
種別 発表日 発表者名 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 発表形式 査読有無 備考
1 学会 2015年6月25日 寺尾 秀一 WS2:兵庫県播磨地域で今年度導入した胃がん

「ハイブリッド」検診の意義
第21回日本ヘリコバクター学会学術集会 神戸ポートピアホテル 日本 神戸 oral 無

2 学会 2015年10月8日 寺尾 秀一,鈴木 志保,田村 勇 PD8:京都分類内視鏡所見のHp感染状況診断へ
の有用性および分化型早期癌に対するリスク
スコアの有用性の検証

JDDW 2015 グランドプリンスホテ
ル新高輪

日本 東京 oral 有

3 学会 2015年10月24～28日 Schuichi Terao DISAPPEARANCE OF DIFFUSE REDNESS AND
APPEARANCE OF MAP-LIKE REDNESS ARE THE
MOST IMPORTANT FINDINGS FOR DIAGNOSIS OF
H. PYLORI  ERADICATED STATUS

UEGWeek 2015 Fira Gran
Via,Barcelona

スペイン Barcelona poster 有

4 講演会 2015年5月16日 寺尾 秀一 血液１滴でわかる!？ あなたの胃がんリスク 平成27年度第1回 市民健康フォーラム Wellnage加古川 日本 加古川 oral 無

5 講演会 2015年9月11日 寺尾 秀一 H.pylori未・現・既感染の内視鏡的鑑別診断
“ 実践的レクチャー”

Scientific Exchange Meeting 2015 in
Matsumoto

HOTEL VUENA VISTA 日本 松本 oral 無

6 講演会 2015年10月17日 寺尾 秀一 H.pylori未・現・既感染の内視鏡的鑑別診断
“ 実践的レクチャー

Scientific Exchange Meeting 2015 in
Mie

津都ホテル 日本 三重県　津 oral 無

7 研究会 2015年4月16日 寺尾 秀一 精度管理における胃炎内視鏡診断の役割 －加
古川ハイブリッド検診の紹介も含めてー

瀬戸内胃がんリスク研究会　2015
Spring

倉敷アイビースクエア 日本 倉敷 oral 無

8 研究会 2015年5月12日 寺尾 秀一 寺尾道場その2:発赤を制するものは胃炎を制
する

第20回 開業医のための消化器を学ぶ会 加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無

9 研究会 2015年5月31日 寺尾 秀一,山城 研三,西澤 昭彦,鈴木 志
保,田村 勇,古松 恵介,久禮 泉,當銘 成
友,孝橋 道敬,長谷川 章

Hp感染状況とリスク診断を可能にする 簡便な
胃炎記載方法

日本消化器内視鏡学会付置　第3回上部
消化管内視鏡検診の科学的検証と標準化
に関する研究会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 oral 無

10 研究会 2015年6月7日 寺尾 秀一,長谷川 章,孝橋 道敬,久禮
泉,當銘 成友,古松 恵介,田村 勇,鈴木
志保,西澤 昭彦,山城 研三,

兵庫県播磨地域で今年度開始した胃がん「ハ
イブリッド」検診の紹介

第6回 ピロリ菌感染を考慮した胃がん検
診研究会

梅田スカイビルタワー
ウェスト

日本 大阪 oral 無

11 研究会 2015年6月16日 寺尾 秀一 ピロリ菌感染と除菌成否の内視鏡診断 加西市消化器懇話会 加西市立加西病院 日本 加西 oral 無

12 研究会 2015年6月18日 寺尾 秀一 胃炎を正しく診断しよう　その２ 新しく始ま
る胃がん検診に備えて　Hp現感染と既感染見
分ける目を養う

第121回 東播消化器懇話会 加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無

13 その他 2015年6月20日 寺尾 秀一 逆流性食道炎とピロリ除菌のトピックス 姫路薬剤師会研修会 姫路市商工会議所 日本 姫路 oral 無

14 研究会 2015年7月7日 寺尾 秀一 寺尾道場その3:びまん性発赤の消失を把握す
るコツ

第21回 開業医のための消化器を学ぶ会 加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無

15 学会 2015年8月29日 鈴木 志保,長谷川 章,孝橋 道敬,久禮
泉,當銘 成友,古松 恵介,田村 勇,西澤
昭彦,山城 研三,寺尾 秀一

当院での職員胃検診結果を踏まえて今年度開
始した加古川市胃がん検診の紹介

第44回 日本消化器がん検診学会近畿地
方会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

16 研究会 2015年9月8日 寺尾 秀一 寺尾道場その4:第21回開業医のための消化器
を学ぶ会

第22回開業医のための消化器を学ぶ会 加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無

17 研究会 2015年10月15日 寺尾 秀一 京都分類の概要と問題点 第122回 東播消化器懇話会 加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無

18 研究会 2015年11月10日 寺尾 秀一 寺尾道場その5:鑑別10例、これでUBTを超えら
れる

第23回 開業医のための消化器を学ぶ会 加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無
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診療科名等：消化器内科 2015年度（平成27年度）：2015年4月～2016年3月

19 研究会 2016年1月26日 寺尾 秀一 寺尾道場その6:今度こそUBTを超えろ！最終回
10症例

第24回 開業医のための消化器を学ぶ会 加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無

20 研究会 2016年1月30日 寺尾 秀一 H.pylori 未・現・既感染の内視鏡診断 　－
京都分類の概要と実践的鑑別法　－

第55回 豊中消化器病懇話会 千里ライフサイエンス
センター

日本 大阪 oral 無

21 その他 2016年2月8日 鈴木 志保 Ba読影判定区分を変更した影響 ～新しい胃が
ん検診の中間報告～

第123回 東播消化器疾患懇話会 加古川医師会 日本 加古川 oral 無


