
種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

1 学会 2017年4月20日

鈴木 志保,寺尾 秀一,藤田 剛,山崎 幸直,小
林 正夫,岡田 明彦,佐貫 毅,安達 政恭,久津
見 弘,増田 充弘,有坂 好史,梅垣 英次,東
健

H. pylori感染状況からみた内視鏡所見とディスペプシア症状につ
いての検討

第103回 日本消化器病学会総会 京王プラザホテル 日本 東京 oral 有

2 学会 2017年5月6日 Orita D.
Helicobacter Pylori Eradication Alleviates FD Symptoms: The
Second Year Report from of the Multicenter Prospective UGID
Study in Japan

Digestive Disease Week (DDW) 2017 McCormick Place
アメリ
カ

シカゴ poster 有

3 学会 2017年5月6日

Suzuki S,Terao S,Fujita T,Yukinao
Y,Kobayashi M,Okada A,Sanuki T,Adachi
M,Kutsumi H,Masuda A,Arisaka Y,Umegaki
E,Azuma T

Eradication of Helicobacter pylori alleviates functional
dyspepsia and gastroesophageal reflux disease symptoms: a
part of the first-year report from the multicenter
prospective UGID study in Japan

Digestive Disease Week (DDW) 2017 McCormick Place アメリカシカゴ poster 有

4 学会 2017年5月7日

Yamao K, Kitano M, Kayahara T, Ishida E,
Yamamoto H, Yoshikawa T, Minaga K,
Yamashita Y, Asada M, Okabe Y, Osaki Y,
Ikemoto J, Hanada K, Takenaka M, Kudo M

Outcomes of biliary drainage in pancreatic cancer patients
with an indwelling gastroduodenal stent : a multicenter
retrospective study in west Japan.

Digestive Disease Week (DDW) 2017 McCormick Place
アメリ
カ

シカゴ poster 有

5 学会 2017年5月9日 Terao S,Furuta T,Kamada T,et al. 
Autoimmune gastritis in Japan: a study of 245 patients at
multicenter

Digestive Disease Week (DDW) 2017 McCormick Place アメリカシカゴ poster 有

6 学会 2017年5月12日 寺尾 秀一,鈴木 志保,渡辺 英伸
W06 ポストHp時代に注目される胃病変:Ａ型胃炎の臨床病理学的検
討

第93回 日本消化器内視鏡学会総会 大阪国際会議場 日本 大阪 ワークショップ 有

7 学会 2017年8月26日 鈴木 志保,山城 研三,寺尾 秀一 加古川ハイブリッド胃検診2年目の報告 第46回 日本消化器がん検診学会 近畿地方会 奈良春日野国際フォーラム 甍 日本 奈良 oral 有

8 学会 2017年8月27日 岡部 純弘 教育講演「胆膵超音波診断の現状と課題」
第32回 近畿支部超音波研修会（第46回日本
消化器がん検診学会近畿地方会併催）

奈良春日野国際フォーラム　甍 日本 奈良 その他 無

9 学会 2017年9月16日
織邊 貴大,織田 大介,北代 隼,孝橋 道敬,當
銘 成友,田村 勇,宮地 英行,山城 研三,岡部
純弘,金澤 健司

肺静脈血栓症を伴う肝膿瘍および肺膿瘍を併発したFusobacterium
敗血症の1例

第217回 日本内科学会近畿地方会 大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

10 学会 2017年9月23日
福岡 恵子,岡部 純弘,清水 有里,今西 孝充,
中町 祐司,大路 剛,三枝 淳

USにて観察し得た肝蛭症の1症例
第44回 日本超音波医学会関西地方会学術集
会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

11 学会 2017年9月23日
塩見 優紀,岡部 純弘,福岡 恵子,高坂 仁美,
藤垣 誠治,江崎　健,酒井 新,小林 隆,塩見
英之,増田 充弘

膵リンパ上皮嚢胞(Lymphoepithelial cyst ; LEC)の一例
第44回 日本超音波医学会関西地方会学術集
会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

