主な海外学会発表
1. ESPEN2013；第 35 回欧州臨床栄養代謝学会
（ドイツ・ライプチヒ; Leipziger Messe）
「 NUTRITIONAL SUPPORT FOR ELDERLY INPATIENTS WITH DEMENTIA:
ANALYSIS OF 269 CONSECUTIVE CASES.」
Norio Maeda, Eiko Ono, Yousuke Wakutani, Takeshi Yoshioka
Posters, Session; Nutrition and chronic diseases, Date: Sep 2, 2013
2. DDW2013；米国消化器病関連学会週間(AGA,ASGE,AASLD, SSAT)
（米国フロリダ州オーランド; Orange County Convention Center）
「Endoscopic and Clinical Features of 304 Consecutive Patients with Percutaneous
Endoscopic Gastrostomy: Advanced Atrophy of Gastric Mucosa Is a Risk Factor of
Aspiration Pneumonia.」
Norio Maeda, Takeshi Yoshioka, Aki Tanaka, Kazuhiko Inoue and Ken Haruma
ASGE Posters, Session Date: May 18, 2013
3. DDW1999; Digestive Disease Week and The 99th Annual Meeting of The American
Gastroenterological Association
(米国フロリダ州オーランド; Orange County Convention Center)
「A novel hepatitis C model by reconstitution of normal and HCV-infected human liver
tissues into NOD/SCID mouse.」
Maeda N, Okamoto S, Ishii H, Yamada T, Hata J, Hozumi N, Katsume A, Kohara M,
Kanai T, Watanabe M, Hibi T:

主な国内学会発表
1. ヘリコバクターピロリ感染診断におけるラテックス凝集免疫比濁法の有用性の検討
井上 和彦, 前田 憲男, 吉岡 毅, 高橋 健治, 岡本 康, 塚本 真知, 神崎 智子, 山下
直人, 楠 裕明
日本消化器がん検診学会雑誌 (1880-7666)53巻3号 Page85(2015.05)
2. RTH(Ready To Hang)経腸栄養剤の使用経験と今後の課題
蜂谷 洋香, 小野 詠子, 中野 聖子, 塩田 祐希, 前田 憲男
日本静脈経腸栄養学会雑誌 (2189-0161)30巻1号 Page603(2015.01)
3. 当院における経管栄養患者の転帰先調査と今後の動向についての考察
小野 詠子, 蜂谷 洋香, 中野 聖子, 塩田 祐希, 前田 憲男
日本静脈経腸栄養学会雑誌 (2189-0161)30巻1号 Page541(2015.01)
4. Helicobacter pylori感染診断における「LZテスト'栄研'H.ピロリ抗体」の有用性の
検討(原著論文) 井上 和彦, 前田 憲男, 吉岡 毅, 岡本 康, 高橋 健治
医学と薬学 (0389-3898)72巻2号 Page331-337(2015.01)
5.

経腸栄養剤の変更により長期の腹部膨満が改善した胃瘻患者の一例

前田憲男、吉岡毅、井上和彦、村尾高久、西隆司、春間賢
第 102 回日本消化器病学会中国支部例会 (2014.11.30)
6.

ABC分類におけるA群へのH.pylori感染持続者・感染既往者混入に関する検討

前田 憲男, 吉岡 毅, 井上 和彦, 山下 直人, 楠 裕明, 鎌田 智有, 春間 賢
日本消化器がん検診学会雑誌 (1880-7666)52巻5号 Page215(2014.09)
7. 人間ドック受診者における背景胃粘膜チェックシートの評価
前田 憲男, 吉岡 毅, 井上 和彦, 鎌田 智有, 春間 賢
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)56 巻 Suppl.1 Page1384(2014.04)
8. 倉敷地区における若年者の大腸病変の検討
吉岡 毅, 前田 憲男, 眞部 紀明, 松本 啓志, 藤田 穣, 鎌田 智有, 春間 賢, 久本 信實, 宮
島 宣夫, 紙谷 晋吾, 丸高 雅仁, 瀧上 隆夫, 渡辺 哲夫
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)56 巻 Suppl.1 Page1333(2014.04)

