
業績一覧

1.領域構成教職員・在職期間
教授 中本  安成 平成23年1月―
准教授 濱野  忠則 平成2年6月―平成3年

3月，平成9年7月―平
成9年8月，平成10年4
月―平成11年3月，平
成12年4月―平成16年
3月，平成16年4月
（留学）―平成18年6
月，平成18年7月―
（平成25年4月―現
職）

准教授（地域高度医
療推進講座）

須藤　弘之 平成4年6月―平成5年
5月，平成7年10月―
平成10年8月，平成14
年4月―平成14年8
月，平成14年9月（留
学）―平成16年6月，
平成16年7月―（平成
25年4月―現職）

助教 根本　朋幸 平成16年2月―（平成
22年4月―現職）

助教 林　浩嗣 平成8年4月―平成9年
3月，平成11年5月―
平成12年4月，平成14
年5月―平成15年3
月，平成26年4月―
（平成26年4月―現
職）

助教 大谷  昌弘 平成8年4月―平成9年
3月，平成14年4月―
平成16年9月，平成16
年10月（留学）―平
成18年9月，平成18年
10月―（平成24年10
月―現職）

助教 井川  正道 平成12年5月―平成13
年5月，平成15年4月
―平成17年3月，平成
18年5月―平成25年10
月，平成25年11月
（留学）―平成27年
10月，平成27年11月
―（平成22年4月―現
職）

助教 松永 晶子 平成14年5月―平成15
年4月，平成17年6月
―（平成23年4月―現
職）

2.研究概要
研究概要

病態制御医学講座／内科学（2）領域
附属病院／第二内科
地域医療推進講座（寄附講座）

当領域では主として、1）消化器グループ、2）神経グループによる研究を実施している。
1)消化器内科グループ
　消化器内科グループは、中本教授（科長）、須藤地域高度医療推進講座准教授（副科長）、平松光学医療診療部准教授、根本助教、大谷助教、松田光学医療
診療部助教、内藤病院助教をスタッフとして、消化器内視鏡（上・下部消化管内視鏡、胆膵内視鏡、超音波内視鏡等）、腹部超音波を用いた診断・治療手技を
施行し、各種消化器疾患に対し診断・治療を行っている。主な診療項目として、１）食道癌、胃癌、大腸癌、大腸腺腫に対する内視鏡的粘膜下層切開剥離術
（ESD）、２）肝癌に対するラジオ波焼灼術（RFA）、5-FU動注/IFN併用療法、免疫補助療法、３）Helicobacter pylori（H.pylori）感染症の診断・治療（特
にCYP2C19遺伝子多型検査に基づく先進医療とP-CABを用いた三次除菌治療）、４）消化管、胆膵疾患に対する超音波内視鏡下穿刺吸引術（EUS-FNA）を用いた
診断・治療、５）進行胆道癌や膵癌に対する内視鏡的減黄治療、６）小腸疾患に対するバルーン内視鏡検査および小腸・大腸カプセル内視鏡検査、７）B型肝
炎、C型肝炎に対する抗ウイルス治療などを行っております。また、手術不能肝細胞癌に対する肝動脈塞栓療法（TAE）と樹状細胞免疫治療の先進医療を目指し
た臨床試験を開始し、消化器癌に対する新たな治療法の開発に挑戦している。
　主な研究テーマは、１）H. pylori感染における消化器疾患の病態解析ならびにH. pylori菌体病原因子と宿主免疫反応の解析、２）女性ホルモン、緑茶カテ
キンなどの胃発癌抑制作用の解析、３）NSAIDs起因性消化管粘膜障害の病態解析、４）マイクロキャビティアレイ液体生検技術を用いた肝がん再発超早期診断
法の開発、５）肝炎におけるmiRNAの解析、６）C型肝炎患者におけるHLA-classⅡ領域のSNP解析、７）肝細胞癌に対する治療感受性因子の探索、８) ラジオ波
焼灼およびTAE後アジュバンド投与による肝癌免疫補助療法に関する臨床研究、９) 肝エネルギー代謝に関与する新規転写抑制因子の機能解析、１０) 自己免
疫性肝炎に関与する転写調節因子の解析、１１）B型肝炎ウイルス再活性化の病態解析などである。
2)神経内科グループ
　神経内科グループは、濱野准教授（科長）、山村地域医療推進講座講師（副科長）、林助教、井川助教、松永助教、白藤病院助教をスタッフとして以下の研
究テーマに取り組んでいる。1)ミトコンドリア病の代表疾患MELAS、パーキンソン病、ALS患者におけるエネルギー代謝・酸化ストレスの脳機能イメージング
(MRI・PET)（高エネルギー研、および放射線医学総合研究所との共同研究、文科省研究班）、2)プロテオーム解析を用いた橋本脳症の自己抗体の同定と病態の
解明（文部科学省研究班）、3)細動脈硬化の評価指標に関する研究（厚労省研究班）、4)医療ITを用いた神経疾患の地域連携に関する研究、5) Brain Machine
Interface (BMI)研究（電気通信大学との共同研究）6) 自律神経障害が高度なパーキンソン病症例の皮膚生検によるリン酸化αシヌクレインの検出（東京都老
人研　ブレインバンクとの共同研究）7)アルツハイマー病の発症原因であるタウ蛋白のリン酸化、重合機構の解明、ならびに治療薬の開発 (Mayo Clinic
Jacksonvilleとの共同研究、文科省研究班)。8)髄液中リン酸化タウなどのバイオマーカーを用いた検討9)コイルを用いたマウス虚血モデルを用いたタウ病理
所見、10）Cerebral amyloid angiopathy related inflammation患者髄液中のアミロイドβ蛋白に対する抗体の検出、11) adiponectinと大脳白質病変との相
関について検討を行い、血管性認知症の病態解明を行っている（藤田）12)物盗られ妄想の臨床病態解明（上野）、13）ビタミンB1・B12・葉酸欠乏、高ホモシ
ステイン血症が認知症の発症に関わる機序の解明（白藤、榎本）、13)大脳皮質基底核変性症に対するCDP-Cholineの治療効果の判定（高エネルギー医学研究セ
ンターとの共同研究）、ならびにPET画像所見の解析（濱野）、14)神経筋疾患の筋MRI所見の検討（林）など幅広く研究を行っている。

ページ 1



業績一覧

キーワード

業績年の進捗状況

特色等

本学の理念との関係

3.研究実績

和文原著論文
ﾌｧｰｽﾄｵｰｻｰ
ｺﾚｽﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｵｰｻｰ
その他
合計

（A） 著書・論文等
　(1) 英文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

1529001

1529002

1529003

1529004

1529005

1529006

1529007

　　b． 原著論文（総説）

1529008

　(2) 和文：著書等
　　a． 著書（分担執筆）

1529009

M.Ikawa, *H.Okazawa, *T.Tsujikawa, A.Matsunaga, O.Yamamura, *T.Mori, T.Hamano, *Y,Kiyono, Y.Nakamoto, +M.Yoneda: Increased
oxidative stress is related to disease severity in the ALS motor cortex: A PET study, Neurology, 84(20), 2033-2039,
20150519, DOI: 10.1212/WNL.0000000000001588, #8.185

T.Naito, +T.Baba, +K.Takeda, +S.Sasaki, Y.Nakamoto, +N.Mukaida: High-dose cyclophosphamide induces specific tumor immunity
with concomitant recruitment of LAMP1/CD107a-expressing CD4-positive T cells into tumor sites, Cancer Lett, 366(1), 93-99,
20150928, DOI: 10.1016/j.canlet.2015.06.009, #5.621