12 学会 2017年9月23日
福岡 恵子,岡部 純弘,南 博信,清田 尚臣,今
村 喜宣,長谷 善明,今西 孝充,中町 祐二,大
路 剛,三枝 淳

悪性黒色腫膵転移の1症例
第44回 日本超音波医学会関西地方会学術集
会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

13 学会 2017年11月18日
北代 隼,孝橋 道敬,織田 大介,平田 祐一,久
禮　泉,當銘 成友,田村　勇,宮地 英行,西澤
昭彦,山城 研三,岡部 純弘

上部消化管に限局した病像を呈したクローン病の一例 第99回 日本消化器内視鏡学会近畿支部例会 京都テルサ 日本 京都 oral 有

14 学会 2017年12月3日 岡部 純弘 講演「EUSを用いた胆膵疾患の診断と治療」
第31回 日本消化器内視鏡学会北海道セミ
ナー

札幌医科大学 日本 札幌 その他 無

15 学会 2018年3月17日

織田 大介,北代 隼,平田 祐一,孝橋 道敬,久
禮 泉,當銘 成友,田村　勇,宮地 英行,鈴木
志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,寺尾
秀一

壁外性発育を示した胃原発絨毛癌の1例 日本消化器病学会近畿支部 第108回例会 京都テルサ 日本 京都 oral 有

16 学会 2018年3月17日

北代　隼,孝橋 道敬,織田 大介,平田 祐一,
久禮　泉,當銘 成友,田村　勇,宮地 英行,鈴
木 志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,寺
尾 秀一

門脈・上腸間膜静脈血栓症を呈したプロテインC欠損症の1例 日本消化器病学会近畿支部 第108回例会 京都テルサ 日本 京都 oral 有

17 学会 2018年3月17日

平田 祐一,北代 隼,織田 大介,孝橋 道敬,當
銘 成友,久禮 泉,田村 勇,宮地 英行,鈴木
志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,寺尾
秀一

混合型IPMNの経過観察中に、浸潤性膵管癌と膵神経内分泌腫瘍を合
併した1例

日本消化器病学会近畿支部 第108回例会 京都テルサ 日本 京都 oral 有

18 研究会 2017年5月23日 寺尾 秀一 胃癌はローリスクにも発生する 第30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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種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

19 研究会 2017年6月25日 鈴木 志保,寺尾 秀一 加古川ハイブリッド胃がん検診　2年目の結果報告
第8回 ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研
究会

つくば国際会議場 日本 つくば oral 有

20 研究会 2017年7月21日 岡部 純弘
特別講演「管腔内腫瘍の四方山話 –various topics in
intraductal neoplasm- 」

第8回 東播・淡路胆膵疾患研究会 アスピア明石 日本 明石 その他 無

21 研究会 2017年8月28日 寺尾 秀一 紹介例から学ぶ「泥沼除菌」　―　こんな時はUBTに要注意　― 第31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

22 研究会 2017年9月8日

北代 隼,岡部 純弘,山城 研三,西澤 昭彦,鈴
木 志保,田村 勇,久禮 泉,當銘 成友,孝橋
道敬,平田 祐一,織田 大介,宮地 英行,寺尾
秀一

上部消化管に限局した病像を呈したクローン病 第37回 播磨消化器疾患勉強会 兵庫県立加古川医療センター 日本 加古川 oral 無

23 研究会 2017年10月14日 寺尾 秀一 AIGとHp高度萎縮よびHp未感染の鑑別困難例の比較 A型胃炎コンセンサス会議 福岡国際センター 日本 福岡 oral

24 研究会 2017年11月25日 織田 大介 関連施設の状況（「緊急内視鏡の現状と課題」） 第21回 神戸消化器クラスター研究会 神戸ポートピアホテル 日本 神戸 oral 無

