【国際学会】

The Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL Single Topic Conference),
Yokohama, Japan, 2018.05.11
Efficacy of repeated lusutrombopag administrations for thrombocytopeniain patient
scheduled for planned invasive procedures
Sato S, Miyake T, Yazaki T, Tobita H, Kohge N
DDW2018, Washington, USA, 2018.06.03
Disparate effects of BMP4 signaling in esophageal squamous cells and barrett's epithelial
cells might contribute to the pathogenesis of barrett's esophagus
Tamagawa Y, Pham Thai, Ishimura N, Kinoshita Y, Spechler SJ, Souza RF, Wang DH
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【国内学会】

第14回日本消化管学会総会学術集会，東京，2018.02,09
6種抗原除去食療法が有効であった好酸球性胃腸炎の1例
沖本英子，石村典久，三上博信，泉

大輔，玉川祐司，三代

剛，

大嶋直樹，石原俊治，木下芳一
無症候性食道好酸球浸潤の臨床像に関する検討
石村典久，角
玉川祐司，三代

昇平，岡田真由美，三上博信，泉

大輔，沖本英子，

剛，大嶋直樹，石原俊治，木下芳一

潰瘍性大腸炎に対する血球除去療法再治療についての検討
楠

龍策，藤代浩史，末光信介，塚野航介，古谷聡史，小川さや香，

山之内智志，宮岡洋一，三宅達也，高下成明，今岡友紀，川島耕作
第31回日本腹部造影エコー・ドプラ診断研究会，和歌山，2018.03.31
1p36欠失症候群，糖尿病加療中女児に認められた多発肝細胞腺腫の1例
矢﨑友隆，磯田和樹，飛田博史，佐藤秀一
第104回日本消化器病学会総会，東京，2018.04.19～21
パネルディスカッション：GERD診断，治療の最先端
GERD診療におけるfunctional lumen imaging probeによる病態評価の有用性
三上博信，石村典久，木下芳一
ワークショップ：バレット腺癌の基礎と臨床
Barrett食道形成におけるSOX2及びΔNp63の発生抑制とSquamous cytokeratinの役割に
関する検討
玉川祐司，石村典久，木下芳一
プレナリー：小腸
日本人におけるセリアック病有病率の検討：Shimane CoHRE Study
福永真衣，石村典久，石原俊治，木下芳一
組織学的所見に基づいた臨床的寛解潰瘍性大腸炎患者における過敏性腸症候群様症状
の頻度に関する検討
川島耕作，石原俊治，福庭暢彦，片岡祐俊，山下詔嗣，園山浩紀，多田育賢，
楠

龍策，三島義之，大嶋直樹，結城崇史，木下芳一
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Helicobacter pylori 除菌症例の検討
楠

真帆，結城美佳，小林祥也，駒澤慶憲，雫

稔弘

肉腫による転移性膵腫瘍−多施設共同研究−
森山一郎，津田喬之，増田大介，有坂好史，吉田太之，根引浩子，遠藤文司，
伊藤嵩志，八隅秀二郎，河本博文
水素水の便秘解消効果に対する検証
結城美佳，駒澤慶憲，石飛ひとみ，永岡
福原寛之，松林夕子，中島さやか，雫

真，福庭暢彦，高橋芳子，
稔弘

非消化器科におけるHBV再活性化対策の現状
内田

靖，黒崎雅之，大崎住夫，辻

恵二，長谷川千登美，泉

並木

第95回日本消化器内視鏡学会総会，東京，2018.05.10～12
パネルディスカッション：H. pylori未感染・除菌後胃がんの内視鏡診断
H. pylori未感染胃における腺窩上皮優位型胃型胃癌の検討
柴垣広太郎，福山知香，木下芳一
当院におけるリンパ節腫大に対するEUS-FNAの検討
岡田真由美，森山一郎，角

昇平，園山浩紀，石原俊治，木下芳一

経鼻内視鏡における送水タンク内5%クリアッシュ溶液の有用性の検討
駒澤慶憲，結城美佳，福庭暢彦
細径内視鏡を用いた新しい内視鏡治療の試み～上咽頭腫瘍，
下咽頭癌及び幽門輪近傍胃
癌に対しての内視鏡的粘膜下層剥離術
結城崇史，尾上歩美，齊藤