9. 糖尿病合併肝細胞癌の予後の検討 多施設での検討
岡 寿紀, 藤岡 真一, 足立 卓哉, 下村 泰之, 川上 万里, 大澤 俊哉, 糸島 達也, 塚田 信廣,
前田 憲男, 宮岡 弘明, 稲田 暢, 川口 雅功, 文野 真樹, 島 俊英, 岡上 武, 堀江 裕, 佐藤
敦彦
肝臓(0451-4203)55 巻 Suppl.1 PageA341(2014.04)
10. 【消化管疾患と漢方薬-Evidence と Experience に基づいた上手な使い方】 高齢者の
食欲不振(解説/特集)
前田 憲男, 吉岡 毅, 甄 立学, 井上 和彦, 春間 賢
医学と薬学(0389-3898)71 巻 5 号 Page831-840(2014.04)
11. 認知症の重症度と褥瘡発生の背景因子に関する検討
小野 詠子, 蜂谷 洋香, 塩田 祐希, 前田 憲男
静脈経腸栄養(1344-4980)29 巻 1 号 Page377(2014.01)
12. 高齢者のClostridium difficile感染症に対するmetronidazole治療成績
吉岡 毅, 前田 憲男, 井上 和彦, 春間 賢
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)110巻臨増大会 PageA953(2013.09)
13. NST活動の現状と問題点 認知症患者に対するNST介入の成績と課題
前田 憲男, 吉岡 毅, 井上 和彦
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)110巻臨増大会(ワークショップ13) PageA778(2013.09)
14. 大腸憩室出血に対する最適な内視鏡的処置法の検討
水城 啓, 立道 昌幸, 鳩貝 健, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子, 前田 憲男, 中澤 敦, 重松 武治,
塚田 信廣, 永田 博司, 日比 紀文
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)110巻11号 Page1927-1933(2013.11)
15. 高齢者の食欲不振に対する六君子湯の処方経験
前田 憲男, 吉岡 毅, 甄 立学, 高尾 武男, 井上 和彦, 春間 賢
日本東洋医学雑誌(0287-4857)64巻別冊 Page267(2013.04)
16. 健康成人に発症したヘルペス食道炎と考えられる一例
吉岡 毅, 前田 憲男, 伏見 聡一郎
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)55巻Suppl.1 Page1185(2013.04)

17. 糖尿病患者における経腸栄養法の工夫 良好な血糖コントロールを目指して
蜂谷 洋香, 前田 憲男, 津田 和美, 小野 詠子
静脈経腸栄養(1344-4980)28巻1号 Page350(2013.01)
18. PEG 造設後の早期予後と原疾患、栄養状態および内視鏡所見の関連について
前田憲男、吉岡毅、田中亜紀、井上和彦、春間賢
第 5 回日本静脈経腸栄養学会中国支部学術集会(2012.12.15)
19. PEG造設304症例における内視鏡所見と原疾患の特徴
前田 憲男, 吉岡 毅, 田中 亜紀, 井上 和彦, 春間 賢
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)54巻Suppl.2 Page2895(2012.09)
20. PEG 造設時の内視鏡所見からみる原疾患の特徴〜萎縮性胃炎を中心に
前田憲男、吉岡毅、田中亜紀、井上和彦、春間賢
第 18 回日本ヘリコバクター学会(2012.6.29)
21. 無症候性に発症し十二指腸穿破による消化管出血を契機に診断された肝動脈瘤の1例
鳩貝 健, 中澤 敦, 瀧田 麻衣子, 岸野 竜平, 関 恵理, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子, 前田 憲
男, 茂木 克彦, 向井 清, 塚田 信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)109巻2号 Page247-254(2012.02)
22. 消化器専門医一名での内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)導入経験と治療成績
吉岡毅、前田憲男
第 107 回日本消化器内視鏡学会中国地方会(2011.12.3)
23. 当院で経験した大腸憩室出血に対するバリウム充填療法の治療効果の検討
瀧田 麻衣子, 中澤 敦, 岸野 竜平, 関 恵理, 鳩貝 健, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子, 前田 憲
男, 金田 智, 塚田 信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)108巻臨増大会 PageA877(2011.09)
24. 耳鼻咽喉科医師への内視鏡教育
今津 嘉宏, 前田 憲男, 大築 一興, 田路 正夫, 金田 智, 西谷 弘美, 関 恵理, 岸野 竜
平, 鳩貝 健, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子, 中澤 敦, 塚田 信廣, 鳥海 史樹, 赤松 秀敏, 下
山 豊
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)53巻Suppl.2 Page2778(2011.09)

