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１）論文（消化器） 

Takahari K, Haruma K, Ohtani H, Kiyoto S, Watanabe A, Kamada T, Manabe N, Hatano Y. 

Proton Pump Inhibitor Induction of Gastric Cobblestone-like Lesions in the Stomach. 

Intern Med. 56(20):2699-2703；2017 

 

Hatano Y, Haruma K, Ayaki M, Kamada T, Ohtani H, Murao T, Manabe N, Mori H, Masaki T, Shiotani A. 

Black Spot, a Novel Gastric Finding Potentially Induced by Proton Pump Inhibitors. 

Intern Med. 55(21):3079-3084；2016  
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Minami, Isao Shimokawa. Acute gastritis associated with invading Helicobacter heilmannii 

organisms from a previously homeless cat. J Clin Gastroenterol. 42(2):216-217；2008 

 

Hiroko Hayashi, Hiroshi Ohtani, Takashi Ueda, Junzo Yamaguchi, Kunihide Izawa, Takahiro 

Hayashida, Yoshikazu Higami and Isao Shimokawa. Primary hepatic lymphoma with spindle cell 

components: A case report. Virchows Arch. 449: 591-596; 2006 

 

Tomoshi Tsuchiya, Isao Shimokawa, Yoshikazu Higami, Hiroshi Ohtani, Yuji Shigeoka, Koichi 

Ohshima, Kenji Tanaka and Hiroyoshi Ayabe, Primary low-grade MALT lymphoma of the gallbladder, 

Pathol Int, 51, 965-969；2001 

 

Toshifumi Fujimoto, Toshio Fukuda, Masataka Uetani, Yohjiro Matsuoka, Kenji Nagaoki, Nobuya Asoh, 

Ichiro Isomoto, Tomoaki Okimoto, Hiroshi Ohtani, Naofumi Matsunaga, Hiromu Mori, Kuniaki 

Hayashi，Unenhanced CT Findings of Vascular Compromise in Association with Intussusceptions in 

Adults，Am J Roentgenol，176，1167～1171；2001 

 

今村かずみ、山本翔太郎、渡辺章文、大谷 博、谷岡千衣、橋本義政、神崎智子、久本信實、春間 賢 

好酸球性食道炎14例の臨床的検討，広島医学，73(5), 2020 

 

佐々木 貴英、谷 博樹、大石 純、橋本竜哉、岩永真一、渕野泰秀、大谷 博 

消化管穿孔が発見の契機となった小腸原発肉腫様癌の1例，臨床と研究，96(5): 598-602, 2019 

 

佐々木 貴英、岩永真一、松本芳子、谷 博樹、渕野泰秀、城崎 洋、大谷 博、豊島 宏 

胆嚢仮性動脈瘤の1例，臨床外科，79(2): 399-404, 2018 

 

富安孝成、前田洋恵、長野秀紀、山田和之介、谷 博樹、岩永真一、渕野泰秀、城崎 洋、大谷 博 

小細胞癌と扁平上皮癌が混在した食道癌の1切除例，臨牀と研究，19: 692-698, 2014 



 

深江洋恵、富安孝成、長野秀紀、山田和之介、谷 博樹、岩永真一、渕野泰秀、大谷 博、城崎 洋 

虚血性小腸炎により小腸狭窄をきたした1例，日本腹部救急医学会雑誌，34: 1317-1320, 2014 

 

井浦 登志実，大谷 博，小林広幸，渕上忠史，富安孝成，及川圭祐，松本主之 

間質反応により特異な形態を示したIs + IIc型進行大腸癌の1例，胃と腸，49(2): 239-246, 2014 

 

山田哲平、渕野泰秀、新居かおり、槙 研二、谷 博樹、岩永真一、城崎 洋、大谷 博 

穿孔性虫垂憩室炎9例の臨床病理学的検討，日本腹部救急医学会雑誌，33: 815-820, 2013 

 

山田哲平、岩永真一、渕野泰秀、城崎 洋、大谷 博 

内臓逆位症に腸回転異常症を含む複数の奇形を伴った進行胃癌の1例，臨床外科，68(2): 234-238, 2013 

 

