
業績（発表） 

2021年度 

 

Viet Hoang Dinh, Thi Thanh Thuy Le, Hoang Hai, Quoc Dat Ninh, Ngoc Hieu Vu, Huu Hoang Truong, 

Minh Phuong Dong, Vinh Hanh Ngo, Ikura Y, Kimura K, Kubo S, Kawada N. Cytoglobin impairs 

pancreatic cancer growth in vitro and in vivo. Digestive Disease Week 2021; 2021 May; Online. 

 

伊藤裕貴, 伊倉義弘, 大須賀達也. 下部消化管疾患における内視鏡治療の工夫 直腸 NET に

対する EHL デバイスを利用した ESMR-L の有効性・安全性について. 第 107 回日本消化器内

視鏡学会大会近畿支部例会; 2021 年 12 月; 神戸市, 日本. 

 

伊藤裕貴, 伊倉義弘, 大須賀達也. メトトレキサート肝傷害病勢評価への肝線維化スコアの

有用性. 第 63 回日本消化器病学会大会; 2021 年 11 月; 神戸市, 日本. 

 

三成善光, 下山京子, 溝口綾, 伊倉義弘. 妊娠授乳期に発生し診断・治療に難渋した悪性葉状

腫瘍の 1 例. 第 29 回日本乳癌学会学術総会; 2021 年 7 月; 横浜市, 日本. 

 

下山京子, 三成善光, 溝口綾, 伊倉義弘. 転移乳がん治療中に HER2 陽転化のち再陰転化を来

し long CR 中の 1 例. 第 29 回日本乳癌学会学術総会; 2021 年 7 月; 横浜市, 日本. 

 

飯塚梨沙, 平尾美智, 谷口由美, 井本智子, 仲谷武史, 横川暢, 大久保貴子, 伊倉義弘, 椎名祥

隆, 岩井泰博. 術中捺印細胞診が診断の一助となった肋骨・肋軟骨原発軟骨肉腫の一例. 第 62

回日本臨床細胞学会春期大会; 2021 年 6 月; 千葉市, 日本. 

 

大久保貴子, 湯口賢, 伊倉義弘, 高岡秀幸, 岩井泰博．胃癌全摘 26 年後に発症した pulmonary 

tumor thrombotic microangiopathy の一剖検例．第 110 回日本病理学会総会; 2021 年 4 月; 東京

都, 日本. 

 

伊倉義弘．肝疾患の病理:基本からガイドライン・WHO 分類の最新動向まで 脂肪性肝疾患 

NAFLD から MAFLD へ．第 110 回日本病理学会総会; 2021 年 4 月; 東京都, 日本. 

  



業績（発表） 

2020年度 

 

土肥周平, 宇津木玲奈, 大西聡, 石森真吾, 起塚庸, 伊倉義弘, 本田美紗, 柴田浩憲, 長谷川奉

延 , 玉置知子 , 原田敦子．偶発的に認めた頭蓋骨腫瘤性病変から診断に至った McCune-

Albright 症候群の 12 歳男児例．第 48 回日本小児神経外科学会; 2020 年 11 月; WEB 開催. 

 

三成善光, 下山京子, 溝口綾, 伊倉義弘. Breast carcinoma with choriocarcinomatous features の 1

例. 第 28 回日本乳癌学会学術総会; 2020 年 10 月; WEB 開催. 

 

福井崇文, 山岡貴志, 高宮麗, 山田潤, 小濵みずき, 梅谷俊介, 中村美保, 上領博, 船田泰弘, 

大隈宏通, 椎名祥隆, 大久保貴子, 伊倉義弘. 気胸を初発症状とした悪性胸膜中皮腫の一例. 

第 60 回日本呼吸器内科学会学術講演会; 2020 年 9 月; WEB 開催. 

 

大久保貴子, 伊倉義弘, 福井崇文, 梅谷俊介, 大隈宏通, 谷本直紀, 岡部英俊, 岩井泰博. 繰り

返す難治性気胸を主病像とし、食道狭窄を合併した悪性胸膜中皮腫の一剖検例. 第 109 回日

本病理学会; 2020 年 7 月; WEB 開催. 

 

井本智子, 飯塚梨沙, 平尾美智, 谷口由美, 仲谷武史, 大久保貴子, 伊倉義弘, 岩井泰博,  岡

部英俊. 肺原発滑膜肉腫の 1 例. 第 61 回日本臨床細胞学会総会・春期大会; 2020 年 6 月; WEB

開催. 

  



業績（発表） 

2019年度 

 

Osuga T, Gonda M, Ikura Y, Hasegawa K, Nakashima T. Hepatic portal venous gas: Its clinical features 

and optimal managements. UEGW2019 (United European Gastroenterology Week); 2019 Oct; 

Barcelona, Spain. 

 

岩本陽菜, 福井崇文, 中村美保, 船田泰弘, 大隈宏通, 椎名祥隆, 伊倉義弘. 結核性髄膜炎を

発症した粟粒結核の一例. 第 226 回日本内科学会近畿地方会; 2019 年 12 月; 大阪市, 日本. 

