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pancreatic diseases and evaluation of chemotherapy.  DDW (AASLD), Orland, May 18, 2003 

(Topic Forum-oral). 

 

5. 2003 Tsuji N, Ishiguro S, Kudo M: Esophagus with multiple small lugol's iodine-unstained lesions has high 

likelihood of developing multicentric esophageal squamous cell carcinoma.  DDW (AASLD), Orland, 

May 18, 2003 (Topic Forum-oral). 

 

6. 2003 Matsui S, Kudo M, Kitano M, Nakaoka R, Shiomi M: Usefulness of mucosa-fibrosing therapy with 

argon plasma coagulation for esophageal varices.  DDW (AASLD), Orland, May 18, 2003 (Topic 

Forum-oral). 

 

7. 2003 Kudo M, Minami Y, Chung H, Ogawa C, Fukuda N, Suetomi Y, Ishikawa E, Nakaoka R, Matsui S, 

Kitano M, Kawasaki T, Shiomi M: Radiofrequency ablation therapy under contrast-enhanced 

harmonic imaging guidance for recurrence after local ablation therapy for hepatocellular carcinoma: 

a randomized controlled study.  DDW (AASLD), Orland, May 18, 2003 (Topic Forum-oral). 

 

8. 2003 Minami Y, Kudo M, Chung H, Ogawa C, Fukuda N, Ishikawa E, Nakaoka R, Matsui S, Kitano M, 

Suetomi Y, Kawasaki T, Shiomi M: Radiofrequency ablation therapy for hepatocellular carcinoma 

located at subphrenic region: value of artificial pleural effusion combined with contrast-harmonic 

imaging.  DDW (AASLD), Orland, May 18, 2003 (Topic Forum-oral). 

 

9. 2003 Kitano M, Kudo M, Nakaoka R, Suetomi Y, Sakamoto H, Fukuda N, Matsui S, Shiomi M, Maekawa K: 

Differential diagnosis of pancreatic diseases by contrast-enhanced power Doppler endosonography.  

DDW (AASLD), Orland, May 18, 2003 (Topic Forum-oral). 

 

10. 2003 Kudo M, Minami Y: Radiofrequency ablation therapy under harmonic imaging guidance for the 

recurring cancer after local therapy for HCC: a randomized controlled study with RFA under 

B-mode guidance.  10th Congress of the World Federation for ultrasound in Medicine and Biology 

(WFUMB), June 1-4, 2003, Montreal, Canada. 

 



11. 2003 Hayashi Y, Nishida N, Nishimura T, Kim SR, Kambara Y, Yoon S, Seo Y, Ku Y, Kudo M: 

Hepatocellular carcinoma, surgical pathology and molecular biology.  Symposium XII: GI-Liver 

Malignancies, 8th Asia Pacific Association of Societies of Pathologists Congress-2003, September 

2-5, Bali. 

 

12. 2003 Kudo M, Chung H: Stratification ability of the new prognostic staging system, Japan Integrated 

Staging score (JIS Score) for hepatocellular carcinoma: comparison with CLIP score.  Single Topic 

Conference on HCC, American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Atlanta, 

September 19-21, 2003. 

 

13. 2003 Kudo M, Chung H: Validation study of the new prognostic staging, the Japan integrated staging 

score (JIS Score) for hepatocellular carcinoma in 3934 Japanese patients: a multicenter 

collaborative study.  Single Topic Conference on HCC, American Association for the Study of 

Liver Diseases (AASLD), Atlanta, September 19-21, 2003. 

 

14. 2003 Kudo M, Chung H: Comparison of posttreatment prognosis between ablation and resection for 

early-stage hepatocellular carcinoma: standardized analysis of 737 patients by stratification method 

based of JIS Scoring system.  Single Topic Conference on HCC, American Association for the 

Study of Liver Diseases (AASLD), Atlanta, September 19-21, 2003. 