山田哲平、渕野泰秀、新居かおり、槙 研二、河野修三、大谷 博 

TS-1を用いる化学放射線療法により組織学的complete response (CR) が得られた進行直腸癌の1例，日本大

腸肛門病会誌，65: 155-160, 2012 

 

山吉隆友，伊藤重彦，木戸川秀生，大谷 博 

小腸原発sarcomatoid carcinomaの1例，日本消化器外科学会雑誌，44(10), 1293-1299, 2011 

 

大谷 博，木戸川 秀夫，久野淳二，森 健一，伊藤重彦，柴田健一郎，林 洋子，樋上賀一，下川 功 

Histiocytic sarcomaと考えられた空腸腫瘍の1例，診断病理，25(1)，19-24，2008 

 

大谷 博，下川 功，樋上賀一，藤岡ひかる，溝江昭彦 

Alcaligenes xylosoxidansによる肉芽腫性肝病変の1例，臨床と研究，81（4），154，2004 

 

２）学会発表（消化器） 

第78回日本臨床外科学会総会 （2016年11月24日，東京） 

甲斐田大貴、岩永真一、田中敬太、佐々木貴英、大石 純、橋本竜哉、谷 博樹、大谷 博、城崎 洋、渕

野泰秀 

「腸閉塞を契機に診断されたTreitz靭帯近傍の原発性小腸腫瘍の1例」 

 

第46回日本腎臓学会西部学術集会 （2016年10月14日，宮崎） 

藤元紗代子、木村廣志、平野直史、大谷 博、井浦登志実 

「サイトメガロウイルス直腸炎を合併したステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の一例」 

 

第13回日本ヘルニア学会学術集会 （2015年5月22日，名古屋） 

岩永真一、渕野泰秀、谷 博樹、富安孝成、坂本良平、佐々木貴英、松本芳子、城崎 洋、大谷 博、野口



裕輔 

「鼠径嵌頓ヘルニアに対する手術法の検討」 

 

第72回日本臨床外科学会総会 （2010年11月19-21日，京都） 

山田哲平、槙 研二、谷 博樹、岩永真一、渕野泰秀、城崎 洋、大谷 博 

「高齢かつ完全内臓逆位を伴った胃体上部進行癌の症例に対して、胃全摘術（D2）、Roux-en-Y法再建、胆嚢

摘出、脾臓摘出、虫垂切除を施行した1例」 

 

第10回周術期と侵襲アーベント （2009年2月20日，福岡） 

山田哲平、渕野泰秀、新居かおり、河野修三、岩永真一、城崎 洋、大谷 博 

「穿孔性虫垂憩室炎症例の検討」 

 

３）講演、講義、研究会等の活動（消化器） 

第177回三区合同消化器研究会 （2019年9月10日，福岡） 

講演 

大谷 博 

「大腸癌の臨床病理学的特徴－当院の経験を中心に－」 

 

第493回福岡消化器病研究会 （2019年3月28日，福岡） 

佐久間努、中島大輔、熊谷好晃、井浦登志実、冨永雅也、大谷博、飯田三雄 

「鋸歯状所見を示した胃の超高分化腺癌の1例」 

 

第489回福岡消化器病研究会 （2018年7月19日，福岡） 

佐久間 努、熊谷好晃、中島 大輔、井浦 登志実、冨永 雅也、大谷 博 

「胃底腺型胃癌の1例」 

 

第483回福岡消化器病研究会 （2017年7月13日，福岡） 

佐久間 努、仁田畑 智紀、中島 大輔、井浦 登志実、冨永 雅也、大谷 博 

「残胃癌の1例」 

 

第478回福岡消化器病研究会 （2016年9月15日，福岡） 

中島大輔、清森亮祐、仁田畑智紀、井浦登志実、大谷 博 

「空腸のPeutz-Jeghers type polyp」 

 

第475回福岡消化器病研究会 （2016年3月10日，福岡） 

井浦登志実、大谷 博 

「異所性胃腺を背景に生じた胃型高分化腺癌の1例」 

 



第165回三区合同消化器研究会 （2016年3月8日，福岡） 

野坂佳愛、大谷 博 

「若年男性に発症したS状結腸憩室炎による結腸膀胱瘻の1例」 

 

第470回福岡消化器病研究会 （2015年9月17日，福岡） 

清森亮祐、井浦登志実、長畑誠修、中島大輔、大谷 博 

「残胃吻合部に生じた内分泌癌の1例」 

 