宰，多田育賢，花岡拓哉，串山義則，内田

靖

極細径内視鏡による食道ESD
結城美佳，駒澤慶憲，雫

稔弘

当院における除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴～地図状発赤との鑑別のために～
大瀬貴之，井上裕太，阿部哲之，二井諒子，三木美香，阿部晶平，木下雅登，
佐々木綾香，田中克英，吉江智郎，佐貫

− 24 −

毅

第118回日本内科学会中国地方会，米子，2018.05.19
形成までの過程を経時的に確認できたBudd-Chiari症候群の1例
矢﨑友隆，磯田和樹，飛田博史，佐藤秀一，石原俊治，木下芳一，中村

恩

胃瘻造設を契機に発症した気腫性胃炎の剖検例
谷村隆志，泉
三浦将彦，堀江

大輔，兼村恵美子，竹田和希，加藤

順，村脇義之，

聡，河野通盛，吉村禎二

第109回日本消化器病学会中国支部例会，岡山，2018.06.09
教育セミナー：「慢性便秘症診療ガイドライン」を読み解く
木下芳一
ワークショップ：消化器炎症性疾患における診断・治療の現状と新展開
特別発言
足立経一
好酸球性胃腸炎と鑑別が困難であった好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例
板脇綾子，岡田真由美，石村典久，石原俊治，木下芳一
1p36欠失症候群に合併した小児の多発肝細胞腺腫の1例
沖本英子，矢﨑友隆，飛田博史，佐藤秀一，木下芳一
膵炎を契機に診断した膵癌の3例
福庭暢彦，石飛ひとみ，永岡
駒澤慶憲，雫

真，高橋芳子，福原寛之，結城美佳，

稔弘，森山一郎，西

健，林

彦多，川畑康成，田島義証，

木下芳一
虚血性腸炎を契機に偶発診断された腎癌膵転移の一例
齋藤

宰，尾上歩美，多田育賢，花岡拓哉，結城崇史，串山義則，内田

佐藤仁俊，三浦弘資
日本超音波医学会第91回学術集会，神戸，2018.06.10
無症候性B型肝炎ウイルスキャリアにおける肝弾性度の評価
佐藤秀一，飛田博史，矢﨑友隆，新田江里，福間麻子，三宅達也
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靖，

第54回日本肝臓学会総会，大阪，2018.06.14
ポスターシンポジウム（発表）:肝硬変の成因別実態
島根県井おける肝硬変の成因別実態の変遷
佐藤秀一，矢﨑友隆，飛田博史
Combination Elastography所見と病理組織所見との比較
飛田博史，矢﨑友隆，佐藤秀一
第72回日本食道学会学術集会，宇都宮，2018.06.28～29
ワークショップ：好酸球浸潤を来す食道疾患の話題
好酸球性食道炎患者における食道運動機能と食道壁伸展性についての検討
三上博信，石村典久，角

昇平，岡田真由美，沖本英子，大嶋直樹，

石原俊治，木下芳一
ワークショップ：好酸球浸潤を来す食道疾患の話題
好酸球性食道炎のPPI無効例に対するボノプラザンの効果に関する検討
沖本英子，石村典久，角
三代

昇平，岡田真由美，三上博信，玉川祐司，

剛，大嶋直樹，石原俊治，木下芳一

スギ花粉症に対する舌下免疫療法開始後に発症した好酸球性食道炎の1例
川島耕作，石村典久，沖本英子，角

昇平，岡田真由美，三上博信，

大嶋直樹，三島義之，石原俊治，木下芳一

第120回日本消化器内視鏡学会中国支部例会，米子，2018.07.01
大腸ESD後創縫縮の有用性に関する検討
結城崇史，多田育堅，串山義則，内田

靖

超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診（EUS-FNA)にて術前診断が可能であった腸管子宮内膜
症の一例
岸本健一，森山一郎，川島耕作，角