 

15. 2003 Chung H, Kudo M, Osaki Y, Haji S, Minami Y, Ogawa C, Fukunaga T, Kitano M, Kawasaki T: 

Stratification abiliaty of the new prognostic staging system, Japan integrated staging score (JIS 

score) for hepatocellular carcinoma: comparison with CLIP score. The American Association for the 

Study of Liver Diseases (AASLD), October 28, 2003, Boston 

 

16. 2003 Kudo M, Chung H, Osaki Y, Oka H, Kasugai H, Sasaki Y, Seki T, Haji S: Validation study of the new 

prognostic staging system, the Japan integrated staging score (JIS score) for hepatocellular 

carcinoma in 3,934 Japanese patients: a multicenter collaborative study. The American Association 

for the Study of Liver Diseases (AASLD), October 28, 2003, Boston 

 

17. 2003 Kudo M, Chung H: Comparison of posttreatment prognosis between ablation and resection for 

early-stage hepatocellular carcinoma: standardized analysis of 737 patients by stratification method 

based on JIS scoring system.  The American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), 



October 28, 2003, Boston 

 

18. 2003 Nakaoka R, Ishikawa E, Matsui S, Fukuta N, Suetomi Y, Minami Y, Chung H, Kitano M, Kawasaki T, 

Shiomi M, Kudo M: A novel treatment technique for symptomatic huge liver cyst: intracystic injection 

therapy of monoethanolamine oleate in 12 cases with 15 liver cysts.  The American Association 

for the Study of Liver Diseases (AASLD), October 28, 2003, Boston 

 

19. 2003 Kasugai H, Osaki Y, Oka H, Seki T, Kudo M: Severe complications of radiofrequency ablation therapy 

for hepatocellular carcinoma: analysis of 3,891 ablation in 2,614 patients.  The American 

Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), October 28, 2003, Boston 

 

20. 2003 Ogawa C, Minami Y, Chung H, Nakaoka R, Matsui S, Fukunaga T, Kitano M, Kawasaki T, Shiomi M, 

Kudo M: Changes of lens culinaris agglutinin-reactive alpha-fetoprotein (AFP-L3 fraction) after 

complete radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma: analysis of 186 patients.  The 

American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), October 28, 2003, Boston 

 

21. 2003 Kudo M, Chung H, Osaki Y, Oka H, Kasugai H, Sasaki Y, Seki T: Validation study of the new 

prognostic staging system, the Japan Integrated Staging score (JIS score) for hepatocellular 

carcinoma in 3,934 Japanese patients: a multicenter collaborative study.  11th United European 

Gastroenterology Weeek (UEGW), Madrid, Spain, November 1-5, 2003. 

 

22. 2003 Kitano M, Kudo M, Maekawa K, Sakamoto H, Minami Y, Nakaoka R, Itou Y, Miyamoto K, Horikawa 

Y, Fujimoto H: Evaluation of microvasculature in dog pancreas and gastrointestinal tract by 

contrast-enhanced harmonic sonography: a novel technology available for endosonography. 11th 

United European Gastroenterology Weeek (UEGW), Madrid, Spain, November 1-5, 2003. 

 

23. 2003 Kudo M, Chung H, Osaki Y, Haji S, Minami Y, Ogawa C, Fukunaga T, Kitano M: Stratification ability 

of the new prognostic staging system, Japan Integrated Staging score (JIS score) for hepatocellular 

carcinoma: comprison with CLIP score. 11th United European Gastroenterology Weeek (UEGW), 

Madrid, Spain, November 1-5, 2003. 

 

24. 2003 Matsui S, Kudo M, Nakaoka R, Kitano M, Shiomi M, Kawasaki T: Effect of mucosa-fibrosing therapy 

with argon plasma coagulation on esophageal varices.  11th United European Gastroenterology 



Weeek (UEGW), Madrid, Spain, November 1-5, 2003. 

 

V. 招待講演・特別講演（国内） 

 

1. 工藤正俊: 教育講演「肝癌診療の最新情報（画像診断のこつ）」, 第 37 回日本成人病（生

活習慣病）学会, 日本都市センター, 東京, 平成 15 年 1 月 12 日 

 

2. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の血流動態」, 第 9 回肝血流動態イメージ研究会, 東商ホ

ール, 東京, 平成 15 年 2 月 2 日, 平成 15 年 2 月 2 日 

 

3. 工藤正俊: 特別講演「肝癌の診断と治療」, 大阪府医師会医学会平成 14 年度セミナー形

式による研修会, 平成 15 年 2 月 9 日, 大阪, 平成 15 年 2 月 9 日 

 

4. 工藤正俊: 特別講演「日本における肝癌の早期診断」, 第 1 回肝癌撲滅アジアフォーラ

ム, 平成 15 年 2 月 15 日, 久留米, 平成 15 年 2 月 15 日 

 

5. 工藤正俊:特別講演「経皮的ラジオ波焼灼療法（RFA）の現状と展望」, 朝日サイエンス

セミナー, 平成 15 年 2 月 22 日, 京都, 平成 15 年 2 月 22 日 

 

6. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の早期診断」, 平成 14 年度厚生労働科学研究費肝炎等克

服緊急対策研究公開報告会, 経団連会館, 東京, 平成 15 年 2 月 22 日 

 

7. 工藤正俊: 特別講演「治療効果判定と造影ハーモニックガイド下RFA」, 朝日サイエンス

セミナー, 平成 15 年 2 月 23 日, 京都 

 

8. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌診療の最近のトピックス」, 肝炎セミナー〜肝炎・肝癌

の現状と今後〜, 平成 15 年 3 月 1 日, 岡山 

 

9. 工藤正俊: 特別講演「YM454 の使用経験と今後の展望」, 第 14 回超音波ドプラ研究会, 野

口英世記念会館, 東京, 平成 15 年 3 月 15 日 

 

10. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の診断と治療: 最近のトピックス」, 第 6 回京都消化器セ



ミナー, 京都大学, 平成 15 年 4 月 8 日 

 

11. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の診断と治療: 最近の進歩」, 神戸大学大学院特別講演, 神

戸, 平成 15 年 4 月 15 日 

 

12. 工藤正俊: 教育講演「肝細胞癌の治療: EBMに基づいた体系の確立」, 第 89 回日本消化器

病学会総会, ポストグラデュエイトコース, 埼玉, 平成 15 年 4 月 26 日 

 

13. 工藤正俊: Levovistおよび次世代造影エコー法の現状と展望, ランチョンセミナー「肝腫瘍

の診断と治療の最先端ー肝血流評価とコントラストハーモニックエコー」, 日本超音波

医学会第 76 回学術集会, 札幌, 平成 15 年 5 月 9 日 

 

14. 工藤正俊: ランチョンセミナー「肝細胞癌の血流動態はどこまでわかったか？」第 39 回

日本肝臓学会総会, 福岡, 平成 15 年 5 月 22 日 

 

15. 工藤正俊: 肝細胞癌の治療法の客観評価とその標準化ーJIS scoreとAFP-L3 分画を用いてー, 

ランチョンセミナー「我が国のNASHを考えるー疾患概念と治療を中心にー」, 第 39 回日

本肝臓学会総会, 福岡, 平成 15 年 5 月 22 日 

 

16. 工藤正俊: 特別企画「示唆に富む肝結節病変の画像と病理」コメンテイター, 第 39 回日

本肝臓学会総会, 福岡, 平成 15 年 5 月 22 日 

 

17. 工藤正俊: 講演「肝がんで命を落とさないコツ」, 日本肝臓学会主催 市民公開講座, 堺

市民会館大ホール, 平成 15 年 6 月 8 日 

 

18. 工藤正俊: 特別講演「肝炎に対するインターフェロン治療と肝がんのラジオ波治療」, 富

田林市, 富田林内科医会, 平成 15 年 6 月 12 日 

 

19. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の診断と治療：最近の進歩」, 第 25 回奈良県肝・胆・膵

研究会, 奈良市医師会館, 平成 15 年 6 月 21 日 

 

20. 北野雅之: 症候性 GERD の治療. 松原市医師会学術講演会, 平成 15 年 6 月, 松原. 

 



21. 北野雅之: 胆・膵領域における最新の診断と治療. 大阪狭山・美原市医師会学術講演会, 

大阪狭山市 

 

22. 工藤正俊: 特別講演「造影USの最先端」, 第 11 回日本がん検診・診断学会, 日本大学会

館, 東京, 平成 15 年 7 月 5 日   

 

23. 工藤正俊: 特別講演「肝疾患診療の最近の話題」, 第 16 回泉南消化器病研究会, 貝塚, 平

成 15 年 7 月 10 日 

 

24. 汐見幹夫: 逆流性食道炎をめぐって. 平成 15 年 7 月, 大阪狭山 

 

25. 工藤正俊: 特別講演「肝癌治療標準化のためのclinical staging system −その重要性と新しい

staging system (JIS score)の意義−」, 第 8回京都外科侵襲研究会, 京都センチュリーホテル, 京

都, 平成 15 年 8 月 2 日 

 

26. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の診断と治療 ー最近のトピックスー」, 第 3 回三重肝癌

研究会, ホテルグリーンパーク津, 三重, 平成 15 年 8 月 30 日 

 

27. 工藤正俊: 特別講演「肝癌は克服できる−最新情報−」, 平成 15 年度日本肝臓学会主催.  