1)消化器内科グループ
　肝炎、肝癌、循環腫瘍細胞、HLA-class Ⅱ領域、Helicobacter pylori感染症
2)神経内科グループ
　橋本脳症、ミトコンドリア病、脳血管障害、ROS、パーキンソン病、ALS、アルツハイマー病、筋MRI

業績年の進捗状況
1)消化器内科グループ
　原著論文ではCancer letterに『High-dose cyclophosphamide induces specific tumor immunity with concomitant recruitment of LAMP1/CD107a-
expressing CD4-positive T cells into tumor sites.』（内藤）を、そしてOncology Reportsに『Effect of green tea catechins on gastric mucosal
dysplasia in insulin-gastrin mice』（大野）の発表を行い、またCase Reportでは悪性黒色腫の肝転移に対する分子標的薬治療経験（野阪）、肝細胞癌の下
垂体転移例（田中）カプセル内視鏡検査を行った小腸海綿状血管腫（赤澤）について英文報告を行った。国際学会ではDDWで大谷助教が、AASLDで根本助教、松
田助教、大藤、内藤の計4名がポスター発表を行った。

2)神経内科グループ
　2015年7月にWashington DCで開催されたAlzheimer's Association International Conference (AAIC)2015では林助教がChE阻害薬による血中ChEの低下の薬
剤毎に比較検討した結果、濱野准教授はクリオキノールによるタウ蛋白重合抑制機構についてそれぞれポスター発表しました。平成28年5月の57回日本神経学
会学術大会では、井川助教、濱野准教授の演題が英語口演に選ばれました。また57回日本神経学会学術大会、およびAlzheimer's Association International
Conference (AAIC)2016では濱野准教授が査読委員に選定された。

1)消化器内科グループ
　当科ではＢ型肝炎ウイルスの遺伝子変異・増殖因子の検討、マイクロキャビティアレイ液体生検技術を用いた肝がん再発超早期診断法の開発、肝癌の病態解
析、H. pylori菌体病原因子等、消化器癌における炎症発癌の分子機構の解明とその克服を目標に研究を進めている。
2)神経内科グループ
　脳卒中、アルツハイマー病やパーキンソン病などのなどの神経common diseaseからミトコンドリア病、大脳皮質基底核変性症をはじめとする神経難病の病態
と治療に関して、遺伝子、プロテオミクス、培養細胞を用いた基礎的研究から、PETやMRIを用いた患者の病態解析まで幅広い研究を行っている。また、臨床地
域連携の構築などの医療システムに係る研究も行っている。

本学医学部の理念は、国民性、国際性、先進性、倫理性に基づいた医療の具現化と将来性を見通した研究の実行と人材育成である。担当する疾患対象領域は、
まさに国民病といえる疾患である消化器癌、脳卒中、認知症、神経難病などを主として取り扱っており、国民の健康の保護と増進の為に診療、研究を行ってい
る。また国内の大学および国外の大学研究所(MIT, Mayo Clinic)との共同研究および人材交流も行っており、研究では世界に先駆け新しい事実を明らかにして
いる。
これらの研究を通して国際的に通用する先端医療の開発を目指し、さらには国民全体の健康増進に貢献することを目標としている。

英文論文

2015年分
2
6
3
2
8

2015年分
―

17.168（17.168）
3.362（3.362）
8.995（8.995）

26.163（26.163）

区分 編数 インパクトファクター（うち原著のみ）

+CH.Lyoo, M.Ikawa, +JS.Liow, +SS.Zoghbi, +CL.Morse, +VW.Pike, +M.Fujita, +RB.Innis, +WC.Kreisl: Cerebellum Can Serve As a
Pseudo-Reference Region in Alzheimer Disease to Detect Neuroinflammation Measured with PET Radioligand Binding to
Translocator Protein, J Nucl Med, 56(5), 701-706, 201505, DOI: 10.2967/jnumed.114.146027, #6.16

T.Nosaka, K.Hiramatsu, T.Nemoto, Y.Saito, Y.Ozaki, K.Takahashi, T.Naito, K.Ofuji, H.Matsuda, M.Ohtani, H.Suto, *Y.Imamura,
Y.Nakamoto: Ruptured hepatic metastases of cutaneous melanoma during treatment with vemurafenib: an autopsy case report　,
BMC Clin Pathol, 15, 15-15, 20150903, DOI: 10.1186/s12907-015-0015-3. eCollection 2015（症例報告）

T.Tanaka, K.Hiramatsu, T.Nosaka, Y.Saito, T.Naito, K.Takahashi, K.Ofuji, H.Matsuda, M.Ohtani, T.Nemoto, H.Suto,
*T.Yamamoto, *H.Kimura, Y.Nakamoto　: Pituitary metastasis of hepatocellular carcinoma presenting with panhypopituitarism:
a case report　, BMC Cancer, 15, 863-863, 20151106, DOI: 10.1186/s12885-015-1831-7（症例報告）, #3.362

+Y.Sawada, +T.Yoshikawa, K.Ofuji, +M.Yoshimura, +N.Tsuchiya, +M.Takahashi, +D.Nobuoka, +N.Gotohda, +S.Takahashi, +Y.Kato,
+M.Konishi, +T.Kinoshita, +M.Ikeda, +K.Nakachi, +N.Yamazaki, +S.Mizuno, +T.Takayama, +K.Yamao, +K.Uesak, +J.Furuse,
+I.Endo , +T.Nakatsura: Phase II study of the GPC3-derived peptide vaccine as an adjuvant therapy for hepatocellular
carcinoma patients, Oncoimmunology, 5(5), e1129483, 20160119, DOI: 10.1080/2162402X.2015.1129483, #2.835

Y.Akazawa, K.Hiramatsu, T.Nosaka, Y.Saito, Y.Ozaki, K.Takahashi, T.Naito, K.Ofuji, H.Matsuda, M.Ohtani, T.Nakamoto,
H.Suto, *A.Yamaguchi, *Y.Imamura, Y.Nakamoto　: Preoperative diagnosis of cavernous hemangioma presenting with melena
using wireless capsule endoscopy of the small intestine　, Endosc Int Open, 4(3), E249-E251, 201603, DOI: 10.1055/s-0041-
111321

Y.Nakamoto: Fighting a cold, fighting a tumour, Scientia INNOVATIONS IN HEALTHCARE, 18-20, 201510

松永　晶子, +米田　誠: 神経系の代謝・中毒性疾患: 平田　幸一: 看護学生のための神経内科学, 中外医学社, P289-294, 201602
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　　b． 著書（分担翻訳）

1529010

1529011

　　c． 編纂・編集・監修

1529012

　(3) 和文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

1529013

1529014

   b． 総説

1529015

1529016

1529017

1529018

   c． その他研究等実績（報告書を含む）

1529019

1529020

1529021

1529022

1529023

1529024

（B） 学会発表等
　(1) 国際学会
   a．一般講演（口演）

1529025

1529026

1529027

1529028

   b．一般講演（ポスター）

1529029

1529030

1529031

中本　安成: GUT日本語版Vol.7No.3, WILEY Blackwell, 16-17, 201509, DOI: 1883-5821

中本　安成: GUT日本語版Vol.7No.1, WILEY Blackwell, 18-19, 201505, DOI: 1883-5821

高橋　和人, 須藤　弘之, 尾﨑　嘉彦, 内藤　達志, 大藤　和也, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根本　朋幸, 中本　安成: 内
視鏡的食道拡張術後に発症した脳腫瘍の1例, Gastroenterological Endoscopy, 57(12), 2633-2638, 20151220

有塚　敦史, 平松　活志, 大野　崇, 大藤　和也, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 根本　朋幸, 須藤　弘之, *今村　好章, 中本　安成: 抗
血栓療法中に出血性ショックをきたした原発性空腸癌の1例, Gastroenterological Endoscopy, 57(12), 2653-2659, 20151220

