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当院における大腸 ESD の治療成績と工夫
沖縄県立八重山病院１）、沖縄県立中部病院２）
新城雅行１）、島袋容司樹２）、久保田富秋２）、知念健司２）、加藤 新２）、山田航２）、
本部卓也２）、松林万葉２）、菊地 馨２）
第 95 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会ミニシンポジウム、2013.6
当院における EUS ガイド下仮性膵嚢胞ドレナージの検討
沖縄県立中部病院１）、沖縄県立八重山病院２）
知念健司１）、松林万葉２）、本部卓也１）、座喜味盛哉１）、加藤 新１）、山田航希１）、
久保田富秋１）、新城雅行１）、島袋容司樹２）、菊地 馨１）
第 95 回日本消化器内視鏡学会九州支部例会、2013.6
Epithelial cyst を伴い診断に苦慮した膵内副脾の１例
沖縄県立中部病院 消化器内科１）、外科２）、病理科３）
加藤 新１）、知念健司１）、菊地 馨１）、新城雅行１）、久保田富秋１）、山田航希１）、
本部卓也１）、座喜味盛哉１）、村上隆啓２）、国島文史３）
第 101 回日本消化器病学会九州支部例会、2013.6
膵漿液性嚢胞腺腫（SCN）の１切除例
沖縄県立中部病院 消化器内科１）、外科２）、病理科３）
座喜味盛哉１）、加藤 新１）、知念健司１）、菊地 馨１）、島袋容司樹１）、新城雅行
１）、久保田富秋１）、山田航希１）、本部卓也１）、松林万葉１）、村上隆啓２）、
国島文史３）
第 101 回日本消化器病学会九州支部例会、2013.6
有機溶剤暴露に起因すると考えられた急性肝炎の１例
松林万葉、本部卓也、加藤 新、山田航希、知念健司、久保田富秋、島袋容司樹、
菊地 馨
第 101 回日本消化器病学会九州支部例会、2013.6

T-tube 留置が原因と考えられて胆道癌播種の１例
沖縄県立中部病院 消化器内科１）、外科２）、病理科３）
知念健司 1)、本部卓也 1)、座喜味盛哉 1)、加藤 新 1)、久保田富秋 1)、新城雅行 1)、
菊地 馨 1)、村上隆啓 2)、国島文史 3)
第 49 回日本胆道学会学術集会、2013.9
IPMN の手術例の検討
知念健司、座喜味盛哉、本部卓也、加藤 新、久保田富秋、新城雅行、菊地 馨
第 55 回日本消化器病学会大会、2013.10
総胆管結石に対する内視鏡的乳頭バルーン拡張術（EPBD）の治療成績と予後
加藤 新、知念健司、菊地 馨、島袋容司樹、久保田富秋、本部卓也、松林万葉
第 86 回日本消化器内視鏡学会総会、2013.10
小腸内視鏡オーバーチューブを用いた経口胆道鏡により治療し得た難治性総胆管結
石の２例
久保田富秋、本部卓也、加藤 新、山田航希、知念健司、新城雅行、島袋容司樹、
菊地 馨
第 86 回日本消化器内視鏡学会総会、2013.10.
中年男性に発症した膵体部 Solid pseudopapillary neoplasm の１例
加藤 新、知念健司、菊地 馨、新城雅行、久保田富秋、本部卓也、座喜味盛哉、
村上隆啓、国島文史
第 102 回日本消化器病学会九州支部例会、2013.11
当院における高齢者（75 歳以上）の肝細胞癌に対する治療選択と治療成績
菊地 馨、座喜味盛哉、本部卓也、加藤 新、山田航希、知念健司、久保田富秋、
新城雅行、島袋容司樹
第 40 回日本肝臓学会西部会、2013.12

当院における C 型慢性肝炎に対するテラプレビルを含む３相併用療法の成績
座喜味盛哉、本部卓也、加藤 新、知念健司、久保田富秋、新城雅行、菊地 馨
第 41 回沖縄肝臓研究会、2014.02
EUS-FNA が有効であった症例報告—興味ある症例を中心にー
知念 健司
中頭病院、2013.11.1

誌上発表
B 型肝炎の再活性化と de novo 肝炎
菊地 馨
沖縄県医師会報、49（7）：26-32、2013
消化器病研究施設紹介 沖縄県中部病院消化器内科
菊地 馨
Frontiers in Gastroenterology、18（4）：36-40、2013
膵腫瘍の超音波内視鏡下生検（EUS-FNA）の有用性について
知念 健司
県立中部病院雑誌、（38）：8-14、2013
Efficacy, safety, and long-term follow-up result of EUS-guided transmural
drainage for pancreatic pseudocyst.
Kato S、Katanuma A、Maguchi H、Takahashi K、Osanai M、Yane K、Kim T、
Kaneko M、Takaki R、Matsumoto K、Matsumori T、Gon K、Tomonari A.
Diagnostic and Therapeutic Endoscopy
2013: Article ID 924291, 6 pages, doi:10.1155/2013/924291

十二指腸乳頭部原発腺内分泌細胞癌の 1 例
加藤新、真口宏介、小山内学、高橋邦幸、潟沼朗生、矢根圭、階子俊平、金子真紀、
原田亮、加藤隆佑、友成暁子、安保義恭、高田実、篠原敏也、瀧山晃弘
日本消化器病学会雑誌、110: 282-289、2013
Factors

predictive

of

adverse

events

associated

with

endoscopic

ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic solid lesion
Katanuma A, Maguchi H, Yane K, Hashigo S, Kin T, Kaneko M, Kato S, Kato R,
Harada R, Osanai M, Takahashi K, Nojima N.
Dig Dis Sci、58(7): 2093-9、2013
Large balloon dilation for the treatment of recurrent bile duct stones prevents
short-term recurrence in patients with previous endoscopic sphincterotomy
Harada R, Maguchi H, Takahashi K, Katanuma A, Osanai M, Yane K, Hashigo S,
Kaneko M, Kato R, Kato S.
J Hepatobiliary Pancreat Sci、20(5):498-503、2013
A pediatric case of pancreaticobiliary maljunction demonstrated by endoscopic
ultrasonography
Iwama I、Chinen K、Kato S、Kikuchi K.
J Ped Surg Case Reports、(9):317-318、2013
加藤 新
肝硬変合併症に対する薬物治療の基本
増刊レジデントノート 15（14）：61-67、2013
特集内科診療にガイドラインを生かす 感染症 H. pylori 感染症
山田 航希、本郷偉元
medicina、50（11）：457-462、2013

