
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 2016年6月11日 鈴木 志保,山城 研三,寺尾 秀一 Helicobacter pylori(Hp)感染を考慮した胃がん検診システムの構

築
～新しい加古川市胃がん検診初年度の結果報告～

第55回 日本消化器がん検診
学会附置研究会

かごしま県民交流センター 日本 鹿児島 oral 無

2
学会

2016年6月24日 Shiho Suzuki, Shuichi Terao A new Barium x-ray screening system including Hp diagnosis
improved gastric cancer detection

第22回 ヘリコバクター学会
学術集会

別府ビーコンプラザ 日本 別府 oral 無

3 学会 2016年8月28日 寺尾 秀一 今、身につけたいH.pylori 未・現・既感染の内視鏡鑑別診断 第45回日本消化器がん検診学
会近畿地方会

神戸国際会議場 日本 神戸 教育講演 無

4
学会

2016年8月28日 鈴木 志保,山城 研三,寺尾 秀一 H.pylori(Hp)推定診断の導入により胃が発見率が飛躍的に向上し
た兵庫県播磨地域の新しい胃がん検診

第45回 日本消化器がん検診
学会近畿地方会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral 無

5 学会 2017年1月29日 寺尾 秀一 胃炎の内視鏡診断　－Ｈｐ 未・現・既感染の鑑別を中心に－ 第31回 日本消化器内視鏡学
会近畿セミナー

大阪国際交流センター 日本 大阪 教育講演 無

6 研究会 2016年6月7日 寺尾 秀一 復活　寺尾道場 泥沼除菌に陥る２つの病態
- 　UBTを疑え  -その１

第26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 レク
チャー

無

7 研究会 2016年6月12日 鈴木 志保 兵庫県播磨地域で開始した新しい胃がん検診　～初年度の結果報
告～

第7回 ピロリ菌感染を考慮し
た胃がん検診研究会

鹿児島東急ＲＥＩホテル 日本 鹿児島 oral 無

8 研究会 2016年7月23日 寺尾 秀一 H.pylori未感染・既感染胃粘膜の内視鏡診断 および異常所見の拾
い上げ鑑別

第17回臨床消化器病研究会 東京ビッグサイト 日本 東京 講演 無

9 研究会 2016年9月6日 當銘 成友 ミニレクチャー[当院におけるEUS/EUS-FNAの実際」 第27回開業医のための消化器
を学ぶ会

加古川中央市民病院 日本 加古川 レク
チャー

無

10 研究会 2016年9月9日 長谷川 章 Bareet食道の3例 第35回播磨消化器疾患懇話会 加古川医療センター 日本 加古川 oral 無

11 研究会 2016年9月14日 宮地 英行 「なぜ、私は拡大内視鏡を使うのか」 第1回消化器診療学術集会 加古川中央市民病院 日本 加古川 oral 無

12 研究会 2016年11月29日 寺尾 秀一 復活寺尾道場：泥沼除菌に陥る２つの病態- UBTを疑え -その２  第28回開業医のための消化
器を学ぶ会

加古川中央市民病院 日本 加古川 レク
チャー

無

13 研究会 2016年11月29日 孝橋 道敬 ミニレクチャー「IBDの概略について」  第28回開業医のための消化
器を学ぶ会

加古川中央市民病院 日本 加古川 レク
チャー

無

14 研究会 2017年1月24日 寺尾 秀一 復活寺尾道場 ：もこもこした胃粘膜をみたら、２通り考える 第29回開業医のための消化器
を学ぶ会

加古川中央市民病院 日本 加古川 レク
チャー

無

15 研究会 2017年1月24日 宮地 英行 ミニレクチャー「拡大内視鏡を使った大腸内視鏡診断の実際」 第29回開業医のための消化器
を学ぶ会

加古川中央市民病院 日本 加古川 レク
チャー

無

16
研究会

2017年1月27日 鈴木 志保 パネルディスカッション「理想のワークライフバランスとは？」 WOMEN in KAKOGAWA 加古川総合保健センター
ウェルネージかこがわ マリンガ
ホール

日本 加古川 oral 無

17
研究会

2017年2月2日 宮地 英行 「腸管洗浄剤イレウスの対策してますか？〜大腸内視鏡前処置に
おけるリスクマネジメント〜」

第15回　東はりま胃腸研究会 はりま病院 日本 加古川 oral 無

18 研究会 2017年2月23日 長谷川 章 症例提示「食道」 第349回兵庫消化管研究会 ダイヤニッセイビル 日本 神戸 oral 無

19 研究会 2017年2月23日 寺尾 秀一 ミニレクチャー「胃炎診断の論点・問題点」 第349回兵庫消化管研究会 ダイヤニッセイビル 日本 神戸 レク
チャー

無

20
講演会

2016年6月20日 鈴木 志保 ピロリ菌と胃がんの関係について　～胃がんリスク検診（ABC分
類）とは？～

稲美町老人会教育講演会 稲美町総合福祉会館 日本 加古川 oral 無

21 講演会 2016年7月28日 寺尾 秀一 「発赤」所見のみきわめが、H.pylori未・現・既感染の鑑別診断
を左右する」 　- 京都分類の再考、問題点-

Scientific Exchange
Meeting 2016 in Okinawa

ザ・ナハテラス 日本 沖縄 講演 無

22 講演会 2016年8月2日 寺尾 秀一 発赤所見の把握が、Hp未・現・既感染の鑑別診断を左右する　―
胃炎京都分類の再考　―

Scientific Exchange
Meeting 2016 in Sapporo

於 京王プラザホテル札幌 日本 札幌 講演 無

学会・研究会・講演会　発表

診療科名：消化器内科 2016年度（平成28年度）：2016年4月～2017年3月
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学会・研究会・講演会　発表

診療科名：消化器内科 2016年度（平成28年度）：2016年4月～2017年3月

23 講演会 2016年10月28日 寺尾 秀一 「発赤」所見のみきわめが、Hp未現既感染の鑑別診断を左右する
― 京都分類の再考、問題点　―

Scientific Exchange
Meeting 2016 in Sanin

松江テルサ 日本 松江 講演 無

24 講演会 2016年11月5日 宮地 英行 「大腸内視鏡前処置におけるリスクマネジメント～経口腸管洗浄
剤による腸閉塞・腸管穿孔の対策してますか？」

第77回日本消化器内視鏡技師
学会

京都市勧業館　みやこめっせ 日本 京都 oral 無

25 講演会 2017年2月6日 寺尾 秀一 Session 1 : 内視鏡によるH.pylori 未・現・既感染の鑑別診断 Next TV Symposium 2017 WEB 日本 講演 無