中本　安成, +山下　竜也, +砂子阪　肇, +野ツ俣　和夫, +酒井　明人: 肝性浮腫治療におけるトルバプタンの位置付け, Medical
Tribune ウェブ版 特別企画 エリア座談会北陸, 201510

K.Hiramatsu, H.Matsuda, T.Nemoto, K.Takahashi, K.Ofuji, M.Ohtani, H.Suto, Y.Nakamoto: Identification of SNPs in HLA class
Ⅱgene related to disease progression of chronic  hepatitis C, 25th Conference of the Asian Pacific Association for the
Study of the Liver　(APASL2016), 東京, 20160223

井川　正道, +米田　誠: 全身性エリテマトーデス(SLE), 別冊日本臨牀 新領域別症候群シリーズNo.32 骨格筋症候群（第2版）上－その
他の神経筋疾患を含めて－, (32), 338-341, 201505

根本　朋幸, 中本　安成: B型肝炎治療は核酸アナログの登場によりどう進歩し，何が課題として残るのか, 臨床雑誌内科, 116(6),
1106-1110, 201512

平松　活志, 中本　安成: HLA-classII領域SNP迅速解析法の開発, 日本臨牀 増刊号 新ウイルス性肝炎学-最新の基礎・臨床研究情報-,
73(増刊号9), 133-137, 20151220

山村　修: メディカル・ビューポイント　vol.36 No.6, 株式会社医事出版社, 4, 201506

松永　晶子, +米田　誠: 橋本脳症, 別冊日本臨牀 新領域別症候群シリーズNo.34 免疫症候群（第2版）Iーその他の免疫疾患を含め
てー, (34), 98-101, 201511

中本　安成: 名医は語る「肝臓がん」, Koshikai News & Communication HOPE, (17), 7-7, 20150725

濱野　忠則: 福井県パーキンソン病友の会発足をお祝いして, 一般社団法人全国パーキンソン病友の会福井県支部会報誌 九頭竜, 1, 8-
10, 20160109

白藤　法道: パーキンソン病のリハビリテーション, 一般社団法人全国パーキンソン病友の会福井県支部会報誌 九頭竜, 1, 11-12,
20160109

濱野　忠則, *中嶋　久栄, *星野　友佳, 遠藤　芳徳, *林　高平, 林　浩嗣, 山村　修, 中本　安成: スモン患者の認知機能評価, 平
成27年度総括・分担研究報告書（スモンに関する調査研究, 171-173, 201603

+恩地　森一, +銭谷　幹男, +山本　和秀, +大平　弘正, +青栁　豊, +海老沼　浩利, +鈴木　義之, 中本　安成, +森實　敏夫, +吉澤
要, +渡部　則彦, +阿部　雅則, +玄田　拓哉, +十河　剛, +高橋　敦史, +高橋　宏樹, 根本　朋幸, +藤澤　知雄, +三宅　康広, +山
際　訓, +坪内　博仁: <特別寄稿>自己免疫性肝炎（AIH）の診療ガイドライン（2013 年）　厚生労働省難治性疾患克服研究事業 「難治
性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班, 肝臓, 56(5), 217-266, 20150520

M.Ikawa, +TG.Lohith, +K.Jenko, +S.Shrestha, +S.Telu, +S.Zoghbi, +M.Fujita, +VW.Pike, +RB.Innis: Differential in vitro and
in vivo sensitivity of [11C]ER176 to a genetic polymorphism in the gene for translocator protein, SNMMI 2015,
Baltimore,MD(USA), 20150609

*H.Okazawa, M.Ikawa, *T.Tsujikawa, *T.Mori, *A.Makino, *Y.Kiyono, +M.Yoneda: Evaluation of nigrostriatal oxidative stress
intensity in patients with Parkinson’s disease using [Cu-62]ATSM PET and FP-CIT SPECT, EANM 2015, Hamburg(Germany),
20151014

M.Ikawa, T.Muramatsu, *K.Sugimoto, A.Matsunaga, O.Yamamura, T.Hamano, Y.Nakamoto, *H.Okazawa, +M.Yoneda:
Pathophysiological decrease in the regional cerebral blood flow in Hashimoto's encephalopathy: A multiple-case SPECT
study, AAN 2015, Washington,D.C.(USA), 20150422

K.Ofuji, +K.Saito, Y.Nakamoto, +T.Nakatsura: Glypican-3 is a predictive marker for recurrence of hepatocellular carcinoma
after surgical resection, especially in early stage, AACR Annual Meeting 2015, Philadelphia(USA), 20150419

T.Kishitani, A.Matsunaga, M.Ikawa, T.Kame, O.Yamamura, T.Hamano, +O.Watanabe, +K.Tanaka, Y.Nakamoto, +M.Yoneda: Clinical
and immunological features of limbic form of Hashimoto’s encephalopathy, AAN 2015, Washington,D.C.(USA), 20150422

M.Ohtani, H.Suto, H.Matsuda, K.Hiramatsu, T.Nemoto, Y.Nakamoto: Comparison of chronic radiation proctopathy after
brachytherapy alone and in combination with external-beam radiotherapy for prostate cancer, DDW 2015, Washington,
D.C.(USA), 20150518
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1529032

1529033

1529034

1529035

1529036

1529037

1529038

1529039

　(2) 国内学会（全国レベル）
   a．シンポジスト・パネリスト等

1529040

1529041

1529042

1529043

1529044

   b． 一般講演（口演）

1529045

1529046

1529047

1529048

1529049

1529050

1529051

1529052

大谷　昌弘, 須藤　弘之, 中本　安成: INS-GASマウスを用いたH.pylori感染胃発癌に対する女性ホルモンの影響の検討, 第21回日本ヘ
リコバクター学会学術集会, 細菌・宿主クロストークの多様性, 神戸, 20150626

井川　正道: 臨床医学におけるミトコンドリア代謝・酸化ストレスの分子イメージング最前線, 第15回日本ミトコンドリア学会年会, ミ
トコンドリアにおける臨床医学と基礎科学の融合「臨床医学の進歩」, 福井, 20151119

岸谷　融, 松永　晶子, 井川　正道, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則, +渡邊　修, +田中　惠子, +米田　誠: 抗NAE抗体陽性辺縁系脳
炎型橋本脳症19例の臨床的特徴, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟, 20150523

松田　秀岳, 大谷　昌弘, 野阪　拓人, 平松　活志, 根本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: 当院における内視鏡的乳頭括約筋切開術に
伴う出血に関する危険因子の解析と内視鏡的止血法の検討, 第89回日本消化器内視鏡学会総会, 名古屋, 20150531

赤澤　悠, 大谷　昌弘, 有塚　敦史, 齊藤　恭志, 田中　知子, 尾﨑　嘉彦, 高橋　和人, 内藤　達志, 大藤　和也, 松田　秀岳, 根本
朋幸, 平松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 超高齢者の総胆管結石症に対する内視鏡的治療後の長期予後の検討, 第89回日本消化器内
視鏡学会総会, 名古屋, 20150531

*久保田　雅史，*五十嵐　千秋，神澤　朋子，山村　修，*渡部　雄大，*松尾　英明，*嶋田　誠一郎，*馬場　久敏，*辻川　哲也，*岡
沢　秀彦，+加藤　龍，+横井　浩史: 慢性期脳梗塞症例に対する1 か月間の機能的電気刺激療法を用いたホームエクササイズは脳活動に
影響を与えるか―PET 画像を用いた検討―, 第50回日本理学療法学術大会, 東京, 20150606

