
開催日 学会名 タイトル 区分 筆頭者 共同演者 開催地

2007.10.18 -21 第45回日本消化器がん検診学会大会（JDDW 2007）
大腸内視鏡挿入困難例へのCT Colonography併用の有用性-注
腸X線検査との比較検討-

一般　ポスター 野崎良一 大湾朝尚，山田一隆 神戸

2007.11.17 第32回日本大腸肛門病学会九州地方会 潰瘍性大腸炎に対するATM療法 シンポジウム1 野崎良一 大湾朝尚，坂田玄太郎，山田一隆 別府

2007.11.30 12.1
第90回日本消化器病学会九州支部例会　第84回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会　（同時開催）

大腸３ 一般　座長 野崎良一 （なし） 長崎

2007.11.30 12.1
第90回日本消化器病学会九州支部例会　第84回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会　（同時開催）

大腸内視鏡挿入困難例へのCT Colonographyの有用性 一般　口演 野崎良一 坂田玄一郎，大湾朝尚，山田一隆 長崎

2007.2.1 -2 日本消化管学会総会第3回学術集会
大腸腫瘍性病変描出におけるColon VCARの有用性－CT
Colonographyの新しい展開－

一般　口演 野崎良一 松本徹也、山田一隆、高野正博 東京

2007.2.25 財団法人 日本消化器病学会 九州支部　第12回教育講演 真に効果的な大腸がん検診とは？ 教育講演 野崎良一 （なし） 福岡

2007.5.9 -11 第73回日本消化器内視鏡学会総会
CT Colonographyへの診断支援ソフトウェアCTC3評価版の臨床
応用－大腸腫瘍性病変検出能の検討－

一般　ポスター 野崎良一 山田一隆，高野正博 東京

2007.6.1 -2 第46回日本消化器がん検診学会総会 大腸がん検診精検受診率向上への取り組み 附属研究会　口演 野崎良一 四元純正、大湾朝尚、山田一隆、高野正博 京都
2007.6.8 -9 第89回日本消化器病学会九州支部例会 セッション：大腸１ 一般　座長 野崎良一 （なし） 福岡

2007.6.8 -9 第89回日本消化器病学会九州支部例会
直腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)－バイポー
ラ針状メスB-ナイフによる治療手技－

一般　口演 野崎良一 坂田玄太郎，大湾朝尚，山田一隆 福岡

2007.8.26 第15回日本大腸検査学会九州支部会 内視鏡室機能評価Ｖ５受審に向けて 教育講演　座長 野崎良一 （なし） 鹿児島

2007.9.20 -22
the 11th Congress of the Asian Federation of
Coloproctology(第11回アジア大腸肛門学会)

MASS SCREENING FOR COLORECTAL CANCER BY A
COMBINATION OF FECAL OCCULT BLOOD TESTING AND
FLEXIBLE SIGMOIDOSCOPY

一般　口演 野崎良一
Gentaro Sakata, Tomohisa Ohwan, Shunji Ogata,
Yoriyuki Tsuji, Kazutaka Yamada, Masahiro Takano　（山
田一隆）

東京

2007.9.8 -9 第25回日本大腸検査学会総会
CT Colonographyへの診断支援ソフトウェアCTC3評価版の臨床
応用

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 野崎良一 松本徹也、山田一隆、高野正博 東京

2007.9.8 -9 第25回日本大腸検査学会総会
クローン病に対するレミケード療法の有効性と問題点～当院に
おける使用症例の分析～

シンポジウム 野崎良一 松平美貴子、山田一隆 東京

2008.10.1 -4 JDDW 2008 第46回日本消化器がん検診学会大会 下部消化管 ポスター　座長 野崎良一 （なし） 東京

2008.10.1 -4 JDDW 2008 第76回日本消化器内視鏡学会総会
クローン病の小腸病変に対するマルチスライス CTによる仮想
小腸内視鏡（CT enterography）の有用性

一般　ポスター 野崎良一 松岡健三，大湾朝尚，山田一隆 東京

2008.11.21 -22
第92回日本消化器病学会九州支部例会 (第86回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会) 

CTコロノグラフィー普及への診断支援ソフトウェア（CTC3評価
版）の有用性

一般　口演 野崎良一 松岡健三，大湾朝尚，山田一隆 大分

2008.11.21 -22
第92回日本消化器病学会九州支部例会・第86回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会 