昇平，岡田真由美，園山浩紀，

柴垣広太郎，石村典久，石原俊治，木下芳一
好酸球性腸炎の治療後に大腸腫瘍性病変の内視鏡治療を行った1例
片岡裕俊，藤代浩史，末光信介，藤原
楠

文，塚野航介，山之内智志，

龍策，田中雅樹，宮岡洋一，三宅達也，高下成明
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第5回肝臓と糖尿病・代謝研究会，米子，2018.07.21
2型糖尿病を合併していない非アルコール性脂肪性肝疾患症例に対する糖尿病治療薬
（SGLT2阻害薬・DPP4阻害薬）の効果に関する検討：無作為化並行群間二重盲検比較試験
飛田博史，佐藤秀一，矢﨑友隆，木下芳一
第21回日本高齢消化器病学会大会総会，佐賀，2018.08.04
肝細胞癌に対するソラフェニブ投与例の後期高齢者・非後期高齢者での比較検討
佐藤秀一，矢﨑友隆，飛田博史，石村典久，石原俊治，木下芳一
日本超音波医学会第54回中国地方会学術集会，広島，2018.09.01
造影USで隔壁様の造影所見を呈した腹腔内血腫の一例
岸本健一，佐藤秀一，飛田博史，矢﨑友隆，木下芳一
超音波検査のみで確認された門脈ガス血症の2例
三宅達也，赤沼佳子，武田典子，公田幸子，石岡秀子，宮岡洋一，高下成明
第23回PEG・在宅医療学会学術集会，福岡，2018.09.15
著明な結腸ガス貯留によるPEG造設困難例に対する工夫：大腸内視鏡併用PEG造設の方
法と成績
川島耕作，三上博信，福庭暢彦，角

昇平，古谷聡史，園山浩紀，玉川祐司，

大嶋直樹，石原俊治，木下芳一
第77回日本公衆衛生学会総会，福島，2018.10.26
地域在住高齢者筋肉量低値に関与する因子の検討
赤木収二，木村安美
JDDW2018，2018.11.02，神戸
International Session:
NCCP and dysphagia, Esophageal motor activity
and wall distensibitily before and after endoscopic resection.
Mikami H, Ishimura N, Kinoshita Y
第60回日本消化器病学会大会，神戸，2018.11.01～04
シンポジウム：バレット食道，食道癌の診療と研究の最前線−欧米との違いを含めて−
BMP4シグナルを中心としたBarrett食道形成機序の解明
玉川祐司，石村典久，木下芳一
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ワークショップ：高齢者の消化器疾患への対応
高齢急性胆嚢炎患者における経皮経肝胆嚢ドレナージの安全性・有効性についての検討
山之内智志，宮岡洋一，藤代浩史
ワークショップ：Hp未感染胃癌の現状
Helicobacter pylori未感染者に発生した低異形度胃型胃癌（腺窩上皮型）と腺窩上皮過形
成の内視鏡像の検討
柴垣広太郎，福山知香，木下芳一
パネルディスカッション：胃食道逆流症の診療における内視鏡の役割
食道粘膜傷害の周在性と食道胃接合部からの距離との関連性についての検討
足立経一，野津

巧，三代知子

妊婦を対象としたGERDの有病率および消化器症状についての調査
沖本英子，石村典久，岡田真由美，石原俊治，木下芳一
鳥肌状胃炎における血中抗体検査陰性例の検討
足立経一，三代知子，野津

巧

当院におけるHBs抗原陰性固形癌・血液悪性腫瘍に対する化学療法施行時のHBV再活
性化リスク
内田

靖，齋藤

宰，多田育賢，花岡拓哉，結城崇史，串山義則

炎症性腸疾患患者における5−アミノサリチル酸製剤不耐・アレルギー例の現状
多田育賢，尾上歩美，齋藤

宰，花岡拓哉，結城崇史，串山義則，内田

レゴラフェニブ投与を考慮したソラフェニブ投与時背景の検討
佐藤秀一，飛田博史，矢﨑友隆，古田晃一朗，三宅達也，花岡拓哉，
高下成明，内田

靖，木下芳一

肝疾患外来通院患者を対象とした職業実態調査
佐藤秀一，矢﨑友隆，飛田博史，是永匡紹，木下芳一
第119回日本内科学会中国地方会，広島，2018.11.17
胆汁培養でのみ陽性の耐性菌が原因と考えられる敗血症性ショックを来した1例
兒玉康秀，三島義之，矢﨑友隆，岡田真由美，古谷聡史，石原俊治，
木下芳一，飛田博史，佐藤秀一
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靖