松田　秀岳, 根本　朋幸, 齊藤　恭志, 内藤　達志, 大谷　昌弘, 平松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 血液悪性疾患の治療に伴うB
型肝炎ウイルス再活性化リスクとサイトカインプロファイル解析, 第51回日本肝臓学会総会, 熊本, 20150521

平松　活志, 根本　朋幸, 尾﨑　嘉彦, 大藤　和也, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 須藤　弘之, 中本　安成: C型肝炎患者におけるHLA-
classⅡ関連遺伝子のSNPおよび発現解析, 第51回日本肝臓学会総会, 熊本, 20150521

大藤　和也, 中本　安成, +斎藤　圭吾, 野阪　拓人, 高橋　和人, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根本　朋幸, 須藤　弘之, +
中面　哲也: StageⅠ肝がん切除例における再発マーカーとしてのGlypican-3の有用性の検討, 第51回日本肝臓学会総会, 熊本,
20150521

T.Naito, +T.Baba, +K.Takeda, +S.Sasaki, Y.Nakamoto, +N.Mukaida: High-dose cyclophosphamide induces specific tumor immunity
by rapid recruitment of CD4-positive cytolytic T cells into tumor sites, 第19回日本がん免疫学会総会, 東京, 20150709

根本　朋幸, 松田　秀岳, 中本　安成: 高齢者進行肝細胞癌に対する肝動注化学療法とソラフェニブ療法の有用性の比較検討, 第101回
日本消化器病学会総会, 進行肝細胞癌治療の最前線, 仙台, 20150425

内藤　達志, +向田　直史, 中本　安成: 抗癌化学療法におけるCD4陽性細胞傷害性Tリンパ球の動態とケモカインに関する検討, 第51回
日本肝臓学会総会, Modern Immunology からみた肝動態, 熊本, 20150522

K.Hayashi, T.Hamano, A.Ishida, +Y.Fujita, Y.Hama, O.Yamamura, Y.Nakamoto: Reduction of Serum Cholinesterase By
Cholinesterase Inhibitor (Donepezil, Galantamine, or Rivastigmine), AAIC 2015, Washington, D.C.(USA), 20150721

K.Ofuji, +K.Saito, Y.Nakamoto, +T.Nakatsura: Pre-operative plasma glypican-3 levels detected by a novel ELISA system
predict the risk of post-operative recurrence in patients with stage I hepatocellular carcinoma, AASLD THE LIVER
MEETING2015, San Francisco(USA), 20151114

T.Nemoto, H.Matsuda, K.Hiramatsu, Y.Ozaki, T.Naito, K.Takahashi, K.Ofuji, M.Ohtani, H.Suto, Y.Nakamoto: Inhibitor Of DNA
Binding 2 Gene Induced By High Levels Of Insulin Contributes To Adipogenesis And Fatty Liver In A Model Of Type 2 Diabetes
Mellitus, AASLD THE LIVER MEETING2015, San Francisco(USA), 20151115

H.Matsuda, T.Nemoto, Y.Ozaki, T.Naito, M.Ohtani, K.Hiramatsu, H.Suto, Y.Nakamoto: Serial Changes of Th1 and Th17 Cytokines
and a SNP in HLA class II DPB1 Gene Associated with Hepatitis B Virus Reactivation in Patients Treated with
Immunomodulatory Agents, AASLD THE LIVER MEETING2015, San Francisco(USA), 20151116

高橋　和人, 須藤　弘之, 中本　安成: 胃ESD後潰瘍治癒における薬剤の影響, 第101回日本消化器病学会総会, 薬剤性胃・十二指腸潰瘍
の病態と治療：その基礎と臨床, 仙台, 20150423

K.Hiramatsu, H.Matsuda, T.Nemoto, T.Naito, K.Takahashi, K.Ofuji, M.Ohtani, H.Suto, Y.Nakamoto: Identification of SNPs in
HLA ClassⅡGene Related to Disease Progression and Hepatocellular Carcinoma in the Patients with Chronic Hepatitis C, 2016
Keystone Symposia Conference Cancer Vaccines:Targeting Cancer Genes for Immunotherapy(X1), Whistler,British
Columbia(Canada), 20160308

T.Naito, +T.Baba, +K.Takeda, +S.Sasaki, +N.Mukaida, Y.Nakamoto: Chemokine CCL3/CCR5-recruited, Cytotoxic CD4+ T Cells
Eradicate Hepatoma Cells in a Model of Anticancer Chemotherapy with High-Dose Cyclophosphamide, AASLD THE LIVER
MEETING2015, San Francisco(USA), 20151117

M.Ikawa, +TG.Lohith, +KJ.Jenko, +SS.Shrestha, +S.Telu, +SS.Zoghbi, +M.Fujita, +VW.Pike, +RB.Innis: Differential in vitro
and in vivo sensitivity of [11C]ER176 to a single nucleotide polymorphism in the gene for translocator protein , BRAIN &
BRAIN PET 2015, Vancouver(Canada), 20150628

+G.Lin, T.Hamano, N.Shirafuji, A.Ishida, K.Hayashi, +SH.Yen, +Y.Fujita, O.Yamamura, Y.Nakamoto: Clioquinol Decreases
Phosphorylation Levels of Tau Protein, AAIC 2015, Washington, D.C.(USA), 20150720
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1529053

1529054

1529055

1529056

1529057

1529058

1529059

1529060

1529061

1529062

   c． 一般講演（ポスター）

1529063

1529064

1529065

1529066

1529067

1529068

1529069

1529070

1529071

1529072

1529073

1529074

1529075

北﨑　佑樹, 山口　智久, 遠藤　芳徳, 白藤　法道, 岸谷　融, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: 後脊髄動脈症候群の治療と予後につ
いての検討, 第33回日本神経治療学会総会, 名古屋, 20151126

*松岡　紗恵, 山口　智久, 北﨑　佑樹, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 白藤　法道, 林　浩嗣, 山村　修, *菊田　健一郎, 濱野　忠則: ハロ
ペリドールがもやもや病の片側舞踏運動に有効であった1例, 第33回日本神経治療学会総会, 名古屋, 20151126

濱野　忠則, 白藤　法道, 石田　愛子, 上野　亜佐子, 林　浩嗣, 山村　修, 中本　安成: ピタバスタチンの認知機能に及ぼす影響, 第
33回日本神経治療学会総会, 名古屋, 20151127

山口　智久, 白藤　法道, 北﨑　佑樹, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: 胃切除後に銅欠乏性脊髄症をきたし
た1例, 第33回日本神経治療学会総会, 名古屋, 20151128

根本　朋幸, *前田　文江, *齋藤　清隆, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 須藤　弘之, *浜田　敏彦, *木村　秀樹 ,*岩野　正
之, 中本　安成: C型慢性肝炎および非アルコール性脂肪性肝炎の肝線維化診断における超音波エラストグラフィの有用性の検討, 第41
回日本肝臓学会西部会, 名古屋, 20151204

T.Naito, +T.Baba, +K.Takeda, +S.Sasaki, Y.Nakamoto, +N.Mukaida: High-dose cyclophosphamide induces specific tumor immunity
by rapid recruitment of CD4-positive cytolytic T cells into tumor sites, 第19回日本がん免疫学会総会, 東京, 20150709

平松　活志, 須藤　弘之, 尾﨑　嘉彦, 高橋　和人, 内藤　達志, 大藤　和也, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 根本　朋幸, 中本　安成: 大
腸腫瘍の内視鏡的粘膜下層剥離術におけるJet B knifeの安全性と有用性の検討, 第112回日本内科学会総会・講演会, 京都, 20150411