肝がん撲滅運動市民公開講座, SAYAKAホール, 大阪狭山市, 平成 15 年 8 月 31 日 

 

28. 工藤正俊: 特別講演「新しい肝細胞癌の臨床：ステージングシステム」, 第 8 回神戸肝

臓疾患勉強会, 神戸, 平成 15 年 9 月 11 日 

 

29. 工藤正俊: 教育講演「消化器領域における造影エコー法：最近の進歩」, 日本超音波医

学会第 39 回中国治療会第 2 回中国地方会講習会, ウェルシティ島根, 島根, 平成 15 年 9

月 13 日 

 

30. 工藤正俊: 特別講演「腹部超音波造影診断−現状と次世代超音波造影剤の動向−」, 第 8

回関西超音波造影剤研究会, ジブラルタ生命千里ホール, 大阪, 平成 15 年 9 月 27 日 

 

31. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の診断と治療: 最近のトピックス」, 第 5 回葵肝臓研究会, 

京都, 平成 15 年 10 月 11 日 



 

32. 工藤正俊: ランチョンセミナー「消化器領域における造影超音波診断の新たな展開」, 第

7 回日本肝臓学会大会,  大阪, 平成 15 年 10 月 16 日 

 

33. 工藤正俊: 特別講演「肝疾患の早期発見と治療」, 近畿大学薬学部・薬友会平成 15 年度

第 3 回生涯教育研修会, 近畿大学本部 11 月ホール, 東大阪, 平成 15 年 11 月 8 日 

 

34. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の造影ハーモニックイメージングー治療への応用も含めて

ー」, 第 9 回栃木県超音波懇話会, ホテル東日本宇都宮, 栃木, 平成 15 年 11 月 21 日 

 

35. 工藤正俊: 特別講演「肝腫瘍の造影ハーモニックイメージングー治療への応用も含めて

ー」, 第 2 回山口県総合画像診断研究会, 宇部全日空ホテル, 山口, 平成 15 年 11 月 22 日 

 

36. 工藤正俊: 特別講演「肝細胞癌の診療と治療ー最近のトピックスー」, 第 9 回上町台消

化器セミナー, 都ホテル大阪, 大阪, 平成 15 年 11 月 29 日 

 

37. 工藤正俊: 特別講演「超音波所見とJIS scoreから見た肝細胞癌局所療法の適応」, 第 22 回

Hokkaido DD (Digestive Disease) Club, 北海道厚生年金会館, 札幌, 平成 15 年 12 月 6 日 

 

VI. 招待講演・特別講演（海外） 

 

1. Kudo M: Special Lecture "Diagnosis of early, small hepatocellular carcinoma" U.S. 

- Japan Cooperative Medical Sciences Program Joint Annual Meeting of the Hepatitis 

Panel, January 11-13, 2003, Diamond Hotel, Tokyo, January 15, 2003.    

 

2. Kudo M: Invited Lecture "Characterization of hepatic tumors by contrast-enhanced 

harmonic imaging." International Symposium of New Advances in Mediical Ultrasound, 

Guang Zhou, China, March 22, 2003. 

 

3. Kudo M: Invited Lecture "Application of contrast harmonic imaging to the treatment 

of hepatocellular carcinoma." International Symposium of New Advances in Mediical 

Ultrasound, Guang Zhou, China, March 22, 2003. 



 

4. Kudo M: Invited Lecture "Clinical usefulness of new contrast agent, Definity." 

International Symposium of New Advances in Mediical Ultrasound, Guang Zhou, China, 

March 22, 2003. 

 

5. Kudo M: Invited Lecture "New Prognostic Staging System for Hepatocellular 

Carcinoma, JIS Score" University of Miami, Florida, Oct 2, 2003. 

 

6. Kudo M: Invited Lecture "Prevention of Recurrence after Curative Treatment by RFA 

for Hepatocellular Carcinoma  "University of Miami, Florida, Oct 3, 2003. 

 

7. Kudo M: Special Lecture "Characteristics of AFP-L3 % positive HCC in relation to 

HCC staging", Evening Session, Wako Meeting, 54th AASLD, Boston, Sheraton Hotel, 

Oct 26, 2003. 

 

8. Kudo M: Special Lecture "Present status of contrast-enahnced ultrasonography in 

the hepatobiliary and pancreatic diseases", 5th International Symposium on 

Ultrasound Contrast Imaging, Kyoto, Oct 29, 2003. 

 

 