第9回日本炎症性腸疾患学会学術集会，京都，2018.11.22
pH依存型メサラジン放出調節製剤投与後に心筋炎を発症した潰瘍性大腸炎の1例
川島耕作，石原俊治，加藤輝士，片岡祐俊，古谷聡史，園山浩紀，三島義之，
大嶋直樹，木下芳一
第110回日本消化器病学会中国支部例会，出雲，2018.12.01～02
ワークショップ：H. pylori陰性時代の消化器病診療
当院におけるHelicobacter pylori未感染胃癌の検討
高橋佑典，柴垣広太郎，平原典幸，木下芳一
ワークショップ：H. pylori陰性時代の消化器病診療
当院における早期胃癌ESD症例のうち非萎縮性胃粘膜に発生した胃癌症例の検討
藤澤智雄，平田翔一郎，根岸

慎，小林沙代，名和

徹

ワークショップ：H. pylori陰性時代の消化器病診療
健診受信者における自己免疫性胃炎の頻度に関する検討
野津

巧，足立経一，三代知子

ワークショップ：消化器疾患と身体機能（栄養・サルコペニア・フレイル）
非アルコール性脂肪性肝疾患に対するSGLT2阻害薬投与による体組成の変化
飛田博史，佐藤秀一，矢﨑友隆，石原俊治，木下芳一
ワークショップ：消化器疾患と身体機能（栄養・サルコペニア・フレイル）好酸球性消化管
疾患に対する食事療法
沖本英子，石村典久，岡田真由美，大嶋直樹，木下芳一
Oxaliplatin投与後に門脈圧亢進症を認めた1例
石倉ゆか，矢﨑友隆，三島義之，飛田博史，石村典久，佐藤秀一，石原俊治，
木下芳一
経鼻内視鏡検診における咽頭観察標準化へのこころみ 風船バルサルバ法の有用性
結城美佳，駒澤慶憲，雫

稔弘

ボノプラザンはPPIに比べて高ガストリン血症を来す
谷村隆志，兼村恵美子，泉
三浦将彦，堀江

大輔，竹田和希，加藤

聡，河野通盛，吉村禎二，木下芳一

順，村脇義之，
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食道癌患者の自覚症状に関する検討
査

娜，石村典久，木下芳一

幽門前庭部狭窄を来した好酸球性胃炎の一例
三代

剛，濱本

航，張

優美，三上博信，生田幸広，長崎真琴

直腸癌による成人腸重積の一例
結城崇史，齋藤

宰，多田育賢，花岡拓哉，串山義則，内田

靖

血便を契機に発見され、内視鏡的切除により止血し得た腎細胞癌の大腸転移の一例
相見正史，懸桶英一，竹内庸浩，谷口英明，小林計太
炎症性腸疾患患者の妊娠・出産に関する意識調査
楠

真帆，結城美佳，石飛ひとみ，小林祥也，永岡

福庭暢彦，駒澤慶憲，雫

真，高橋芳子，

稔弘，結城崇史，藤代浩史

低血糖症を伴ったinsulin-growth factor2産生胃消化管間質腫瘍の一例
板脇綾子，園山浩紀，三島義之，飛田博史，石村典久，石原俊治，木下芳一，
山崎遥香，荒木亜寿香，石川典由
HBｓ抗原陰性固形がん症例におけるHBV再活性化リスク
内田

靖，齋藤

宰，多田育賢，花岡拓哉，結城崇史，串山義則

胆嚢管低位合流に合併した下部胆管癌の2例
福庭暢彦，石飛ひとみ，永岡
駒澤慶憲，佐藤秀一，雫

真，高橋芳子，福原寛之，結城美佳，

稔弘

第121回日本消化器内視鏡学会中国支部例会，出雲，2018.12.01～02
胃瘻造設後の繰り返す出血に対し，胃壁固定具によるクロス結紮が有用であった1例
高橋芳子，結城美佳，石飛ひとみ，永岡
福原寛之，駒澤慶憲，雫

真，楠

真帆，福庭暢彦，

稔弘

当院における十二指腸病変に対するUnderwater EMRの短期成績
結城崇史，齋藤

宰，多田育賢，花岡拓哉，串山義則，内田

− 30 −

靖

ダブルバルーン内視鏡にて摘出し得た小腸異物（歯間ブラシ）の1例
駒澤慶憲，結城美佳，石飛ひとみ，永岡
福庭暢彦，雫

真，松原夕子，高橋芳子，

稔弘

第42回日本死の臨床研究会年次大会，新潟，2018.12.08
事例検討

非がん性慢性疼痛とスピリチュアルペインを有する在宅パーキンソン病患者に

対する他職種連携での支援
花田

梢，横山幸生，吉岡

亮

第49回日本消化器がん検診学会・中国四国地方会，鳥取，2018.12.08
シンポジウム：消化器がん検診体制における諸問題と今後の展望
胃X線検診における慢性胃炎読影の現状
足立経一，野津