山口　智久, 山村　修, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 白藤　法道, 林　浩嗣, 松永　晶子, 北﨑　佑樹, 濱野　忠則: 脳梗塞急性期の
Apixaban切り替え投与後に生じた脳出血の1例, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟, 20150521

T.Hamano, N.Shirafuji, +SH.Yen, A.Ishida, K.Hayashi, A.Matsunaga, O.Yamamura, +M.Kuriyama, Y.Nakamoto: ROCK inhibitor
decreases phosphorylation levels of tau protein, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟, 20150521

*前川　展廣, 松田　秀岳, 有塚　敦史, 尾﨑　嘉彦, 高橋　和人, 内藤　達志, 大藤　和也, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根本　朋幸,
須藤　弘之, 中本　安成: 肝動注化学療法と肝動脈化学塞栓療法施行後に切除した胆管内発育型肝細胞癌の1例, 第51回日本肝癌研究会,
神戸, 20150724

根本　朋幸, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 当院における高齢者進行肝細胞癌に対する肝動注化学療
法の有用性の検討, 第51回日本肝癌研究会, 神戸, 20150724

山村　修、+植田　信策、+柴田　宗一、+齋藤　佐、+稲葉　聡、榎本　崇一、+佐野　友香、*佐々木　宏仁: 亘理町・山元町の仮設住宅
団地における深部静脈血栓症の検出率の変化, 第18回日本栓子検出と治療学会, 栃木, 201509

北﨑　佑樹, *池ヶ谷　論史, *北井　隆平, +高橋　健太: 脳生検にて診断確定に至ったHIV陽性の進行性多巣性白質脳症の１例, 第20回
日本神経感染症学会総会, 長野, 20151022

山村　修、北崎　祐樹、山口　智久、遠藤　芳徳、岸谷　融、白藤　法道、松永　晶子、林　浩嗣、+小林　康孝、+福住　旬、+木村
知行、+道鎮　正規、+加藤　寛、+藤田　祐之、+永田　美和子、濱野　忠則: 急性期脳卒中患者のfunctional independence measureを
用いた在宅復帰の予測, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟, 201505

*五十嵐　千秋、*久保田　雅史、神澤　朋子、山村　修、*辻川　哲也、*岡沢　秀彦、+加藤　龍、+横井　浩史、*嶋田　誠一郎、*馬場
久敏: ALS患者を対象に電気刺激を用いた運動療法が身体機能と脳機能画像に与える影響：症例研究, 第56回日本神経学会学術大会, 新
潟, 201505

山村　修、+加藤　龍、+横井　浩史、+石上　晋三: 床振動解析を用いた人体転倒検知の可能性の検討, 第6回日本プライマリ・ケア連合
学会学術大会, 茨城, 201506

山村　修、+黒田　有紀子、白藤　法道、榎本　崇一、+加藤　龍、+石上　晋三、+横井　浩史、濱野　忠則: 生活信号センサーを用いた
認知症患者の在宅見守りの試みと問題点, 第34回日本認知症学会, 青森, 201510

林　浩嗣, 北﨑　佑樹, 山口　智久, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 白藤　法道, 松永　晶子, 山村　修, *山元　龍哉, *木村　浩彦, 濱野
忠則: rt‐PA静注症例におけるMRI‐CASL画像の検討, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟, 20150522

遠藤　芳徳, 北﨑　佑樹, 山口　智久, 岸谷　融, 白藤　法道, 松永　晶子, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: 当院での多発性硬化症
/視神経脊髄炎に対する血液浄化療法の実態について, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟, 20150522

北﨑　佑樹, 山村　修, 山口　智久, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 白藤　法道, 松永　晶子, 林　浩嗣, *山元　龍哉, *木村　浩彦, 濱野
忠則: Negative‐FLAIR画像を呈した心原性脳塞栓例のCASL画像による発症時期との相関について, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟,
20150523

白藤　法道, 岸谷　融, 井川　正道, 松永　晶子, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: Cerebrral amyloid angiopathy‐related
inflammationにおける髄液中抗Aβ抗体価の変動, 第56回日本神経学会学術大会, 新潟, 20150523

尾﨑　嘉彦, 須藤　弘之, 野阪　拓人, 齊藤　恭志, 内藤　達志, 高橋　和人, 大藤　和也, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根
本　朋幸, *今村　好章, 中本　安成: 内視鏡的粘膜下層剥離術で切除し得た30歳代に発症したHelicobacter pylori陰性腸型分化型早期
胃癌の1例, 第89回日本消化器内視鏡学会総会, 名古屋, 20150530

山村修: 仮設住宅団地居住者における深部静脈血栓症と脂質異常症の関係, 第21回日本集団災害医学会総会・学術集会, 山形, 201602
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1529076

1529077

1529078

1529079

1529080

1529081

1529082

1529083

1529084

1529085

1529086

1529087

1529088

   d． その他

1529089

（3） 国内学会（地方レベル）
　　a．招待・特別講演等

1529090

1529091

　　b．シンポジスト・パネリスト等

1529092

　　c． 一般講演（口演）

1529093

1529094

1529095

1529096

1529097

1529098

1529099

濱野　忠則, 白藤　法道, +SH.Yen, 林　浩嗣, 山村　修, +藤田　祐之, +安川　善博, +栗山　勝, 中本　安成: ROCK阻害薬のタウ蛋白
リン酸化・重合に及ぼす影響, 第34回日本認知症学会学術集会, 青森, 20151003

齊藤　恭志, 須藤　弘之, 野阪　拓人, 高橋　和人, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根本　朋幸, 中本　安成: 胃ESD症例にお
ける血清抗ヘリコバクター・ピロリIgG抗体陰性例の検討, 第57回日本消化器病学会大会(JDDW2015), 東京, 20151008

須藤　弘之: ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の診断と治療, 第24回日本消化器内視鏡学会北陸セミナー, 福井, 20160124

大谷　昌弘: 胆・膵疾患の内視鏡診断・治療, 第24回日本消化器内視鏡学会北陸セミナー, 福井, 20160124

根本　朋幸, 松田　秀岳, 中本　安成: 非アルコール性脂肪性疾患における転写抑制因子Id2の機能解析, 第51回日本肝臓学会総会, 生
活習慣がもたらす肝疾患：アルコール性肝障害とNAFLD, 熊本, 20150521

須藤　弘之, 大谷　昌弘, 松田　秀岳, 平松　活志, 根本　朋幸, 中本　安成: 高用量PPIとシタフロキサシンを用いたH. pylori三次除
菌治療の検討, 第57回日本消化器病学会大会(JDDW2015), 東京, 20151008

高橋　和人, 須藤　弘之, 齊藤　恭志, 大藤　和也, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根本　朋幸, *今村　好章, 中本　安成:
胃ESD症例におけるH.pylori除菌後胃癌，未感染胃癌の臨床的特徴, 第90回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2015), 東京, 20151008

K.Ofuji, +K.Saito, Y.Nakamoto, +T.Nakatsura: Glypican-3 is a useful blood marker for predicting recurrence of
hepatocellular carcinoma after surgical resection, 第74回日本癌学会学術総会, 名古屋, 20151008

松田　秀岳, 平松　活志, 大谷　昌弘, 根本　朋幸, 須藤　弘之, *飛田　征男, *木村　秀樹, 中本　安成: B型肝炎ウイルス再活性化
に関連するサイトカインプロファイルと一塩基多型の検討, 第19回日本肝臓学会大会(JDDW2015), 東京, 20151009

野阪　拓人, 松田　秀岳, 尾﨑　嘉彦, 内藤　達志, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: ステロイド内服
療法におけるB型肝炎ウイルス再活性化の検討, 第19回日本肝臓学会大会(JDDW2015), 東京, 20151009

