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1 学会 2021年4月16日 織田 大介,西澤 昭彦,岡部 純弘 門脈血栓症の病態と治療に関する臨床的検討
第107回 日本消化器病学
会総会

京王プラザホテル 日本 東京 Web oral
ワーク
ショップ

2 学会 2021年4月15日

平田 祐一,前田 敦成,土井 真由美,織邊 貴大,米澤 瑞華,
岡本 浩平,杉原 康介,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,西澤 昭彦,山城 研
三,寺尾 秀一,岡部 純弘

総胆管結石の治療困難例に対する当院の内視鏡治療の現状
第107回 日本消化器病学
会総会

京王プラザホテル 日本 東京 Web oral

3 学会 2021年7月10日 横谷 勇佑,平田 祐一,北代 隼,織田 大介,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106回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

リーガロイヤルホテル
大阪

日本 大阪 Web oral

パネル
ディス
カッショ
ン

4 学会 2021年7月10日 平田 祐一,峯 孝太朗,北代 隼,織田 大介,岡部 純弘
十二指腸狭窄を合併した症例に対する直視鏡を用いた経乳頭的ド
レナージ術

第106回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

リーガロイヤルホテル
大阪

日本 大阪 Web oral
ワーク
ショップ

5 学会 2021年7月10日

土井 真由美,織田 大介,前田 敦成,岡本 浩平,織邊 貴大,
杉原 康介,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,峯 孝太朗,今井 幸弘

先天性胆道拡張症に対する拡張胆管十二指腸吻合術後45年目に発
癌した1例(

第106回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

リーガロイヤルホテル
大阪

日本 大阪 Web oral

6 学会 2021年7月10日

入江 洋介,織田 大介,米澤 瑞華,土井 真由美,前田 敦成,
織邊 貴大,岡本 浩平,杉原 康介,峯 孝太朗,横谷 勇佑,北
代 隼,平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,西澤 昭彦,山城 研
三,岡部 純弘,今井 幸弘

免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象炎の2例
第106回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

リーガロイヤルホテル
大阪

日本 大阪 Web oral

7 学会 2021年9月11日
岡本 浩平,織田 大介,平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,西澤
昭彦,山城 研三,岡部 純弘,寺尾 秀一,今井 幸弘

当科で経験した結核性腹膜炎の3例
第233回 日本内科学会近
畿地方会

web開催 日本 Web oral

8 学会 2021年9月18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学的診断におけるENPD留置下連続膵液細胞診
(SPACE)の役割

第115回 日本消化器病学
会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral
シンポジ
ウム

9 学会 2021年9月18日

岡本 浩平,孝橋 道敬,青山 雄一郎,水上 稜介,清水 亜季
子,松浦 史弥,織邊 貴大,杉原 康介,米澤 瑞華,入江 洋
介,横谷 勇佑,多木 未央,織田 大介,平田 祐一,田村 勇,
西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,前田 詠理,今井 幸弘

黒色便を契機として小腸内視鏡検査で術前診断し得た回腸神経内
分泌腫瘍(NET)の1例

第115回 日本消化器病学
会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral

10 学会 2021年9月18日

織邊 貴大,織田 大介,岡部 純弘,青山 雄一郎,水上 稜介,
清水 亜季子,松浦 史弥,岡本 浩平,杉原 康介,米澤 瑞華,
横谷 勇佑,入江 洋介,多木 未央,平田 祐一,孝橋 道敬,田
村 勇,西澤 昭彦,山城 研三,前田 詠理,今井 幸弘

膵漿液性嚢胞腫瘍に併発した限局型自己免疫性膵炎(AIP)の1例
第115回 日本消化器病学
会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral

11 学会 2021年9月18日

杉原 康介,織田 大介,青山 雄一郎,水上 稜介,清水 亜季
子,松浦 史弥,岡本 浩平,織邊 貴大,米澤 瑞華,入江 洋
介,横谷 勇佑,多木 未央,平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,
西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,西村 透,今井 幸弘

十二指腸通過障害で発症し、術前診断不能であったgroove
pancreatic carcinomaの1例

第115回 日本消化器病学
会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral

診療科名等：消化器内科 2021年度：2021年4月～2022年3月

学会・研究会・講演会　発表
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12 学会 2021年9月18日