25. 重篤な基礎疾患に合併した壊死性食道炎の5例
岩崎 栄典, 瀧田 麻衣子, 岸野 竜平, 関 恵理, 鳩貝 健, 泉谷 幹子, 前田 憲男, 中澤
敦, 塚田 信廣
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)53巻Suppl.2 Page2606(2011.09)
26. カプセル内視鏡検査における臨床検査技師・内視鏡技師の役割についての検討
井上 久美子, 佐藤 彩子, 武田 裕子, 染谷 綾子, 岩永 千恵美, 石井 栄子, 鈴木 佐企
子, 島根 容子, 鳩貝 健, 関 恵理, 岸野 竜平, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子, 前田 憲男, 中
澤 敦, 塚田 信廣
関東消化器内視鏡技師会誌(1882-6849)18巻 Page10-13(2011.09)
27. gemcitabine、S-1併用療法が著効し、治癒切除にいたった巨大な進行胆嚢癌の1例
瀧田 麻衣子, 岩崎 栄典, 鳩貝 健, 岸野 竜平, 関 恵理, 泉谷 幹子, 前田 憲男, 中澤
敦, 水城 啓, 半田 寛, 下山 豊, 向井 清, 樋口 肇, 高石 官均, 日比 紀文, 塚田 信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)108巻7号 Page1263-1270(2011.07)
28. 慢性膵炎増悪後の膵仮性嚢胞に対して超音波内視鏡下ドレナージ術を施行した一例
岸野 竜平, 中澤 敦, 瀧田 麻衣子, 鳩貝 健, 関 恵理, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子, 前田 憲
男, 今津 嘉宏, 塚田 信廣
Progress of Digestive Endoscopy(1348-9844)79巻1号 Page101(2011.06)
29. 当院で経験した自己免疫性膵炎6例の検討
岸野 竜平, 中澤 敦, 鳩貝 健, 関 恵理, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子, 前田 憲男, 向井 清,
塚田 信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)108巻臨増総会 PageA373(2011.03)
30. 腸閉塞の既往を有するPeutz-Jeghers症候群の2例
関 恵理, 中澤 敦, 若山 望, 瀧田 麻衣子, 鳩貝 健, 岸野 竜平, 岩崎 栄典, 泉谷 幹子,
前田 憲男, 石丸 直樹, 山梨 高広, 下山 豊, 塚田 信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)108巻臨増総会 PageA363(2011.03)
31. 急性E型肝炎の5症例
岩崎 栄典, 瀧田 麻衣子, 鳩貝 健, 岸野 竜平, 泉谷 幹子, 前田 憲男, 中澤 敦, 塚田
信廣, 山岸 由幸, 海老沼 浩利, 齋藤 英胤, 三代 俊治, 日比 紀文
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)108巻臨増総会 PageA245(2011.03)

32. 内視鏡的に経過を観察し得た lansoprazole 関連 collagenous colitis の一例
今井ちひろ, 前田憲男, 岩崎栄典, 鳩貝健, 中澤敦, 水城啓, 塚田信廣
日本大腸検査学会雑誌(1344-1639)27 巻 1 号 Page28(2010.05)
33. 早期の皮膚生検が診断の一助となった Crohn 病の 1 例
三輪尚之, 中澤敦, 永滋敦, 鳩貝健, 前田憲男, 重松武治, 水城啓, 向井清, 塚田信廣
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)52 巻 3 号 Page419-425(2010.03)
34. 消化器癌に合併した Trousseau 症候群の 4 例
鳩貝健, 足立智英, 岩崎栄典, 前田憲男, 中澤敦, 水城啓, 塚田信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)107 巻臨増総会 PageA379(2010.03)
35. 総胆管結石による閉塞性黄疸を契機に発見された慢性 C 型肝炎を伴う自己免疫性溶血
性貧血の 1 例
関戸貴志(東京都済生会中央病院 内科), 岩崎栄典, 鳩貝健, 前田憲男, 中澤敦, 水城啓, 渡
辺健太郎, 塚田信廣
日本内科学会関東地方会 569 回 Page45(2010.02)
36. lansoprazole 投与による発症が疑われ、内視鏡的に経過を観察し得た collagenous
colitis の一例
今井ちひろ, 前田憲男, 岩崎栄典, 鳩貝健, 中澤敦, 水城啓, 塚田信廣
Progress of Digestive Endoscopy(1348-9844)76 巻 1 号 Page106(2009.12)
37. 当院におけるアルコール性肝炎の重症化因子についての検討
鳩貝健, 前田憲男, 中澤敦, 重松武治, 水城啓, 塚田信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)106 巻臨増総会 PageA473(2009.03)
38. 血球貪食症候群を合併しステロイド投与と血漿交換が有効であった急性肝炎の一例
関根亜由美, 細江直樹, 鳩貝健, 古目谷暢, 二階堂光洋, 前田憲男, 重松武治, 水城啓, 塚田
信廣, 日比紀文
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)104 巻臨増大会 PageA698(2007.09)
39. 食道ルゴール散布にて著明な喉頭浮腫をきたした一例
水城啓, 立道昌幸, 古目谷暢, 二階堂光洋, 細江直樹, 前田憲男, 重松武治, 大築一興, 大築
淳一
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)104 巻臨増総会 PageA188(2007.03)