 

仲谷武史, 平尾美智子, 飯塚梨沙, 井本智子, 谷口由美, 大久保貴子, 伊倉義弘, 岡部英俊, 岩

井泰博. 非若年患者に生じた乳腺分泌癌の 2 例. 第 58 回日本臨床細胞学会秋期大会; 2019 年

11 月; 岡山市, 日本. 

 

伊倉義弘, 大須賀達也, 岩井泰博. 慢性肝疾患肝組織中に含まれる血小板検索の意義につい

て. JDDW2019 年 KOBE; 2019 年 11 月; 神戸市, 日本. 

 

土肥周平, 宇津木玲奈, 大西聡, 石森真吾, 起塚庸, 伊倉義弘, 玉置知子, 原田敦子. 偶発的に

認めた頭蓋骨腫瘤性病変から McCune-Albright 症候群を疑った 12 歳男児例. 第 66 回日本小児

神経学会近畿地方会; 2019 年 10 月; 大阪市, 日本. 

 

三成善光, 下山京子, 伊倉義弘, 溝口綾. 豊胸術後に発生した葉状腫瘍の術後再発と非浸潤政

乳管癌の同時合併の 1 例. 第 27 回日本乳癌学会総会; 2019 年 7 月; 東京都, 日本. 

 

下山京子, 三成善光, 伊倉義弘. 腫瘍径 3cm 以下の乳がんにおいて多発腋窩リンパ節転移を

来した症例の検討. 第 27 回日本乳癌学会総会; 2019 年 7 月; 東京都, 日本. 

 

山田潤, 中村美保, 小嶋真理子, 吉村遼佑, 小濵みずき, 福井崇文, 梅谷俊介, 奥野恵子, 船田

泰弘, 伊倉義弘. 3 連続喀痰塗抹検査が陰性であった気管支結核の一例. 第 42 回日本呼吸器内

視鏡学会; 2019 年 7 月; 東京都, 日本. 

 

伊倉義弘. 非アルコール性脂肪性肝疾患/脂肪性肝炎（NAFLD/NASH）の病理. 第 108 回日本

病理学会; 2019 年 5 月; 東京都, 日本. 

 

福井崇文, 奥野恵子, 吉村遼佑, 小嶋真理子, 山田潤, 小濵みずき, 梅谷俊介, 中村美保, 船田

泰弘, 大隈宏通, 椎名祥隆, 中村速, 伊倉義弘. 術前に確定診断に至った若年の硬化性肺胞上

皮腫の一例. 第 59 回日本呼吸器学会; 2019 年 4 月; 東京都, 日本. 

  



業績（発表） 

2018年度 

 

Enomoto M, Ikura Y, Tamori A, Kozuka R, Motoyama H, Kawamura E, Hagihara A, Fujii H, Uchida 

S, Morikawa H, Murakami Y, Kawada N. “Normal” ALT by central laboratory criteria but >30 U/L for 

males and >19 U/L for females is predictive of residual inflammation in liver biopsies after sustained 

virologic response to direct-acting antivirals for chronic hepatitis C. The Liver Meeting 2018; 2018 Nov; 

San Francisco, US. 

 

Osuga T, Yoshiyasu K, Yoshida S, Kim SR, Ikura Y. Effects of low-dose aspirin administration on 

cirrhosis-related thrombocytopenia. Digestive Disease Week 2018; 2018 Jun; Washington DC, US. 

 

伊倉義弘. 変容する脂肪性肝疾患の意義・診断. 日本病理学会中部支部第 22 回スライドセミ

ナー; 2019 年 3 月; 金沢市, 日本. 

 

仲谷武史, 西川裕希, 飯塚梨沙, 平尾美智, 井本智子, 谷口由美, 伊倉義弘, 岩井泰弘. 体腔液

の細胞診断は始めからセルブロックで行うべきである. 第 57 回日本臨床細胞学会秋期大会. 

2018 年 11 月; 横浜市, 日本. 

 

大桑槙子, 髙山恵律子, 三木聡子, 岡本雅司, 伊倉義弘, 瀬戸英伸. 顔面と口腔内の多発丘疹

から診断し得た多発性骨髄腫に伴う全身性アミロイドーシスの 1 例. 第 69 回日本皮膚科学会

中部支部学術大会; 2018 年 10 月; 大阪市, 日本. 

 

髙山恵律子, 伊倉義弘, 瀬戸英伸. 切除後に長期完解を得た片側乳輪の限局性類天疱瘡. 第 69

回日本皮膚科学会中部支部学術大会; 2018 年 10 月; 大阪市, 日本. 

 

伊倉義弘, 大須賀達也, 原田憲一. 2 型糖尿病に合併する非アルコール性/非ウイルス性肝細胞

癌の臨床病理学的特徴について. 第 54 回日本肝臓学会総会; 2018 年 6 月; 大阪市. 日本. 