今井 明日香,峯 孝太朗,織田 大介,清水 亜季子,松浦 史
弥,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,米澤 瑞華,入江 洋
介,横谷 勇佑,多木 未央,平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,
西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,上月 章史,今井 幸弘

若年男性に発症し,特異な画像所見を呈した肝細胞腺腫(HCA)の一
例

第115回 日本消化器病学
会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral

13 学会 2021年9月18日
青山 雄一郎,矢野 嘉彦,岡本 典大,安冨 栄一郎,畑澤 友
理,塩見 優紀,上田 佳秀,児玉 裕三

門脈体循環シャントによる肝性脳症に対して傍臍静脈から塞栓治
療を行った一例

第115回 日本消化器病学
会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral

14 学会 2021年9月18日
土井 真由美,南 昌洋,河原 史明,井口 謙志,藤本 悠,原田
彩香,松井 恒樹,原 和也,山中 広大,三村 美津子,西岡 千
晴,千堂 宏義

超音波内視鏡下穿刺吸引法にて術前診断しえた肝副葉の一例
第115回 日本消化器病学
会近畿支部例会

web開催 日本 Web oral

15 学会 2021年9月23日
酒井 新,増田 充弘,江口 孝明,阿南 隆洋,古松 恵介,岡部
純弘,佐貫 毅,佐藤 悠,八木 洋輔,西 勝久,児玉 裕三

High risk stigmataを有するIPMN経過症例の予後からみた手術適
応の検討

第52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 oral
ワーク
ショップ

16 学会 2021年9月23日 平田 祐一,岡部 純弘
膵石に対する経口的膵管鏡(POPS)下電気水圧衝撃波結石破砕術
(EHL)の当院における現状

第52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 Web oral

17 学会 2021年10月8日 平田 祐一,岡部 純弘 治療困難結石症に対する胆道鏡の役割
第57回　日本胆道学会学
術集会

ベルサール虎ノ門 日本 東京 Web oral

18 学会 2021年11月6日

平田 祐一,土井 真由実,前田 敦成,岡本 浩平,織邊 貴大,
杉原 康介,米澤 瑞華,入江 洋介,横谷 勇佑,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102回　日本消化器内視
鏡学会総会(JDDW2021
KOBE 第29回 日本消化器
関連学会週間)

神戸国際展示場 日本 神戸 poster

19 学会 2021年11月26日

青山 雄一郎,孝橋 道敬,水上 稜介,清水 亜季子,松浦 史
弥,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,米澤 瑞華,入江 洋
介,横谷 勇佑,織田 大介,平田 祐一,田村 勇,西澤 昭彦,
山城 研三,岡部 純弘,寺尾 秀一,具 潤亜,大井 充,我妻
康平,仲瀬 浩志

MEFV遺伝子変異を有する難治性クローン病の一例
第12回 日本炎症性腸疾患
学会学術集会

ホテルイースト21東京 日本 東京 Web oral

20 学会 2021年12月11日 米澤 瑞華,平田 祐一,織田 大介,岡部 純弘 血管周囲に病変の主体を有する膵癌症例に対する診断法
第107回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral
シンポジ
ウム

21 学会 2021年12月11日 平田 祐一,米澤 瑞華,織田 大介,岡部 純弘 被包化壊死(WON)の内視鏡治療におけるGIF-2T240を用いた試み
第107回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral
ビデオ
ワーク
ショップ

22 学会 2021年12月11日 孝橋 道敬,入江 洋介,横谷 勇佑,西澤 昭彦,岡部 純弘
潰瘍性大腸炎(UC)における内視鏡代替マーカーとしての糞便カル
プロテクチン検査(FC)の再発予測因子としての有用性の検討

第107回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral

パネル
ディス
カッショ
ン

23 学会 2021年12月11日 入江 洋介,織田 大介,孝橋 道敬,田村 勇,岡部 純弘
当院におけるBridge to surgeryを目的とした大腸ステント留置
術の検討

第107回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral

パネル
ディス
カッショ
ン

24 学会 2021年12月11日
前田 敦成,大木元 彩夏,岸本 弘基,山本 匠悟,山本 貴央,
柴田 精彦,河野 未樹,浅田 裕也,中原 晶子,新井 憂,池川
卓哉,恵良 有紀子,黒田 浩平,白坂 大輔

