

第28回獨協医科大学消化器
内科例会

宇都宮市 2011 12 3 研究論文
発表

番号 見出し 受賞者名 演題 学会名 賞の名称 受賞年 受賞月 受賞日 備考

1【学術賞】 玉野正也

Transient elastographyを用
いた肝硬変測定の、ウイルス
肝炎における発癌予測に対す
る有用性

平成22年
度関湊賞

2011 12 11

2【学術賞】 片山裕視

Helicobacter pylori causes
runx3 gene methylation and
its loss of expression in
gastric epithelial
cell,which is mediated by
nitric oxide produced by
macrophages

平成22年
度関湊賞

2011 12 11

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】 玉野正也 病院の実力 読売新聞
読売新聞
社

2011 11 13 新聞
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