40. 黒色便を契機に発見され、外科的切除により救命しえた総肝動脈瘤の一例
鳩貝健, 中澤敦, 前田憲男, 重松武治, 水城啓, 田上隆, 鳥海史樹, 今津嘉宏, 茂木克彦, 塚
田信廣
日本消化器病学会雑誌(0446-6586)105 巻臨増総会 PageA295(2008.03)
41. 胆道出血を合併した巨大肝嚢胞の一例
田尻進, 前田憲男, 鳩貝健, 中澤敦, 重松武治, 水城啓, 塚田信廣
Progress of Digestive Endoscopy(1348-9844)73 巻 1 号 Page93(2008.06)
42. 発症時に cutaneous Crohn's disease と診断された大腸 Crohn 病の 1 例
三輪尚之, 中澤敦, 永滋教, 鳩貝健, 前田憲男, 重松武治, 水城啓, 宮本樹里亜, 陳科榮, 塚
田信廣
日本内科学会関東地方会 554 回 Page25(2008.06)
43. 十二指腸病変による消化管出血を契機に発見された腸結核の 1 例
鳩貝健, 重松武治, 中澤敦, 前田憲男, 水城啓, 塚田信廣
栄養-評価と治療(0915-759X)25 巻 2 号 Page176(2008.04)
44. 当院の胃 ESD における偶発症の検討
前田憲男, 細江直樹, 鳩貝健, 二階堂光洋, 重松武治, 水城啓, 鳥海史樹, 今津嘉宏, 菊山成
博, 塚田信廣
Gastroenterological Endoscopy(0387-1207)49 巻 Suppl.2 Page2291(2007.09)
45. 胃・脾摘術 27 年後に広範な門脈・腸間膜静脈血栓症を合併した 1 例
山中弘行, 前田憲男, 永滋教, 鳩貝健, 中澤敦, 重松武治, 水城啓, 塚田信廣
日本内科学会関東地方会 547 回 Page25(2007.09)
46. 緊急内視鏡検査の安全管理について 巨大透明キャップを使用した異物除去術の症例報
告
古川和子, 岩永千恵美, 阿部福子, 金子幹, 柳沼美咲, 塚田信廣, 水城啓, 重松武治, 前田憲
男, 細江直樹, 二階堂光洋, 今津嘉宏, 金田智
日本消化器内視鏡技師会会報 38 号 Page34-35(2007.03)
47. 多量の消化管出血を来たした Brunner 腺過形成の 1 例
鳩貝健, 前田憲男, 浅野大樹, 古目谷暢, 二階堂光洋, 細江直樹, 重松武治, 水城啓, 鳥海史

樹, 山崎一人, 塚田信廣
Progress of Digestive Endoscopy(1348-9844)69 巻 2 号 Page80-81(2006.12)
48. 治療に難渋した Churg-Strauss 症候群の 1 例
古目谷暢, 細江直樹, 二階堂光洋, 前田憲男, 重松武治, 水城啓, 陳科榮, 塚田信廣
日本内科学会関東地方会 540 回 Page25(2006.11)
49. 肝細胞癌の歯肉転移からの出血に対し塞栓術にて止血しえた一例
水城啓, 立道昌幸, 二階堂光洋, 細江直樹, 前田憲男, 重松武治, 高階経幸, 金田智, 小寺研
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