急速に腫瘍径が増大した十二指腸胃型腺腫の1例
第107回 日本消化器内視
鏡学会近畿支部例会

神戸国際会議場 日本 神戸 oral
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25 学会 2022年2月5日

米澤 瑞華,入江 洋介,平田 祐一,青山 雄一郎,水上 稜介,
清水 亜季子,前田 敦成,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,
横谷 勇佑,織田 大介,多木 未央,孝 橋道敬,田村 勇,西澤
昭彦,山城 研三,岡部純 弘,石田 諒,今井 幸弘

術前の進展度診断にEUSおよびPOCSが有用であった胆嚢管癌の一
例

第116回 日本消化器病学
会近畿支部例会

大阪国際会議場 日本 大阪 Web oral

26 学会 2022年2月5日

織邊 貴大,織田 大介,青山 雄一郎,水上 稜介,清水 亜季
子,前田 敦成,岡本 浩平,杉原 康介,米澤 瑞華,横谷 勇
佑,入江 洋介,多木 未央,平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,
西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘,上月 章史,今井 幸弘

分枝型IPMNの経過観察中に急激に出現した膵退形成性癌の1例
第116回 日本消化器病学
会近畿支部例会

大阪国際会議場 日本 大阪 Web oral

27 学会 2022年2月5日

清水 亜季子,平田 祐一,青山 雄一郎,水上 稜介,松浦 史
弥,岡本 浩平,織邊 貴大,杉原 康介,米澤 瑞華,入江 洋
介,横谷 勇佑,織田 大介,多木 未央,孝橋 道敬,田村 勇,
鈴木 志保,西澤 昭彦,山城 研三,岡部 純弘

血管攣縮が原因と考えられた妊娠合併重症急性膵炎の1例
第116回 日本消化器病学
会近畿支部例会

大阪国際会議場 日本 大阪 Web oral

28 学会 2022年2月5日

水上 稜介,青山 雄一郎,土井 真由美,前田 敦成,岡本 浩
平,織邊 貴大,杉原 康介,米澤 瑞華,入江 洋介,横谷 勇
佑,織田 大介,平田 祐一,孝橋 道敬,田村 勇,西澤 昭彦,
山城 研三,岡部 純弘,今井 幸弘

胃小弯転移リンパ節に対するEUS-FNAにより確定診断可能であっ
た卵巣癌の一例

第116回 日本消化器病学
会近畿支部例会

大阪国際会議場 日本 大阪 Web oral

29 学会 2022年3月24日 織田 大介,横谷 勇佑,岡部 純弘
急性胆嚢炎に対する経皮経肝的および内視鏡的胆嚢ドレナージ術
についての検討

第58回 日本腹部救急医学
会総会

京王プラザホテル 日本 東京 oral

パネル
ディス
カッショ
ン

30 学会 2022年3月24日 横谷 勇佑,織田 大介,岡部 純弘
抗血栓薬内服患者における非静脈瘤性上部消化管出血についての
検討

第58回 日本腹部救急医学
会総会

京王プラザホテル 日本 東京 oral
ワーク
ショップ

31 研究会 2021年5月16日 寺尾 秀一 AIGの診断基準となるGastrin・PG値の提案
第３回A型胃炎の診断基準
確立に関する研究会

広島グリーンアリーナ 日本 広島 oral 基調講演

32 研究会 2021年9月14日 寺尾 秀一
誰もが見逃している!?　－ 最近報告が散見されるようになった
AIGの初期像と見つけ方 ―

第41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

33 研究会 2021年9月25日 青山 雄一郎 MEFV遺伝子異常を有する難治性クローン病の一例
The 4th Kobe IBD 
Clinical Conference

スペースアルファ三宮 日本 神戸 Web oral

34 研究会 2021年11月25日 城端 慧,服部 直,井上 裕太,織田 大介
ディスカッサー 『重症胆管炎・膵炎に対する各施設の取り組
み』

DDM(Digestive Diseases 
Meeting) in Himeji

web開催 日本 Web oral

35 研究会 2021年12月18日 平田 祐一 Interventional EUS 比較的最近導入した施設での教育法 第17回 関西FNA-Club web開催 日本 Web oral 基調講演