第163回三区合同消化器研究会 （2015年9月8日，福岡） 

井浦 登志実、大谷 博 

「アーガメイトゼリーによる直腸潰瘍の1例」 

 

第161回三区合同消化器研究会 （2015年5月12日，福岡） 

野口裕輔、大谷 博 

「ウエルニッケ脳症を伴った盲腸癌の1例」 

 

第160回三区合同消化器研究会 （2015年3月10日，福岡） 

谷 博樹、大谷 博 

「大腸癌メタリックステント留置後切除の2例」 

 

第460回福岡消化器病研究会 （2014年9月18日，福岡） 

渕上忠史、井浦 登志実、大谷 博 

「大腸早期癌（Ip+IIc）の1例」 

 

第155回三区合同消化器研究会 （2014年5月13日，福岡） 

富安孝成、大谷 博 

「食道小細胞癌の1例」 

 

第154回三区合同消化器研究会 （2014年3月11日，福岡） 

中島大輔、大谷 博 

「大腸早期癌（Ip+IIc）の1例」 

 

第454回福岡消化器病研究会 （2014年2月20日，福岡） 

吉田佳代、井浦 登志実、大谷 博 

「大腸腺腫の1例」 

 

第153回三区合同消化器研究会 （2014年1月14日，福岡） 

前田洋恵、大谷 博 



「虚血性小腸狭窄の1例」 

 

第152回三区合同消化器研究会 （2013年11月12日，福岡） 

王寺恒治、大谷 博 

「胃のIIc様病変の病理解説」 

 

第150回三区合同消化器研究会 （2013年9月10日，福岡） 

吉田佳代、大谷 博 

「直腸カルチノイドの1例」 

 

第448回福岡消化器病研究会 （2013年6月27日，福岡） 

渕上忠史、井浦 登志実、大谷 博 

「SMT様形態を示した残胃癌の1例」 

 

第149回三区合同消化器研究会 （2013年5月14日，福岡） 

渕上忠史、大谷 博 

「残胃癌の1例」 

 

早期胃癌研究会4月例会 （2013年4月17日，東京） 

渕上忠史、大谷 博 

「胃癌の大腸転移の1例」 

 

第148回三区合同消化器研究会 （2013年3月12日，福岡） 

谷 博樹、大谷 博 

「腫瘤形成性自己免疫性膵炎の1例」 

 

第444回福岡消化器病研究会 （2013年2月21日，福岡） 

井浦 登志実、大谷 博 

「早期胃癌の1例」 

 

第437回福岡消化器病研究会 （2012年5月17日，福岡） 

渕上忠史、大谷 博 

「胃低分化腺癌の1例」 

 

第143回三区合同消化器研究会 （2012年5月8日，福岡） 

及川、大谷 博 

「肝FNHの1例」 

 



早期胃癌研究会4月例会 （2012年4月11日，東京） 

井浦 登志実、大谷 博 

「大腸低分化腺癌の1例」 

 

第142回三区合同消化器研究会 （2012年3月13日，福岡） 

井浦 登志実、大谷 博 

「虫垂出血の2例」 

 

第14回九州胃と腸大会 （2011年12月3日，福岡） 

井浦 登志実、大谷 博 

「大腸低分化腺癌の1例」 

 

第139回三区合同消化器研究会 （2011年9月13日，福岡） 

渕上忠史、大谷 博 

「転移性大腸癌の３例」 

 

第138回三区合同消化器研究会 （2011年7月12日，福岡） 

谷 博樹、大谷 博 

「穿孔性大腸腺癌の1例」 

 

第426回福岡消化器病研究会 （2011年6月16日，福岡） 

井浦 登志実、大谷 博 

「大腸低分化腺癌の1例」 

 

第137回三区合同消化器研究会 （2011年5月10日，福岡） 

井浦 登志実、大谷 博 

「直腸カルチノイドの1例」 

 

第128回三区合同消化器研究会 （2009年12月1日，福岡） 

山口、山田哲平、渕野泰秀、新居かおり、河野修三、岩永真一、城崎 洋、大谷 博 

「過形成性ポリープに生じた胃癌の２例」 

 

  