大腸2 座長 野崎良一 （なし） 大分

2008.11.26 第7回熊本心身医学懇談セミナー 異常が無かった大腸内視鏡検査後の対応について 講演 野崎良一 熊本

2008.11.29 -30 第26回日本大腸検査学会総会 大腸がん検診精検法としてＣＴコロノグラフィーは導入可能か？
パネルディスカッ
ション

野崎良一 松本徹也､山田一隆 東京

2008.2.23 第77回九州大腸肛門病懇談会
Evidence-Baced Medicine(EBM)からみた内視鏡的大腸ポリープ
摘除の意義　－大腸がん検診からポリープ摘除後のサーベイラ
ンスまで－

基調講演 野崎良一 なし 久留米

2008.4.10 第4回熊本ＩＢＳ研究会 ＩＢＳ（過敏性腸症候群）の診断と治療 特別講演 野崎良一 なし 熊本

2008.5.24 -26 第75回日本消化器内視鏡学会総会
大腸内視鏡挿入困難例に対するCT colonograpghyの臨床応用
と有用性について

一般　ポスター 野崎良一 坂田源太郎，松岡健三，大湾朝尚，山田一隆 神奈川

2008.5.30 -31 第47回日本消化器がん検診学会総会
大腸がん検診における効率的な免疫学的便潜血検査２日法の
受診間隔

シンポジウム 野崎良一 山田一隆，高野正博 福岡

2008.5.8 第94回日本消化器病学会
クローン病の再燃を断ち切る　～インフリキシマブ維持療法がも
たらしたクローン病治療の変遷～

ランチョンセミナー
座長

野崎良一 （なし） 福岡

2008.6.13 -14
第85回日本消化器内視鏡学会九州支部例会　（第91回日本
消化器病学会九州支部例会と合同）

経鼻内視鏡検査の有用性と問題点 ワークショップ 野崎良一 松岡健三、大湾朝尚、山田一隆 福岡

2008.8.2 第6回IBD Club Jr. Kyushu プログラム 一般演題・ 座長 野崎良一 （なし） 福岡

2008.8.24 第16回日本大腸検査学会九州支部会
より良い大腸検査をめざして　ー検査前のチェックからCTコロノ
グラフィーまでー

ランチョンセミナー
講演

野崎良一 なし 熊本

2008.9.20 第38回日本消化器がん検診学会九州地方会 大腸II 一般　座長 野崎良一 （なし） 熊本

2009.10.14 -17 第47回日本消化器がん検診学会大会　（JDDW2009)
新しい大腸検査法としての大腸内視鏡検査とCT colonography
併用の有用性─特に全大腸内視鏡検査不成功例に対して─

ポスターセッション 野崎良一 大湾朝尚、守安真佐也、山田一隆 京都

2009.10.31 レミケード発売7周年講演会 症例から学ぶインフレキシマブの適正使用
ラウンドテーブル
ディスカッション

野崎良一 （なし） 福岡市

2009.11.27 -28 第94回日本消化器病学会九州支部例会
Cronkhite-Canada症候群の治療経過中に上部内視鏡検査で発
見された美麗食道虫の一例

一般口演 野崎良一 眞方紳一郎、大湾朝尚、山田一隆 熊本

2009.11.27 -28 第94回日本消化器病学会九州支部例会 一般演題「大腸３」 座長 野崎良一 （なし） 熊本

2009.11.6 -7 第64回日本大腸肛門病学会学術集会
大腸癌術前診断としてのCT colonographyの有用性および大腸
腫瘍性病変検出におけるコンピューター診断支援の有用性

ビデオシンポジウ
ム

野崎良一
大湾朝尚、坂田玄太郎、眞方紳一郎、中村　寧、田中
正文、福永光子、高野正太、佐伯泰慎、久野三朗、緒
方俊二、山田一隆、高野正博

福岡

2009.2.12 日本消化管学会総会第5回学術集会
クローン病の小腸病変に対するマルチスライスCTによる仮想小
腸内視鏡（CT enterography)の有用性

一般　口演 野崎良一 山田一隆 東京

2009.6.11 八代市郡医師会学術講演会
潰瘍性大腸炎、クローン病の内科的治療　－日常診療に役立
つワンポイントアドバイス－

特別講演 野崎良一 （なし） 八代



2009.6.19 -20
第87回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 （第93回日本
消化器病学会九州支部例会と合同開催）

クローン病の小腸病変に対するマルチスライスＣＴによるCT
enterographyの有用性

一般　口演 野崎良一（94550214）
大湾朝尚（98151674）、松岡健三（94711673）、2）、坂田
玄太郎（91312075）、福永光子（95631179）、山田一隆
（94811888）

福岡

2009.6.19 -20
第87回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 （第93回日本
消化器病学会九州支部例会と合同開催）

一般演題（大腸６） 座長 野崎良一 （なし） 福岡

2009.8.29 第17回日本大腸検査学会九州支部会 教育講演Ⅲ 司会 野崎良一 （なし） 大分
2009.9.3 -4 第50回日本人間ドック学会学術大会 大腸がん検診－今後求められる効率の良い検診とは－ シンポジウム 野崎良一 なし 東京

