
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 2020年6月27日
織田 大介,北代 隼,孝橋 道敬,田村 勇,岡部 純
弘

StageⅣ閉塞性大腸癌に対する大腸ステントの役割
第104回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral 有 パネル

2 学会 2020年8月11日

北代 隼,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,友藤
清爾,米澤 瑞華,入江 洋,，横谷 勇佑,織田 大
介,平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,鈴木 志,西澤
昭彦,山城 研三,岡部 純弘，寺尾 秀一

大腸憩室出血における出血源同定に与える因子の検討
第106回 日本消化器病学
会総会

web開催 日本
Web
poster

有

3 学会 2020年8月11日

米澤 瑞華，平田 祐一，織邊 貴大，友藤 清爾，
岡本 浩平，杉原 康介，横谷 勇佑，入江 洋介，
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

当科で経験した神経内分泌細胞癌成分を含む大腸腫瘍
の3例

第106回 日本消化器病学
会総会

web開催 日本
Web
poster

有

4 学会 2020年8月11日

孝橋 道敬,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,友藤
清爾,米澤 瑞華,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

メサラジン不耐症を呈した潰瘍性大腸炎12例の臨床像
の検討

第106回 日本消化器病学
会総会

web開催 日本
Web
poster

有

5 学会 2020年8月11日

織田 大介,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,友藤
清爾,米澤 瑞華,入江 洋介,横谷 勇佑,北代 隼,
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

当院における門脈血栓症の臨床的検討
第106回 日本消化器病学
会総会

web開催 日本
Web
poster

有

6 学会 2020年9月2日

平田 祐一，織田 大介，岡部 純弘，米澤 瑞華，
友 藤清爾，杉原 康介，織邊 貴大，岡本 浩平，
横谷 勇佑，入江 洋介，北代 隼，孝橋 道敬，田
村 勇，鈴木 志保，西澤 昭彦，山城 研三，寺尾
秀一

抗血栓薬服用者におけるEST付加EPLBDの安全性につい
て

第99回 日本消化器内視鏡
学会総会

京都国際会議場
およびweb開催

日本 京都
Web
poster

有

7 学会 2020年9月2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，通常型膵管癌との鑑別を要した膵
神経内分泌腫瘍の２例

第99回 日本消化器内視鏡
学会総会

京都国際会議場
およびweb開催

日本
Web
poster

有

8 学会 2020年10月1日 平田 祐一，岡部 純弘
当院における総胆管結石に対する胆道鏡下電気水圧衝
撃波結石破砕術(EHL)の現状

第56回 日本胆道学会学術
集会

web開催 日本 Web oral
ミニワー
ク

9 学会 2020年10月3日 平田 祐一,織田 大介,岡部 純弘,今井 幸弘
膵疾患に対する病理診断におけるENPD留置下連続膵液
細胞診の役割

日本消化器病学会近畿支
部第113回例会

大阪国際会議場
およびweb開催

日本 大阪 Web oral パネル

10 学会 2020年11月5日

平田 祐一，岡本 浩平，杉原 康介，織邊 貴大，
米澤 瑞華，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，鈴木
志保，西 澤昭彦，山城 研三，岡部 純弘，寺尾
秀一

当院における総胆管結石・膵石に対する電気水圧衝撃
波結石破砕術(EHL)の現状

第100回 日本消化器内視
鏡学会総会 (JDDW2020
KOBE 第28回 日本消化器
関連学会週間)

神戸国際会議場
およびweb開催

日本 神戸
Web
poster

11 学会 2020年11月6日 寺尾 秀一,今井 幸弘,渡辺 英伸 自己免疫性胃炎に合併した胃癌例の臨床病理学的検討 JDDW2020　Workshop 11
神戸コンベン
ションセンター

日本 神戸 Web oral 有

12 学会 2020年12月5日
岡本 典大,宮崎 はる香,徳永,英里,具 潤亜,竹中
春香,孝橋 道敬,大井 充,星 奈美子,児玉 裕三

CTLA-4欠損症に起因した自己免疫性腸症に対し6-メル
カトプリンが有用であった1例

第11回 日本炎症性腸疾患
学会学術集会

web開催 日本 Web oral ワーク

13 学会 2020年12月19日
入江 洋介,平田 祐一,北代 隼,織田 大介,岡部
純弘

膵疾患の病理学的診断における膵管擦過細胞診及び
ENBD留置下連続膵液細胞診(SPACE)の役割

第105回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

京都テルサおよ
びweb開催

日本 京都 Web oral パネル

14 学会 2020年12月19日
平田 祐一,横谷 勇佑,北代 隼,織田 大介,岡部
純弘

当院における超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術(EUS-
GBD)の現状

第105回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

京都テルサおよ
びweb開催

日本 京都 Web oral
ビデオ
ワーク

15 学会 2020年12月19日

米澤 瑞華,八木 洋輔,芦崎 理沙,永木 瑞穂,毛利
理沙,藤原 えり,八幡 晋輔,八木 優子,川西 政
敏,正井 栄一,湯浅 貞稔,山城 有機,山崎 富生,
阪口 博哉

当院での上部消化管異物除去術についての検討
第105回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

京都テルサおよ
びweb開催

日本 京都 Web oral

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：消化器内科 2020年度：2020年4月～2021年3月



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

16 学会 2021年3月11日 横谷 勇佑,織田 大介 異物誤飲に対する内視鏡的除去術の検討
第57回 日本腹部救急医学
会総会

web開催 日本 Web oral

17 研究会 2020年5月24日 寺尾 秀一,鈴木 志保
病理基準適合かつ自己抗体陽性例からみた、AIGの
GastrinおよびPG値の基準値の予備的検討

第99回日本消化器内視鏡
学会総会 附置研究会第２
回A型胃炎の診断基準確立
に関する研究会

国立京都国際会
館　(Web開催)

日本 京都 Web oral 無