巧，三代知子，佐々木宏之，森

眞爾，三浦邦彦，佐藤方則

十二指腸腫瘍性病変についての検討
三代知子，野津

巧，足立経一

【共同発表】
「国際学会」
The 7 th Asian Congress of Dietetics, 2018.07.07, Hong Kong, China
Investigation of Maintenance Factors of Muscle Strength and Physical Performance in
Japanese Elderly Population
Yasumi Kimura, Shuji Akagi
The 11th International Conference on Cachexia, Sarcopenia and Muscle Wasting,
2018.12.07, Maastricht, Netherlands
Dietary factors for prevention sarcopenia in the elderly Japanese population.
Yasumi Kimura, Shuji Akagi

「国内学会」

第108回消化器病学会近畿支部例会，京都，2018.03.17
消化管出血をきたした胃動脈瘤の1例
新井

優，河野孝一郎，増田重人，小畠寛子，正木幸作，荒木康宏，

伏見洋子，河野玲子，加藤隆夫，西
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勝久

形態変化を呈した十二指腸Brunner腺過誤腫の1例
横谷勇祐，河野孝一郎，新井

優，増田重人，小畠寛子，正木幸作，

荒木康宏，伏見洋子，河野玲子，加藤隆夫，西

勝久

第118回日本内科学会中国地方会，米子，2018.05.19
肝細胞癌との鑑別が困難であった肝MALTリンパ腫の1例
青木慶仁，古田晃一朗，桐田

郁，岡本栄祐，木谷光博，椋本英光，

下村龍一
日本超音波医学会第91回学術集会，神戸，2018.06.08
心不全患者の肝うっ血評価におけるCombinational elastographyの有用性
坂本考弘，伊藤新平，内田利彦，黒田紘章，美濃地忠彦，飛田博史，
佐藤秀一，遠藤昭博，吉富裕之，田邊一明
第109回日本消化器病学会中国支部例会，岡山，2018.06.09
門脈血栓症に対してアンチトロンビンⅢ製剤が有効であった2例
谷口洋樹，楠

龍策，末光信介，藤原

文，塚野航介，古谷聡史，

山之内智志，宮岡洋一，三宅達也，藤代浩史，高下成明，今岡友紀
餅が原因となり出血性胃潰瘍をきたした2例
辻

喜一朗，山之内智志，古谷聡史，末光信介，藤原

楠

龍策，宮岡洋一，三宅達也，藤代浩史，高下成明

文，塚野航介，

腸重積を契機に診断した小腸リンパ管腫の1例
村脇義之，三浦将彦，堀江
泉

聡，加藤

順，竹田和希，兼村恵美子，

大輔，河野通盛，吉村禎二，梶谷真司，吉田

学，磯本

一

十二指腸主乳頭生検で補助診断を行なった自己免疫性膵炎の2例
竹田和希，村脇義之，兼村恵美子，泉

大輔，加藤

堀江

学，磯本

聡，河野通盛，吉村禎二，吉田

急性膵炎と肝膿瘍に合併した門脈血栓症の1例
竹内庸浩，懸樋英一，相見正史，谷口英明
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順，三浦将彦，
一

第54回日本肝臓学会総会，大阪，2018.06.15
血清内miR-379発現レベルはNAFLDの発症，進展および，NAFLD患者におけるコレステ
ロール代謝と関連する
岡本欣也，岡本敏明，三好謙一，的野智光，杉原誉明，平松
飛田博史，佐藤秀一，川中美和，原
磯本

憲，兵庫秀幸，

裕一，日野啓輔，茶山一彰，孝田雅彦，

一

第120回日本消化器内視鏡学会中国支部例会，米子，2018.07.01
Pembrolizumabによると思われる大腸炎の1例
木田川幸紀，山之内智志，末光信介，片岡祐俊，藤原
古谷聡史，楠

