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1 学会 2019年5月24日 岡部 純弘,平田 祐一,織田 大介,江崎 健 膵疾患に対する造影超音波検査 ー歴史的変遷も踏まえてー
第92回 日本超音波医学会
学術集会

グランドプリンスホ
テル新高輪国際館パ
ミール

日本 東京
シンポジ
ウム

有

2 学会 2019年6月1日 平田 祐一,織田 大介,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97回 日本消化器内視鏡
学会総会

グランドプリンスホ
テル新高輪国際館パ
ミール

日本 東京
シンポジ
ウム

有

3 学会 2019年6月2日 織田 大介,宮地 英行,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
短期成績についての比較検討

第97回 日本消化器内視鏡
学会総会

グランドプリンスホ
テル新高輪国際館パ
ミール

日本 東京
シンポジ
ウム

有

4 学会 2019年6月21日
松井英則,林原絵美子,鈴木仁人,柴山 恵
吾,村山琮明,寺尾秀一,下山 克,間部克裕,
中村正彦

ヘリコバクター・スイス感染の迅速検査法の開発
第25回 日本ヘリコバク
ター学会学術集会

ウインク愛知 日本 名古屋市 oral 有

5 学会 2019年7月6日
北代 隼,織田 大介,孝橋 道敬,宮地 英行,
岡部 純弘

大腸憩室出血のmanagement ー有効な診断・治療法について
の検討ー

第102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
シンポジ
ウム

有

6 学会 2019年7月6日 平田 祐一,北代 隼,織田 大介,岡部 純弘
膵疾患に対する病理学的診断におけるEUS-FNAと経乳頭的検
体採取法の比較検討

第102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
シンポジ
ウム

有

7 学会 2019年7月6日
横谷 勇祐,八木 洋輔,八幡 晋輔,八木 優
子,川西 正敏,湯浅 貞稔,山城 有機,正井
栄一,山崎 富生,佐竹信祐

Elemental Diet tube留置後に食道潰瘍を繰り返し，穿孔を
来した1例

第102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

8 学会 2019年7月12日 岡部 純弘,平田 祐一,織田 大介,江崎 健 膵疾患に対する造影超音波検査 ー歴史的変遷も踏まえてー 第50回 日本膵臓学会大会
グランドニッコー東
京台場

日本 東京
シンポジ
ウム

有

9 学会 2019年10月5日

織邊 貴大,織田 大介,米澤 瑞華,友藤 清
爾,横谷 勇佑,入江 洋介,北代 隼,孝橋 道
敬,平 田祐一,田村 勇,宮地 英行,西澤 昭
彦,山城 研三,岡部 純弘,寺尾 秀一,西村
透

胃GISTとMALTリンパ腫が重複した一例
第111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 2019年10月5日

友藤 清爾,孝橋 道敬,織邊 貴大,米澤 瑞
華,入江 洋介,横谷 勇佑,北代 隼,織田 大
介,平田 祐一,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

上腸間膜動脈解離を誘因として非典型的な内視鏡像を呈した
虚血性腸炎の１例

第111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 2019年10月5日

米澤 瑞華,平田 祐一,織邊 貴大,友藤 清
爾,横谷 勇佑,入江 洋介,北代 隼,織田 大
介,孝橋 道敬,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

多発性肝腫瘤を契機に発見された大腸複合型腺内分泌細胞癌
(MANEC)の一例

第111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

12 学会 2019年10月5日

前田 敦成,平田 祐一,米澤 瑞華,織邊 貴
大,友藤 清爾,横谷 勇佑,入江 洋介,北代
隼,織田 大介,孝橋 道敬,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

術前診断にEUS-FNAが有用であった十二指腸GISTの一例
第111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

13 学会 2019年11月21日

織田 大介,入江 洋介,横谷 勇佑,北代 隼,
平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,宮地 英行,
鈴木 志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純
弘

当院におけるS状結腸軸捻転症の臨床的検討
第27回 JDDW 日本消化器
関連学会週間

神戸国際展示場 日本 神戸 poster 有
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14 学会 2020年1月18日
平田 祐一,北代 隼，織田 大介,西澤 昭
彦,岡部 純弘

