
種別 発表日時 発表者 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無

1 学会 2018年5月26日
平田 祐一,織田 大介,當銘 成友,田村勇,岡
部 純弘

総胆管結石に対するEPLBD、および細径内視鏡を用いた経口直接胆
道鏡の有用性について

第100回 日本消化器内視鏡学会近
畿支部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 symposium/panel 有

2 学会 2018年5月26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

カプセル内視鏡およびダブルバルーン小腸内視鏡で同定し得た小腸
GISTの1例

第100回 日本消化器内視鏡学会近
畿支部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

3 学会 2018年5月26日

北代 隼,平田 祐一,孝橋 道敬,織田 大介,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

特徴的な内視鏡像を呈したクラミジア直腸炎の1例
第100回 日本消化器内視鏡学会近
畿支部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

4 学会 2018年6月29日 鈴木 志保,寺尾 秀一 自己免疫性胃炎に伴う胃癌症例の検討
第24回 日本ヘリコバクター学会
学術集会

レンブラントホテル大分 日本 加古川 oral 有

5 学会 2018年6月29日 鈴木志保,寺尾秀一
当院で経験したnon-Helicobacter pylori Helicobacter感染胃炎4
例の検討

第24回 日本ヘリコバクター学会
学術集会

レンブラントホテル大分 日本 大阪 oral 有

6 学会 2018年8月5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 ３年目の報告
第47回 日本消化器がん検診学会
近畿地方会

ピアザ淡海 日本 大津 oral 有

7 学会 2018年9月29日 織田 大介,宮地 英行,當銘 成友,岡部 純弘
閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置術と緊急外科手術の短期成
績

第109回 日本消化器病学会近畿支
部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 symposium/panel 有

8 学会 2018年9月29日 平田 祐一,織田 大介,當銘 成友,岡部 純弘
傍乳頭憩室症例の総胆管結石に対するEPLBDの有用性・安全性につ
いて

第109回 日本消化器病学会近畿支
部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 symposium/panel 有

9 学会 2018年9月29日

北代 隼,横谷 勇佑,入江 洋介,織田 大介,大
西 孝典,平田 祐一,孝橋 道敬,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

肝内門脈—肝静脈短絡路により猪瀬型肝性脳症を呈した1例
第109回 日本消化器病学会近畿支
部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

10 学会 2018年9月29日

横谷 勇佑,入江 洋介,平田 祐一,北代 隼,織
田 大介,大西 孝典,孝橋 道敬,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

EUS-FNAが有用であった自己免疫性膵炎限局型の1例
第109回 日本消化器病学会近畿支
部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

11 学会 2018年10月20日
塩見 優紀,岡部 純弘,福岡 恵子,藤垣 誠治,
酒井 新,小林 隆,塩見 英之,増田 充弘,矢野
嘉彦,児玉 裕三

戸谷分類Ⅳb型の胆道拡張症に合併した胆嚢癌の一例
第45回 日本超音波医学会関西地
方会学術集会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral 有

12 学会 2018年11月1日

織田 大介,宮地 英行,北代 隼,平田 祐一,孝
橋 道敬,當銘 成友,久禮 泉,田村 勇,鈴木
志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,寺尾
秀一,金田 邦彦

経口腸管洗浄剤による腸閉塞・腸管穿孔の検証
第60回 日本消化器病学会大会
(JDDW2018)

神戸国際展示場 日本 神戸 poster 有

13 学会 2018年11月1日 鈴木 志保,寺尾 秀一,福本 康文 加古川ハイブリッド胃検診の有用性と今後の課題
第60回 日本消化器病学会大会
(JDDW2018)

神戸国際展示場 日本 神戸 oral 有

14 学会 2018年11月2日 鈴木 志保,寺尾 秀一,渡辺 英伸 自己免疫性胃炎79例の臨床像・内視鏡像・病理所見の検討
第60回 日本消化器病学会大会
(JDDW2018)

神戸国際展示場 日本 神戸
パネルディスカッ
ション

有

15 学会 2018年11月10日
織田 大介,宮地 英行,孝橋 道敬,當銘 成
友、岡部 純弘

当院における悪性大腸狭窄に対するステント留置術の現状
第101回 日本消化器内視鏡学会近
畿支部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 symposium/panel 有

16 学会 2018年11月10日
平田 祐一,織田 大介,大西 孝典,當銘 成友,
岡部 純弘

膵疾患に対する病理学的診断におけるEUS-FNAとENPD留置下連続膵
液細胞診の比較検討

第101回 日本消化器内視鏡学会近
畿支部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 symposium/panel 有

17 学会 2018年11月10日

北代 隼,横谷 勇佑,入江 洋介,織田 大介,大
西 孝典,平田 祐一,孝橋 道敬,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

経過観察中に自然消退したLymphomatoid gastropathyの1例
第101回 日本消化器内視鏡学会近
畿支部例会

大阪国際交流センター 日本 大阪 oral 有

18 学会 2018年12月15日
入江 洋介,孝橋 道敬,横谷 勇佑,織田 大介,
西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,寺尾 秀一,
大原 雅代,房 正規

A群溶連菌による原発性腹膜炎の1例 第222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

19 学会 2019年2月23日 孝橋 道敬,北代 隼,大西 孝典,岡部 純弘
潰瘍性大腸炎における糞便カルプロテクチン検査の内視鏡的代替
マーカーとしての有用性