文，塚野航介，

龍策，田中雅樹，宮岡洋一，三宅達也，藤代浩史，高下成明

当院における直視コンベックス型EUSを用いた膵周囲液体貯留ドレナージの経験
塚野航介，楠

龍策，末光信介，藤原

文，古谷聡史，山之内智志，

田中雅樹，宮岡洋一，三宅達也，藤代浩史，高下成明，今岡友紀
日本超音波医学会第54回中国地方会学術集会，広島，2018.09.01
腹部超音波検診判定マニュアルの有用性
松原夕子，福原寛之，福庭暢彦
第119回日本内科学会中国地方会，広島，2018.11.17
コントラスト心エコーにて経過が追えた肝肺症候群を合併したアルコール性肝硬変の1例
田村

丈，多田育賢，齋藤

宰，花岡拓哉，結城崇史，串山義則，内田

靖

意識障害が目立った重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の1例
松本芽生，齋藤
内田

宰，尾上歩美，多田育賢，花岡拓哉，結城崇史，串山義則，

靖

第110回日本消化器病学会中国支部例会，出雲，2018.12.01～02
梅毒性直腸炎の一例
小川将也，塚野航介，末光信介，片岡祐俊，藤原
楠

文，山之内智志，

龍策，田中雅樹，宮岡洋一，三宅達也，藤代浩史，高下成明，今岡友紀，

内視鏡的に整復し得た，先進病変を伴わない胃−十二指腸型胃重積の1例
甲斐

弦，宮崎慎一，時松

葵，大廻あゆみ，森田照美，野田裕之
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Nivolumabを投与した切除不能進行胃癌に小腸穿孔を生じた1剖検例
堀江

聡，兼村恵美子，岡本敏明，泉

大輔，足立加津彦，村脇義之，

三浦将彦，河野通盛，吉村禎二，磯本

一

膵癌との鑑別を要した自己免疫性膵炎の1例
兼村恵美子，岡本敏明，泉
堀江

大輔，足立加津彦，村脇義之，三浦将彦，

聡，河野通盛，吉村禎二

肝類上皮血管内皮腫の一例
足立加津彦，兼村恵美子，岡本敏明，泉
堀江

大輔，村脇義之，三浦将彦，

聡，吉村禎二，河野通盛，竹田和希

第121回日本消化器内視鏡学会中国支部例会，出雲，2018.12.01～02
金属アレルギーを伴う胃癌手術例の経験
平井敬教，堀江

聡，岡本敏明，泉

三浦将彦，吉村禎二，磯本

大輔，足立加津彦，村脇義之，

一

造影EUSが有効であった直腸びまん性海綿状血管リンパ管種の一例
木田川幸紀，楠

龍策，末光信介，片岡祐俊，藤原

文，塚野航介，

山之内智志，田中雅樹，宮岡洋一，三宅達也，藤代浩史，高下成明，
今岡友紀
膵石嵌頓により胆管炎を来したbifurcated main pancreatic ductの一例
石飛ひとみ，福庭暢彦，楠
結城美佳，駒澤慶憲，雫

真帆，永岡

真，高橋芳子，福原寛之，

稔弘

内視鏡的に発見された大腸アニサキス症の1例
張

優美，濱本

航，三上博信，生田幸広，三代

剛，長﨑真琴

第21回日本病態栄養学会年次学術集会，2018.01.13，京都
当院における糖尿病透析予防指導の効果
野津里美，原

明宏，田中美紗子，米原久惠，石原佑佳子，内藤潤美，

古家寛司
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【その他の研究会】

大腸疾患研究会，2018.1.27，松江
Lynch症候群の疑診例
谷村隆志
第8回東播淡路胆膵研究会，2018.02.16，明石
主膵管拡張をきたしたPNETの1例
増田重人，加藤隆夫，新井

優，小畠寛子，正木幸作，荒木康宏，

伏見洋子，河野玲子，河野孝一郎，西

勝久

第2回機能性腸疾患研究会，2018.02.24，東京
慢性便秘症患者における小腸内細菌過剰増殖（SIBO）の頻度及び呼気中水素・メタン濃
度と結腸通過時間の関連
泉