2010.10.15 -16
JDDW2010
第8回日本消化器外科学会大 

一般演題（ポスター） 座長 野崎良一 （なし） 横浜市

2010.11.12 -13
第96回日本消化器病学会九州支部例会 第90回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

一般演題　大腸６ 座長 野崎良一 （なし） 沖縄

2010.11.26 -27 第65回日本大腸肛門病学会学術集会 一般演題　大腸内視鏡 座長 野崎良一 （なし） 静岡
2010.11.27 -28 第28回日本大腸検査学会総会 大腸内視鏡医の育成に向けた内視鏡研修の標準化 ワークショップ 野崎良一 松平美貴子、山田一隆 東京

2010.5.13 -15 第79回日本消化器内視鏡学会総会
クローン病特に重症例の小腸病変に対するCT enterographyの
有用性

シンポジウム 野崎良一 大湾朝尚、山田一隆 東京

2010.6.11 -12
第49回日本消化器がん検診学会総会
第25回医師認定研修

今後求められる効果的な大腸がん検診　－内視鏡検診とCT
colonographyを中心に－

講義 野崎良一 なし 沖縄

2010.6.11 -12
第49回日本消化器がん検診学会総会附置研究会「大腸が
ん検診精度管理検討研究会」

大腸内視鏡医の育成に向けたトレーニングの標準化 一般口演 野崎良一 大湾朝尚、守安真佐也、山田一隆 沖縄

2010.6.18 -19
(第95回日本消化器病学会九州支部例会第・)89回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

大腸精検法としてCT colonographyは導入可能か？ 一般口演 野崎良一 大湾朝尚、坂田玄太郎、山田一隆 北九州市

2010.6.29 -30
第99回日本消化器病学会九州支部例会 第93回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

テーマ「UC治療におけるBiologics治療の幕開け」 座談会？ 野崎良一 佐賀

2010.9.11 第40回日本消化器がん検診学会九州地方会 今後も求められる効率の良い大腸がん検診とは 教育講演 野崎良一 鹿児島市

2011.1.15 ペンタサ錠発売15周年記念講演会in九州
潰瘍性大腸炎に対するペンタサ錠４ｇの評価ー各施設の使用経
験を踏まえてー

依頼講演 野崎良一 （なし） 博多

2011.1.29 -30 第24回日本消化器内視鏡学会九州セミナー 消化器内視鏡医に役立つ直腸・肛門の診方 セミナー 野崎良一 福岡

2011.10.20 -23 第82回日本消化器内視鏡学会総会(JDDW2011)
ブレックファーストセミナー「潰瘍性大腸炎治療の原則とコツ」
講演１「臨床医が知っておくべき潰瘍性大腸炎の治療─5-ASA
製剤を中心にして─

講演 野崎良一 （なし） 福岡

2011.10.22
第66・67回合同日本消化器内視鏡技師学会　カプセル内視
鏡読影セミナー

カプセル内視鏡の実際─内視鏡技師のための読影トレーニン
グ─

講演 野崎良一 熊本

2011.11.18 -19 第92回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 ワークショップ２「新しい消化管診断学の確立に向けて」 コメンテーター 野崎良一 長崎

2011.11.18 -19
第98回日本消化器病学会九州支部例会・第92回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

一般演題・専修医・小腸 座長 野崎良一 （なし） 長崎

2011.12.23 第4回消化管CT技術研究会 大腸腫瘍におけるCTCの有用性　存在診断を中心に 講演 野崎良一 東京
2011.3.5 第１回熊本IBDカンファレンス 実臨床に役立つIBDの最新の診療 特別講演　司会 野崎良一 （なし） 熊本

2011.5.13 -15 第97回日本消化器病学会総会 「Ｓ状結腸鏡による大腸がん検診」
パネルディスカッ
ション（依頼講演）

野崎良一 なし 東京

2011.5.20 -22 第50回日本消化器がん検診学会総会
全大腸内視鏡検査の精度管理　―観察時間と腺腫の見逃し率
の関係―

一般口演 野崎良一 山田一隆 東京

2011.6.24 -25 第91回日本消化器内視鏡学会九州支部例会 クローン病の小腸病変に対するCT enterographyの有用性 シンポジウム 野崎良一 大湾朝尚、坂田玄太郎　福永光子、緒方俊二、山田一 久留米
2011.6.7 最新のInfliximab治療を考える会 出血性クローン病の小児例 症例提示 野崎良一 なし 熊本