田中　知子, 平松　活志, 齊藤　恭志, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 根本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: カプセル内視鏡
にて評価しえたIgA vasculitisの小腸病変の検討, 第90回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2015), 東京, 20151009

有塚　敦史, 大谷　昌弘, 野阪　拓人, 大藤　和也, 松田　秀岳, 平松　活志, 根本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: 先端J型ガイド
ワイヤーによるwire-guided cannulation法の有用性の検討, 第90回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2015), 東京, 20151010

*中嶋　久栄, *星野　友佳, 遠藤　芳徳, +林　高平, 山村　修, 濱野　忠則: スモン病患者の認知機能評価, 第33回日本神経治療学会
総会, 名古屋, 20151126

*佐々木　宏仁, 濱野　忠則, 白藤　法道, 上野　亜佐子, 石田　愛子, +SH.Yen, 林　浩嗣, 山村　修, +栗山　勝, 中本　安成: 塩酸
ドネペジルのタウ蛋白リン酸化におよぼす影響, 第33回日本神経治療学会総会, 名古屋, 20151128

*前川　展廣, 松田　秀岳, 内藤　達志, 高橋　和人, 大谷　昌弘, 平松　活志, 根本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: 肝動注化学療
法(TAI)，肝切除術および肝動脈化学塞栓療法(TACE)により治療し得た胆管内発育型肝細胞癌の1例, 第41回日本肝臓学会西部会, 名古
屋, 20151204

*村田　陽介, 根本　朋幸, 齊藤　恭志, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 肝細胞癌治療
中に腹腔内結核性リンパ節炎を発症した1例, 第226回日本内科学会北陸地方会, 福井, 20150621

*栗田　絵理華, 遠藤　芳徳, 林　浩嗣, 山口　智久, 北﨑　佑樹, 白藤　法道, 岸谷　融, 山村　修, 濱野　忠則: 一側中脳傍正中部
の小梗塞により両眼の垂直性眼球運動障害を呈した1例, 第142回日本神経学会東海北陸地方会, 名古屋, 20150627

*池田　和美, 内藤　達志, 根本　朋幸, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 齊藤　恭志, 高橋　和人, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 須
藤　弘之, 中本　安成: 感染経路が不明であった孤発性E型急性肝炎の1例, 第120回日本消化器病学会北陸支部例会, 富山, 20150607

*吹上　優介, 根本　朋幸, 齊藤　恭志, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 田中　知子, 高橋　和人, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平
松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 4年間のアミオダロン内服により肝硬変に進展した一例, 第120回日本消化器病学会北陸支部例会,
富山, 20150607

山村修: 情報共有ツールと褥瘡管理, 第12回日本褥瘡学会中部地方会学術集会, 在宅褥瘡に対する取り組み, 福井, 201603

北﨑　佑樹, 山口　智久, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 白藤　法道, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則, *池ヶ谷　諭史, *北井　隆平, +高
橋　健太: 脳生検にて診断確定に至ったHIV陽性の進行性多巣性白質脳症の1例, 第142回日本神経学会東海北陸地方会, 名古屋,
20150627

*田中　伸樹, 松田　秀岳, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 齊藤　恭志, 田中　知子, 尾﨑　嘉彦, 高橋　和人, 内藤　達志, 大谷　昌弘, 平
松　活志, 根本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: 内視鏡的整復後の経皮的胃壁固定術が有効だった短軸性胃捻転症の1例, 第105回日本
消化器内視鏡学会北陸支部例会, 富山, 20150628

*吉田　祐，*村上　真，*田中　麻奈美，*中澤　俊之，*加藤　成，*藤本　大裕，*森川　充洋，*小練　研司，*廣野　靖夫，*前田　浩
幸，*五井　孝憲，*今村　好章，大谷　昌弘，*片山　寛次，*山口　明夫: 画像診断でSCNとの鑑別が困難であったPNETの1例, 第270回
北陸外科学会, 福井, 201509

林　浩嗣, 北﨑　佑樹, 山口　智久, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 白藤　法道, 山村　修, 濱野　忠則: アルツハイマー型認知症患者に対す
るChEI投与前後の血清ChE値とCcrに関する検討, 第34回日本認知症学会学術集会, 青森, 20151002
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業績一覧

1529100

1529101

1529102

1529103

1529104

1529105

1529106

1529107

1529108

1529109

1529110

    d． その他

1529111

（4）その他の研究会・集会
　　a．招待・特別講演等

1529112

1529113

1529114

1529115

1529116

　　b．シンポジスト・パネリスト等

1529117

　　c． 一般講演（口演）

1529118

1529119

1529120

1529121

1529122

1529123

1529124

山村修: 「災害と脳卒中」及び「災害後避難所で活躍する多職種チーム間連携の現状と必要性について」, 震災・災害シンポジウム2015
（第2回中越大震災シンポジウム）, 震災・災害シンポジウム2015（第2回中越大震災シンポジウム）, 十日町, 20151121

中本　安成: immuno-IVR研究について, immuno-IVR研究会, 大阪, 20150411

中本　安成: 樹状細胞を用いた肝細胞がん免疫治療の研究開発と臨床試験, 北陸臨床研究推進機構シーズ発表評価会, 金沢, 20150911

大谷　昌弘: 膵胆管内視鏡検査と治療について, 第23回北陸消化器内視鏡従事者セミナー, 金沢, 20150913

*田中　麻奈美，*吉田　　祐，*小練　研司，*中澤　俊之，*森川　充洋，*村上　　真，*廣野　靖夫，*前田　浩幸，*五井　孝憲，*片
山　寛次，大谷　昌弘，*山口　明夫: Lemmel症候群を併存していたと思われる外傷性十二指腸憩室穿孔の1例, 第270回北陸外科学会,
福井, 201509

北﨑　佑樹, 遠藤　芳徳, 山口　智久, 岸谷　融, 白藤　法道, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: 2015年4月から当院で経験した
フィッシャー症候群の4例, 第17回北陸神経免疫フォーラム, 金沢, 20150912

遠藤　芳徳, 林　浩嗣, 北﨑　佑樹, 山口　智久, 岸谷　融, 白藤　法道, 山村　修, 濱野　忠則, 中本　安成: バリスム様不随意運動
を呈した1例, 第523回福井県内科臨床懇話会, 福井, 20150916

大藤　和也, +齋藤　圭吾, 中本　安成, +中面　哲也: グリピカン3 はstageⅠ肝細胞がん術後の再発予測に有用なマーカーである, 第
35回日本分子腫瘍マーカー研究会, 名古屋, 20151007

*浅野　礼, 北﨑　佑樹, 林　浩嗣, 濱野　忠則: 多発性脳梗塞の1例, 第221回福井脳・神経疾患談話会, 福井, 20151029

内藤　達志, +馬場　智久, +竹田　和由, +佐々木　宗一郎, +向田　直史, 中本　安成: 肝癌化学療法におけるCD4陽性細胞傷害性Tリン
パ球の動態とケモカインに関する検討, 第1回G-PLUS, 東京, 20151219

北﨑　佑樹, 山口　智久, 遠藤　芳徳, 白藤　法道,  岸谷　融, 井川　正道, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: 可逆性後頭葉白質脳
症（RPLS）を伴い可逆性脳血管攣縮症候群（RCVS）を強く疑った１例, 第27回福井MR研究会, 福井, 20160213

井川　正道, *岡沢　秀彦, *辻川　哲也, *清野　智恵子, *前田　浩幸, *川谷　正男, *畑　郁江, *木村　浩彦, *和田　有司, +米田
誠: 分子イメージングによるMELAS脳卒中様発作の病態解明, 第36回北陸臨床遺伝研究会, 金沢, 20160221