 

横川暢, 伊倉義弘, 下山京子, 三成善光, 家永徹也, 岩井泰博. 筋上皮癌との鑑別に苦慮した

骨・軟骨化生を伴う乳癌の一例. 第 107 回日本病理学会総会; 2018 年 6 月; 札幌市, 日本. 

 

谷口由美, 飯塚梨沙, 平尾美智, 井本智子, 仲谷武史, 伊倉義弘, 岡部英俊, 岩井泰博. 骨・軟

骨化生を伴う乳癌の 1 例. 第 59 回日本臨床細胞学会総会; 2018 年 6 月; 札幌市, 日本. 

 

飯塚徳昭, 小寺知揮, 柴田貴司, 大石哲也, 伊倉義弘, 平尾美智, 谷口由美, 井本智子, 仲谷武

司, 岩井泰博. 当院における子宮内膜細胞診の精度について. 第 59 回日本臨床細胞学会総会; 

2018 年 6 月; 札幌市, 日本. 

 

伊倉義弘. 病理講習会：非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD). 第 81 回日本病理学会近畿支

部学術集会; 2018 年 5 月; 神戸市, 日本. 

 

小濱みずき, 中村美保, 山田潤, 玉田敏也, 平林彩, 梅谷俊介, 奥野恵子, 船田泰弘, 田中宏樹, 

椎名祥隆, 伊倉義弘, 岩井泰博. 健診を契機に発見された肺線維平滑筋腫性過誤腫の一例. 第

58 回日本呼吸器学会学術講演会; 2018 年 4 月; 大阪市, 日本. 

  



業績（発表） 

2017 年度 

 

Enomoto M, Tamori A, Kozuka R, Motoyama H, Hagihara A, Fujii H, Uchida S, Morikawa H, 

Murakami Y, Ikura Y, Kawada N. Short-term histological evaluations after achieving a sustained 

virological response to direct-acting antiviral treatment for chronic hepatitis C. 第 68 回米国肝臓病学

会年次総会; 2017 Oct; Washington DC, US. 

 

平賀千尋, 陳慶祥, 佐久間純, 冨永洋一, 芳村魁, 伊倉義弘, 岩井泰博. Androgen 産生を呈した

副腎黒色腺腫の 1 例. 第 27 回日本内分泌学会臨床内分泌代謝 Update; 2017 年 11 月; 神戸市, 

日本. 

 

平尾美智, 井本智子, 谷口由美, 飯塚梨沙, 仲谷武史, 伊倉義弘, 岩井泰博. 肺に発生した類

基底細胞型扁平上皮癌の 1 例. 第 56 回日本臨床細胞学会秋期大会; 2017 年 11 月; 福岡市, 日

本. 

 

大和田善之, 川崎健太郎, 朝倉力, 山田康太, 土師誠二, 家永徹也, 岩井泰博, 伊倉義弘. 肛門

周囲に Pagetoid spread を伴う肛門管癌に対し腹腔鏡下直腸切断術で根治切除した 1 例. 第 72

回日本大腸肛門病学会学術集会; 2017 年 11 月; 福岡市, 日本. 

 

大須賀達也, 伊倉義弘, 原田憲一. 肝細胞癌合併症例からみた現行 NAFLD/NASH 診断基準の

問題点. 第 21 回日本肝臓学会大会; 2017 年 10 月; 福岡市, 日本. 

 

榎本大, 伊倉義弘, 田守昭博, 元山宏行, 小塚立蔵, 萩原淳司, 藤井英樹, 打田佐和子, 森川浩

安, 村上善基, 河田則文. C 型慢性肝疾患に対する DAA 治療前後の肝病理組織所見の変化に

ついて. 第 24 回日本門脈圧亢進症学会総会; 2017 年 9 月; 東京都, 日本. 

 

三成善光, 下山京子, 伊倉義弘, 家永徹也. 当院における乳癌症例の神経内分泌因子発現の検

討. 第 25 回日本乳癌学会学術総会; 2017 年 7 月; 福岡市, 日本. 

 

西田敬弘, 原田敦子, 阪本大輔, 前野和重, 宇都宮英綱, 伊倉義弘, 岩井泰博, 橋村裕也, 起塚

庸, 内山敬達, 南宏尚, 山崎麻美. めまい, ふらつき症状で発症した小脳虫部海綿状血管腫の

1 例. 第 214 回大阪小児科学会; 2017 年 6 月; 大阪市, 日本. 

 

伊倉義弘, 原田憲一. 血清学的に HBV 既感染パターンを示す非アルコール性脂肪性肝疾患関

連肝細胞癌患者肝組織における HBVDNA 検出. 第 106 回日本病理学会総会; 2017 年 4 月; 東

京都, 日本. 

 

伊倉義弘, 大須賀達也, 原田憲一. 2 型糖尿病と HBｃAｂ陽性は非アルコール性脂肪性肝疾患

関連肝癌の危険因子である. 第 103 回日本消化器病学会総会; 2017 年 4 月; 東京都, 日本. 