大輔，石村典久，福山知香，角

沖本英子，玉川祐司，三代

昇平，岡田真由美，三上博信，

剛，石原俊治，木下芳一

第126回出雲消化器病研究会，2018.02.28，出雲
遺伝性出血性末梢血管拡張症の消化管病変について
石村典久
第286回松江市消化器研究会，2018.08.28，松江
若年HP陰性分化型癌の一例
谷村隆志
第287回松江市消化器勉強会，2018.10.23，松江
喉頭肉芽腫，食道炎
谷村隆志
島根アレルギーセミナー，2018.12.08，松江
好酸球性食道炎の診断時期と季節的特徴について
石村典久，川島耕作，岡田真由美，沖本英子，三上博信，大嶋直樹，
石原俊治，木下芳一
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【学術講演会等】

第14回日本消化管学会総会学術集会ランチョンセミナー，2018.02.10，東京
便秘診療における最新の知見：木下芳一
第11回日本カプセル内視鏡学会、第50回胃病態機能研究会、合同イブニングセミナー，
2018.02.10，東京
PPI 抵抗性 GERD の鑑別診断と治療戦略：木下芳一
鳥取県西部医師会臨床内科医会，2018.02.23，米子
消化器医からみた生活習慣病：足立経一
安来医師会講演会，2018.03.14，安来
H.pylori 陰性胃がん ～ H.pylori 感染診断と除菌後胃癌を含めて～：足立経一
ICUR，2018.03.22，ソウル
Similarities and Differences of EoE and EGE：木下芳一
雲南医師会（仁多ブロック）学術講演会，2018.05.17，雲南
酸分泌抑制薬の適切な投薬を考えよう !：谷村隆志
平成30年度島根県糖尿病療養指導士の会研修会，2018.05.20，松江
病院での糖尿病腎症重症化予防への取り組み：内藤潤美
東埼玉消化器病学術講演会，2018.06.25，埼玉
好酸球性消化案疾患の診断と治療の最前線：石村典久
平成30年度

第1回肝臓病教室，2018.06.29，出雲

より多くの肝炎患者を救うために当院でできること：佐藤秀一
第270回浜田薬剤師セミナー，2018.07.04，浜田
慢性便秘症に関する最近の話題：三代
市民公開講座

剛

「身近に潜む肝臓病を発見することの大切さ」，2018.07.29，出雲

肝炎患者さんをひとりでも多く救うために～肝疾患診療連携拠点病院の取り組みも含めて
～：佐藤秀一
身近に潜むメタボ関連肝疾患をご存知ですか？：飛田博史
肝がん早期発見の大切さ：三宅達也
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第79回山口県消化器がん検診研究会，2018.08.118，山口
H.pylori 陰性胃がん ～ H.pylori 感染診断と除菌後胃癌を含めて～：足立経一
黒田地区

病診連携講演会，2018.09.08，松江

GERD の診断と治療：谷村隆志
がんに関する市民公開講座

いっしょに考えましょう がん医療がん診療最前線，
2018.09.09，出雲

大腸癌なんて怖くない−早期発見・早期治療で解決を−：宮岡洋一
浜田地区学術講演会，2018.09.19，浜田
酸分泌抑制薬の適切な投薬を考えよう！：谷村隆志
第31回浜田臨床医研究会，2018.09.21，浜田
便秘診療のストラテジーについて：三代

剛

Partner in IZUMO 整形外科×消化器，2018.09.25，出雲
NSAIDs 処方の前に考えていただきたいこと～消化器内科の立場から～：宮岡洋一
平成30年度 第2回肝臓病教室，2018.09.28，出雲
今、C より注目される B 型肝炎のおはなし：矢﨑友隆
島根大学病院の最新治療2018秋，2018.09.29，松江
炎症性腸疾患センターの取り組み：新しい適切な診断と治療を求めて：石原俊治
平成30年度松江圏域働きざかりの健康づくり研修会，2018.11.01，松江
働きざかり世代の健康づくりー健診＆検診を活用して私たちにできること：内藤潤美
Next Symposium 2018 in Matsue，2018.11.09，松江
GERD 治療における酸分泌抑制薬の適切な投薬を考えよう !：谷村隆志
平成30年度 第3回肝臓病教室，2018.12.21，出雲
年末年始に備えた肝臓病教室：飛田博史
島根大学病院の最新治療2018冬，2018.12.22：出雲
炎症性腸疾患センターの取り組み：新しい適切な診断と治療を求めて：石原俊治
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