非切除悪性遠位胆管閉塞に留置したfully-covered SEMSの迷
入および逸脱への対処法

第103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
シンポジ
ウム

有

15 学会 2020年1月18日

北代 隼,岡本 浩平,杉原 康介,織邊 貴大,
米澤 瑞華,友藤 清爾,入江 洋介,横谷 勇
佑,織田 大介,平田 祐一,孝橋 道敬,田村
勇,鈴木 志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部
純弘,寺尾 秀一,今井幸 弘

主膵管狭窄を伴い，通常型膵癌との鑑別を要した膵内分泌腫
瘍の1例

第103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

16 学会 2020年1月18日

横谷 勇佑,平田 祐一,孝橋 道敬,岡本 浩
平,杉原 康介,友藤 清爾,米澤 瑞華,織邊
貴大,入江 洋介,北代 隼,織田 大介,田村
勇,鈴木 志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部
純弘,寺尾 秀一,今井 幸弘

EUS-FNAにより診断可能であった副腎びまん性大細胞型B細胞
リンパ腫の1例

第103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

17 研究会 2019年4月18日 岡部 純弘 GERDにおけるボノプラザンの位置付け GI Expert Seminar 2019
西神オリエンタルホ
テル

日本 神戸 座長 無

18 研究会 2019年6月2日 鈴木 志保,寺尾 秀一
病理学所見を必須とした基準からみた場合の主要検査項目陽
性割合の検討

第97回 日本消化器内視鏡
学会 附置研究会 第1回A
型胃炎の診断基準確立に
関する研究会

グランドプリンスホ
テル新高輪

日本 東京 oral 有

19 研究会 2019年6月8日 鈴木 志保,寺尾 秀一 加古川胃X線検診における胃がんリスク評価の効果
第58回 日本消化器がん検
診学会総会附置研究会

岡山コンベンション
センター

日本 岡山 oral 有

20 研究会 2019年6月18日 寺尾秀一 見逃されやすい薬剤関連の下痢
第38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

21 研究会 2019年9月3日 寺尾秀一 Hp未感染のPPI難治性の胃潰瘍!?
第39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 2019年9月13日 外山 博近,岡部 純弘 Lecture
NETカンファレンスHYOGO-
WEST

スペースアルファ三
宮

日本 神戸 座長 無

23 研究会 2019年9月14日 孝橋 道敬 食道病変合併クローン病の2例
The 1st Kobe IBD
Clinical Conference

ANAクラウンプラザホ
テル神戸

日本 神戸 oral 無

24 研究会 2019年11月8日

米澤 瑞華,平田 祐一,入江 洋介,横谷 勇
佑,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,友藤
清爾,北代 隼,織田 大介,孝橋 道敬,田村
勇,鈴木 志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部
純弘,寺尾 秀一,今井 幸弘

多発性肝腫瘤を契機に発見された大腸複合型腺内分泌細胞癌
(MANEC)の一例

第41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

25 研究会 2019年11月23日 寺尾秀一
附置研病理学的診断基準(案)合致例からみたAIGのGastrin値
PG1.1/2比のカットオフ値の検討と今後の提案

第6回 A型胃炎コンセンサ
ス会議

TKPガーデンシティ品
川

日本 東京 oral 無

26 研究会 2019年12月5日 孝橋 道敬
成人スティル病に対する治療経過中に出現した消化管病変の
一例

第13回 はりま-IBDセミ
ナー

加古川商工会議所 日本 加古川 oral 無

27 研究会 2019年12月17日 寺尾秀一 GERDはないのに,つかえ・胸やけ・呑酸を呈する食道疾患
第40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

28 講演会 2002年1月8日 寺尾秀一 自己免疫性胃炎（Ａ型胃炎）の臨床像・内視鏡像・病理所見
第208回 横浜消化器内視
鏡医会集談会

横浜市健康福祉総合
センター

日本 横浜 oral 無

29 講演会 2019年4月19日 寺尾秀一
内視鏡医に必須の胃炎診断- Hp 未・現・既感染の鑑別
と,AIG,NHPHの内視鏡像-

第1回 静岡消化管疾患研
究会

静岡医師会館 日本 静岡 oral 無

30 講演会 2020年1月17日 寺尾秀一
内視鏡像で鑑別すべき胃炎  -Hp未・現・既感染,AIG ,NHPH
-

第56回 胃と腸東部会
順天堂大学保健看護
学部 三島キャンパス

日本 三島 oral 無