須藤　弘之: H.pylori除菌治療におけるボノプラザンの有用性, 第2回消化器病リーダーズフォーラムFUKUI, 福井, 20151208

濱野　忠則: ビタミン欠乏症と認知症, 福井県内科臨床懇話会-特別講演会-, 福井, 20160123

内藤　達志, 根本　朋幸: 多発肝腫瘤で発見され，アシドーシスを呈し死亡した60歳代男性の1剖検例, 第15回日本内科学会専門医部会
北陸支部オープンカンファレンス, 福井, 20150621

*吹上　優介, 遠藤　芳徳, 北﨑　佑樹, 山口　智久, 岸谷　融, 白藤　法道, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則, 中本　安成: 再発性
ヘルペス脳炎の1例, 第227回日本内科学会北陸地方会, 金沢, 20150906

遠藤　芳徳, 北﨑　佑樹, 山口　智久, 岸谷　融, 白藤　法道, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: バリスム様不随意運動を呈した
Guillain-Barre 症候群の1例, 第143回日本神経学会東海北陸地方会, 富山, 20151010

山口　智久, 白藤　法道, 北﨑　佑樹, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則: 横紋筋融解症・腹水で発症した
carnitine palmitoyltransferase Ⅱ欠損症の1例, 第143回日本神経学会東海北陸地方会, 富山, 20151010

*土屋　あい, 平松　活志, 齊藤　恭志, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 田中　知子, 高橋　和人, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 根
本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: 経過中に蛋白漏出性胃腸症をきたした硬化性腸間膜炎の一例, 第121回日本消化器病学会北陸支部
例会, 金沢, 20151108

*鈴木　裕紀子, 根本　朋幸, 赤澤　悠, 竹川　祐未, 齊藤　恭志, 高橋　和人, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志,
須藤　弘之,*小練　研司, 山口　明夫, 中本　安成: 増大傾向を呈し肝細胞癌との鑑別が困難であった肝血管筋脂肪腫の一例, 第121回
日本消化器病学会北陸支部例会, 金沢, 20151108

*辻　俊比古, 内藤　達志, 松田　秀岳, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 齊藤　恭志, 高橋　和人, 大谷　昌弘, 根本　朋幸, 平松　活志, 須
藤　弘之, 中本　安成: 血便を繰り返したトリソミー8を有する骨髄異形成症候群に合併した腸管ベーチェット病の1例, 第106回日本消
化器内視鏡学会北陸支部例会, 金沢, 20151129

*竹内　香代，*清水　一浩，*都司　和伸，*小坂　信之，*木下　一之，*木村　浩彦，濱野　忠則: 成人発症のAlexander病の１例, 日
本医学放射線学会第159回中部地方会, 名古屋, 20160131

北﨑　佑樹, 山口　智久, 遠藤　芳徳, 岸谷　融, 白藤　法道, 井川　正道, 林　浩嗣, 山村　修, 濱野　忠則, *山本　真: 帝王切開
術後に可逆性脳血管攣縮症候群および小脳梗塞を呈した１例, 第144回日本神経学会東海北陸地方会, 名古屋, 20160312

遠藤　芳徳, 林　浩嗣, 北﨑　佑樹, 山口　智久, 岸谷　融, 白藤　法道, 井川　正道, 山村　修, 濱野　忠則: 頭部MRI　ASL画像で異
常を認めた一過性全健忘の１例, 第144回日本神経学会東海北陸地方会, 名古屋, 20160312

*盛岡　正和, 内藤　達志, 根本　朋幸, 高橋　和人, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 須藤　弘之, *今村　好章, 中本　安成:
低血糖発作を繰り返した肝細胞癌の1例, 第228回日本内科学会北陸地方会, 富山, 20160313
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業績一覧

1529125

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

    d． その他

1529126

4.グラント取得
（A） 科研費・研究助成金等

区分 研究種目 課題名 代表者名 分担者名 期間（年度） 金額（配分額）

文部科学省科学研究
費補助金

基盤研究（B）（一
般）

肝臓の慢性炎症が誘
導する発がん候補遺
伝子におけるドライ
バー変異の同定

中本　安成 2015 5330000

文部科学省科学研究
費補助金

基盤研究（B）（一
般）

震災による仮説住宅
居住者のモビリティ
と健康に関する研究

+元田　良孝 山村　修 2015 780000

文部科学省科学研究
費補助金

基盤研究（B）（一
般）

運動主体感，身体所
有感を増強させる身
体機能再建BMIデバイ
スの開発研究

+加藤　龍 山村　修 2015 195000

文部科学省科学研究
費補助金

基盤研究（C）（一
般）

津波被災地をフィー
ルドとした下肢静脈
エコー所見と止血機
能検査の研究

山村　修 2015 1170000

文部科学省科学研究
費補助金

基盤研究（C）（一
般）

タウ蛋白オリゴマー
が誘導するアルツハ
イマー病の分子機序
の解明　臨床への応
用

濱野　忠則 白藤　法道 2015 1170000

文部科学省科学研究
費補助金

基盤研究（C）（一
般）

胃発癌を制御する食
品のエピジェネティ
クス機構の解析

須藤　弘之 中本　安成 2015 1690000

文部科学省科学研究
費補助金

基盤研究（C）（一
般）

ホモシステインが促
進するアルツハイ
マー病・タウ蛋白オ
リゴマー形成機序の
解明

白藤　法道 濱野　忠則 2015 2340000

文部科学省科学研究
費補助金

挑戦的萌芽研究

マイクロキャビティ
アレイ液体生検技術
を用いた肝がん再発
超早期診断法の開発

中本　安成 2015 1040000

文部科学省科学研究
費補助金

若手研究（B)
辺縁系脳炎型橋本脳
症の臨床像と病態機
序の解明

松永　晶子 2015 1820000

国立研究開発法人日
本医療研究開発機構
（AMED）研究開発費

革新的がん医療実用
化研究事業

オリジナル抗原
HSP105由来ペプチド
ワクチンのFIH医師主
導治験

+中面　哲也 中本　安成 2015 1000000

国立研究開発法人日
本医療研究開発機構
（AMED）研究開発費
(2012-2014：厚生労
働省科学研究費補助
金)

肝炎等克服実用化研
究事業ⅱ

HBV cccDNAの制御と
排除を目指す新規免
疫治療薬の開発

+金子　周一 中本　安成 2015 3000000

山村　修、*寺澤　秀一、+黒田　有紀子、白藤　法道、榎本　崇一、+中村　敏明、+佐々木　美奈子、+石上　晋三: 在宅医療と介護の
為のアラームアドバイザー支援システムの研究開発, ICTイノベーションフォーラム, 東京, 20151007

*村田　陽介, 根本　朋幸, 齊藤　恭志, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 田中　知子, 高橋　和人, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平
松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 肝細胞癌治療中に腹腔内リンパ節腫脹を認めた一例, 第527回福井県内科臨床懇話会, 福井,
20160316
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国立研究開発法人日
本医療研究開発機構
（AMED）研究開発費
(2013-2014：厚生労
働省科学研究費補助
金)

肝炎等克服実用化研
究事業ⅰ

次世代シークエンス
技術を駆使したウイ
ルスゲノム解析によ
るC型肝炎の病態解明
と臨床応用

+榎本　信幸 中本　安成 2015 2600000

厚生労働省科学研究
費補助金

難治性疾患政策研究
事業

スモンに関する調査
研究：福井県におけ
るスモン患者の実態
調査

+小長谷　正明 濱野　忠則 2015 700000

（B） 奨学寄附金
受入件数 38 件
受入金額 2,400,000 円

5.その他の研究関連活動
（A） 学会開催等

区分 主催・共催の別 学会名 開催日 開催地

国内学会(地方レベ
ル)