第110回 日本消化器病学会近畿支
部例会

京都テルサ 日本 京都 symposium/panel 有

20 学会 2019年2月23日

大西 孝典,横谷 勇佑,入江 洋介,北代 隼,織
田 大介,平田 祐一,孝橋 道敬,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

内視鏡的胆道処置が必要であったセフトリアキソンによる胆嚢胆管
偽結石の1例

第110回 日本消化器病学会近畿支
部例会

京都テルサ 日本 京都 oral 有
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21 学会 2019年2月23日

入江 洋介,織田 大介,横谷 勇佑,北代 隼,大
西 孝典,平田 祐一,孝橋 道敬,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

腸閉塞で発症し,術前観察し得た胃癌小腸転移の1例
第110回 日本消化器病学会近畿支
部例会

京都テルサ 日本 京都 oral 有

22 学会 2019年2月23日 鈴木 志保,寺尾 秀一,渡辺 英伸 自己免疫性胃炎の内視鏡像と併発胃癌の特徴
第110回 日本消化器病学会近畿支
部例会

京都テルサ 日本 京都 symposium/panel 有

23 学会 2019年3月7日 織田 大介,横谷 勇佑 S状結腸軸捻転症に対する内視鏡的整復術に関する検討 第55回 日本腹部救急医学会総会 仙台国際センター 日本 仙台 oral 有

24 学会 2019年3月8日 横谷 勇佑,織田 大介 Mallory-Weiss症候群の経過中に胃穿孔を来した1例 第55回 日本腹部救急医学会総会 仙台国際センター 日本 仙台 oral 有

25 研究会 2018年5月12日 寺尾 秀一,鈴木 志保 自己免疫性胃炎にみられる固着粘液と「泥沼除菌」 新たな（に）胃病変を考える会 品川　KTP 日本 大阪 oral 無

26 研究会 2018年6月19日 寺尾 秀一 逆萎縮だけでは見落とします- A型胃炎の内視鏡像 -
第34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9月7日 北代 隼,寺尾 秀一 クラミジア直腸炎の一例 第39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

28 研究会 2018年9月11日 寺尾 秀一
除菌成功後の発赤出現は危ない! -地図状発赤・斑状発赤と早期胃
癌 -

第35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

29 研究会 2018年10月1日 寺尾 秀一
ポストHp時代の内視鏡医の役割- Hp (未・現・既)とAIG、NHPHの内
視鏡診断  -

香川県消化器懇話会 高松国際ホテル 日本 高松 oral 無

30 研究会 2018年11月23日 北代 隼 特異な形態を呈したS状結腸癌の1例 第31回 早期大腸癌研究会 仙台国際センター 日本 仙台 oral 無

31 研究会 2018年12月4日 寺尾 秀一 やっぱり内視鏡像を信じよう - UBT以外の落とし穴 -
第36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

32 研究会 2019年1月24日 寺尾 秀一 A型胃炎の内視鏡像とその臨床・病理学的背景 364回 兵庫県消化管研究会 神戸ダイヤニッセイビル 日本 神戸 oral 無

33 研究会 2019年1月24日 北代 隼 症例呈示 第364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 oral 無

34 研究会 2019年2月28日 寺尾 秀一
内視鏡医に必要な胃炎内視鏡診断 -リスクを正しくみわけるために
-

姫路広畑オープンカンファレンス 製鐵記念広畑病院 日本 姫路 oral 無

35 研究会 2019年3月16日 大西 孝典 当院の肝性脳症の入院症例からの考察 第35回 加古川肝疾患懇話会 加古川プラザホテル 日本 加古川 oral 無

36 研究会 2019年3月19日 寺尾 秀一 表在型食道癌を見逃さないために
第37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

37 講演会 2018年8月25日 岡部 純弘 胆道・膵臓についてのよもやま話
第43回 兵庫県健康大学加古川講
座

ウェルネージかこがわ 日本 加古川 oral 無

38 講演会 2018年9月22日 岡部 純弘 膵胆道疾患診療についての四方山話
第22回 MH関西胆膵画像診断勉強
会

AP大阪梅田茶屋町 日本 大阪 oral 無

39 講演会 2018年7月18日 宮地 英行 大腸T1癌の追加腸切除についての知見と私見 第7回 明石播磨消化管研究会 ホテルキャッスルプラザ 日本 明石 oral 無

40 講演会 2018年9月8日 孝橋 道敬 当院における便中カルプロテクチン検査の運用状況 播磨炎症性腸疾患研究会 日本 神戸 oral 無

41 講演会 2019年2月7日 宮地 英行 大腸内視鏡による診断と治療〜仮想生検とAI診断の展望も含めて〜 平成30年度第4回 臨床談話会 ウェルネージかこがわ 日本 加古川 oral 無

42 講演会 2018年8月26日 寺尾 秀一 胃炎の京都分類と最近の知見
第34回 日本消化器内視鏡学会近
畿セミナー

京都テルサ 日本 京都 oral 無

43 講演会 2018年11月12日 寺尾 秀一
多施設共同研究からみえてきたA型胃炎　－ポストHp時代の内視鏡
医の役割－

第11回 京都胃学研究会 京都府立医科大学 日本 京都 oral 無

44 講演会 2018年12月1日 寺尾 秀一
Ｈｐ未・現・既感染の内視鏡診断のこつとAIG・NHPHの内視鏡像　-
リスクを正しくみわける胃炎診断のために -

第3回 豊中胃内視鏡健診勉強会 ホテル阪急エキスポパーク 日本 豊中 oral 無