25 研究会 2017年12月6日 岡部 純弘 ミニレクチャー「膵上皮内癌の病態と診断」 第32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 その他 無

26 研究会 2017年12月6日 寺尾 秀一
私は見逃してました、あなたもきっと見逃している ?　―ピロリで
ないヘリコ ―

第32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

27 研究会 2018年2月22日 當銘 成友 症例呈示 第357回 兵庫消化管研究会
ハーバーランドダイヤニッセイ
ビル

日本 神戸 その他 無

28 研究会 2018年2月22日 宮地 英行 ミニレクチャー「大腸T1癌の追加腸切除の適応を考える」 第357回 兵庫消化管研究会
ハーバーランドダイヤニッセイ
ビル

日本 神戸 その他 無

29 研究会 2018年3月13日 寺尾 秀一
ピロリの内視鏡診断　復習編　―未・現・既をきちんと記載するた
めに ―

第33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

30 講演会 2017年5月19日 寺尾 秀一 実践的な内視鏡的Hp未・現・既の鑑別診断 鳥取東部臨床内科医会 鳥取県東部医師会館 日本 鳥取 oral 無

31 講演会 2017年6月1日 岡部 純弘 講演「膵胆道疾患の診断と治療　—最近の動向を中心に−　」 平成29年度第1回 臨床談話会 ウェルネージ加古川 日本 加古川 その他 無

32 講演会 2017年6月7日 寺尾 秀一
内視鏡によるHp未・現・既感染の鑑別診断 (Ａ型胃炎の内視鏡・病
理像)

十三トピックフォーラム　上部消化管疾患の最前線大阪市立十三市民病院 日本 大阪 oral 無

33 講演会 2017年7月6日 岡部 純弘 講演「膵胆道疾患診療のcurrent topics」 加古川内科医会春季総会 加古川プラザホテル 日本 加古川 その他 無

34 講演会 2017年8月27日 寺尾 秀一
内視鏡によるHp未・現・既感染の鑑別診断 ― 内視鏡は最後の砦
―

第46回 日本消化器がん検診学会近畿地方会　医師研修会
奈良春日野国際フォーラム甍～
Ｉ・ＲＡ・ＫＡ ～

日本 奈良 oral 無

35 講演会 2017年9月9日 寺尾 秀一
もっと知ってほしい 胃がんのこと ―あなたの胃がんリスクは大丈
夫？ ―

市民公開講座 がんセミナー2 ウェルネージかこがわ 日本 加古川 oral 無

36 講演会 2017年9月27日 寺尾 秀一 実践的な内視鏡的Hp 未・現・既感染の鑑別診断 横浜北部消化器研究会 横浜青葉区医師会館 日本 横浜 oral 無

37 講演会 2017年10月18日 岡部 純弘
講演「胆膵超音波診療の現状と課題　–悪性腫瘍のhigh risk group
–」

平成29年度 大阪府医師会医学会「超音波判
読教室」

大阪府医師会館 日本 大阪 その他 無

38 講演会 2017年10月26日 鈴木 志保 今増えている胃がん　胃がん検診最前線 播磨町民健康教育講演会 播磨町いきいきセンター 日本 加古郡 oral 無

39 講演会 2017年11月17日 寺尾 秀一 加古川胃がん内視鏡検診従事者講習会 加古川胃がん内視鏡検診従事者講習会 ウェルネージかこがわ 日本 加古川 oral 無

40 講演会 2017年12月14日 田村 勇 特別講演「当院における内視鏡治療（胃ESD）の現状」 平成29年度 高砂市医師会生涯教育研修会 高砂市医師会間 日本 高砂 その他 無

41 講演会 2017年12月14日 寺尾 秀一
胃がん内視鏡検診に求められる対応 -背景胃粘膜と胃癌　特にHp既
感染胃癌を中心に-

鳥取県東部医師会胃がん内視鏡検診講習会 鳥取県東部医師会館 日本 鳥取 oral 無
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