主催者
第226回日本内科学会
北陸地方会

20150621 福井

その他の研究集会 主催者

市民公開講座 肝がん
撲滅フォーラム2015
「ダメよ～、肝臓が
ん」

20150801 福井

その他の研究集会 主催者 第2回福井大学JMECC 20160117 福井

（B） 学会の実績
学会の名称 役職 氏名

日本内科学会 評議員 中本　安成
日本内科学会 北陸支部評議員 中本　安成
日本内科学会北陸支 認定医制度審議会委 中本　安成
第226回日本内科学会
北陸地方会

日本内科学会北陸支
部若手奨励賞審査員

中本　安成

日本消化器病学会 財団評議員 中本　安成
日本消化器病学会 北陸支部評議員 中本　安成
日本消化器病学会
社会貢献の評価・改
善検討委員会

社会貢献の評価・改
善検討委員

中本　安成

日本消化器病学会
専門医制度審議委員

専門医制度審議委員 中本　安成

日本消化器病学会
（肝臓）　学術研究
助成金選考委員会

学術研究助成金選考
委員

中本　安成

日本消化器病学会
社会および学術貢献
の評価・改善委員会

社会および学術貢献
の評価・改善委員

中本　安成

日本消化器病学会
利益相反委員会

利益相反委員会委員
長

中本　安成

日本消化器病学会(北
陸)　専門医制度審議
委員会

専門医制度審議委員 中本　安成

第101回日本消化器病
学会総会

一般演題査読委員 中本　安成

日本肝臓学会 評議員 中本　安成
日本肝臓学会 西部会評議員 中本　安成
日本肝臓学会　欧文
誌編集委員会

欧文誌編集委員 中本　安成

日本肝臓学会　市民
公開講座企画検討委

市民公開講座企画検
討委員会委員

中本　安成

日本肝臓学会　治験
支援委員会

治験支援委員 中本　安成

第19回日本肝臓学会
大会

一般演題査読委員 中本　安成

日本消化器内視鏡学 学術評議員 中本　安成
日本消化器内視鏡学 北陸支部評議員 中本　安成
日本消化器免疫学会 評議員 中本　安成
日本カプセル内視鏡
学会

代議員 中本　安成

日本肝癌研究会 幹事 中本　安成
第25回アジア太平洋
肝臓病学会議年次総
会(APASL2016)

国内組織委員
(National Faculty)

中本　安成

日本神経治療学会 評議員 濱野　忠則
日本神経感染症学会 評議員 濱野　忠則
日本神経学会 代議員 濱野　忠則
日本神経学会東海北
陸地方会支部

世話人 濱野　忠則

日本頭痛学会 代議員 濱野　忠則
認定内科学会専門医
部会

北陸支部代表/北陸支
部役員

濱野　忠則

スモンに関する調査
研究班

班員 濱野　忠則

日本消化器病学会 北陸支部評議員 須藤　弘之
日本消化器病学会 学会評議員 須藤　弘之
日本消化器内視鏡学 学術評議員 須藤　弘之
日本消化器内視鏡学 北陸支部評議員 須藤　弘之
日本ヘリコバクター
学会

社会保険委員 須藤　弘之

日本消化器病学会 北陸支部評議員 根本　朋幸
日本栓子検出と治療
学会

評議員 山村　修

日本脳神経超音波学 評議員 山村　修
第227回日本内科学会
北陸地方会

日本内科学会北陸支
部若手奨励賞審査員

林　浩嗣
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日本消化器病学会 北陸支部評議員 大谷　昌弘
日本消化器内視鏡学 北陸支部評議員 大谷　昌弘
日本ミトコンドリア
学会

評議員 井川　正道

（C） 学術雑誌等の編集
学術雑誌等の名称 委員長（主査）・委 氏名

Hepatol. Res. 中本　安成

（D） その他
＜受賞＞

1529127

1529128

1529129

1529130

1529131

1529132

＜報道＞

1529133

1529134

1529135

1529136

1529137

1529138

1529139

1529140

1529141

1529142

1529143

T.Naito, +T.Baba, +K.Takeda, +S.Sasaki, +N.Mukaida, Y.Nakamoto: Presidential Poster of distinction（AASLD THE LIVER
MEETING2015）, Chemokine CCL3/CCR5-recruited, Cytotoxic CD4+ T Cells Eradicate Hepatoma Cells in a Model of Anticancer
Chemotherapy with High-Dose Cyclophosphamide, 20151117

*吹上　優介, 根本　朋幸, 齊藤　恭志, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 田中　知子, 高橋　和人, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平
松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 第16回研修医報奨金制度受賞（第120回日本消化器病学会北陸支部例会）, 4年間のアミオダロン内
服により肝硬変に進展した一例, 20150607

M.Ikawa, +TG.Lohith, +K.Jenko, +S.Shrestha, +S.Telu, +S.Zoghbi, +M.Fujita, +VW.Pike, +RB.Innis: Wagner-Torizuka Fellowship
2013-2015（SNMMI 2015）, Differential in vitro and in vivo sensitivity of [11C]ER176 to a genetic polymorphism in the gene
for translocator protein, 20150609

*村田　陽介, 根本　朋幸, 齊藤　恭志, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志, 須藤　弘之, 中本　安成: 北陸支部若手
奨励賞（第226回日本内科学会北陸地方会）, 肝細胞癌治療中に腹腔内結核性リンパ節炎を発症した1例, 20150621

*鈴木　裕紀子, 根本　朋幸, 赤澤　悠, 竹川　祐未, 齊藤　恭志, 高橋　和人, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 平松　活志,
須藤　弘之,*小練　研司, 山口　明夫, 中本　安成: 第17回研修医報奨金制度受賞（第121回日本消化器病学会北陸支部例会）, 増大傾
向を呈し肝細胞癌との鑑別が困難であった肝血管筋脂肪腫の一例, 20151108

*土屋　あい, 平松　活志, 齊藤　恭志, 竹川　祐未, 赤澤　悠, 田中　知子, 高橋　和人, 内藤　達志, 松田　秀岳, 大谷　昌弘, 根
本　朋幸, 須藤　弘之, 中本　安成: 第17回研修医報奨金制度受賞（第121回日本消化器病学会北陸支部例会）, 経過中に蛋白漏出性胃
腸症をきたした硬化性腸間膜炎の一例, 20151108

山村　修: “元気で医こう”災害関連疾患と仮説ベッド（日刊県民福井）, 20151227

大谷　昌弘: ”おかえりホームドクター”胆のう炎・胆管炎ってどんな病気？（福井テレビ）, 20150518

須藤　弘之: ”元気バンザイ”慢性胃炎について（福井街角放送）, 20150610.20150624

白藤　法道: “元気で医こう”筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）の治療（日刊県民福井）, 20150614

根本　朋幸: “元気で医こう”Ｃ型肝炎治療ー肝がん撲滅に向けて－（日刊県民福井）, 20150726

山村　修: 関東・東北豪雨災害　被災地から学ぶ教訓とは？（福井テレビ）, 20150915

須藤　弘之: “ふくいのドクター相談室”ピロリ菌の３次除菌に悩む（福井）, 20151008

濱野　忠則: 福井大など北陸４大学が「認プロ」（福井）, 20151112

濱野　忠則: “元気で医こう”若年性アルツハイマー病”（日刊県民福井）, 20151115

山村　修: みんなで知ろう若年性アルツハイマー病（福井新聞）, 市民公開講座　抄録, 201512

根本　朋幸: ”おかえりホームドクター”忘年会シーズン前に知っておきたい正しいお酒の飲み方（福井テレビ）, 20151207
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