2011.6.7 最新のInfliximab治療を考える会
特別講演　米国におけるIBD治療の現状～生物学的製剤を中
心とした具体的治療～

司会 野崎良一 （なし） 熊本

2011.7.30 IBD Club Jr. Kyushu (IBDK)第9回研究会
一般演題　症例呈示１「治療に難渋しているアメーバー成長園
の一例」　症例呈示２「膵炎で発症し、インフリキシマブ投与にて
軽快したクローン病の１例」

座長 野崎良一 （なし） 福岡

2011.9.17 -18 第29回日本大腸検査学会総会 一般演題 座長 野崎良一 （なし） 東京

2011.9.17 -18 第29回日本大腸検査学会総会
大腸腫瘍に対するディスポーザブル高周波はさみ鉗子
ClutchCutterを用いた内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の取り組

一般口演 野崎良一 松平美貴子、山田一隆 東京

2011.9.3 第2回南九州プログラフ研究会 一般演題 座長 野崎良一 （なし） 福岡

2012.10.10 -13 JDDW2012　第84回日本消化器内視鏡学会総会
ワークショップ5「大腸内視鏡およびCT-colonographyによる大腸
がん検診の今後の展開

司会 野崎良一 （なし） 神戸

2012.10.27
第2回杏林IBD Symposium in Kyushu "IBD・そこが知りたい"
凝縮の2時間

Ⅲ. 5-ASA "服薬遵守がUCのカギを握る"　【自験例からの報
告】

一般口演 野崎良一 福岡

2012.11.16 -17 第67回日本大腸肛門病学会学術集会
ディスポーザブル高周波はさみ鉗子ClutchCutterを用いた大腸
ESD　－大腸ESDの普及と標準化に向けて－

ビデオシンポジウ
ム

野崎良一

大湾朝尚, 入江朋子, 佐藤太一, 深見賢作，野口忠昭,
村田隆二, 中村寧, 守安真佐也, 田中正文，福永光子,
佐伯泰慎, 久野三朗, 辻順行, 緒方俊二，山田一隆, 高
野正博

福岡

2012.11.2 -3
（第100回日本消化器病学会九州支部例会・）第94回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

難治性潰瘍性大腸炎に対するインフリキシマブの治療効果 一般口演 野崎良一 大西敦之　大湾朝尚　山田一隆 鹿児島

2012.2.10 -11 第8回日本消化管学会総会学術集会 ディスポーザブル高周波はさみ鉗子ClutchCutterを用いた大腸 一般口演 野崎良一 山田一隆 仙台
2012.2.27 第33回人吉消化器疾患懇話会学術講演会 潰瘍性大腸炎、クローン病と鑑別を要する大腸疾患について 特別講演 野崎良一 （なし） 人吉

2012.5.12 -14 第83回日本消化器内視鏡学会総会
ディスポーザブル高周波はさみ鉗子ClutchCutterを用いた大腸
ESDの有用性と安全性

一般ポスター 野崎良一 大湾朝尚 、山田一隆 東京

2012.5.12 -14
第83回日本消化器内視鏡学会総会附置研究会：第3回消化
器内視鏡検診研究会

主題II：内視鏡検診の科学的検証と的確な運用をめざして 司会 野崎良一 （なし） 東京



2012.6.1 -2 第51回日本消化器がん検診学会総会 一般口演 座長 野崎良一 （なし） 熊本
2012.6.1 -2 第51回日本消化器がん検診学会総会 大腸内視鏡挿入困難例に対するCT colonographyの有用性 一般口演 野崎良一 大湾朝尚, 守安真佐也,  山田一隆 熊本

2012.6.14 天草IBD関連フォーラム
潰瘍性大腸炎・クローン病と鑑別を要する大腸疾患─内視鏡所
見を中心として─

特別講演 野崎良一 天草

2012.6.22 最新のInfliximab治療を考える会 演題「炎症性腸疾患に対するインフリキシマブ最新治療戦略」 座長 野崎良一 （なし） 熊本

2012.6.27 西区消化器病懇談会特別講演会
日常診療に役立つ大腸がん検診のワンポイントアドバイス─便
潜血検査からCT colonographyまで─

特別講演 野崎良一 （なし） 福岡

2012.6.29 -30
第99回日本消化器病学会九州支部例会　第93回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

ディスポーザブル高周波はさみ鉗子ClutchCutterを用いた大腸
ESD

一般口演 野崎良一 佐賀

2012.6.29 -30
第99回日本消化器病学会九州支部例会　第93回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

自験例から学ぶ5-ASA製剤の使い方 ランチョンセミナー 野崎良一
大湾朝尚, 野口忠昭, 深見賢作入江朋子, 佐藤太一, 中
村　寧, 守安真佐也村田隆二, 福永光子, 佐伯泰慎, 久
野三朗田中正文, 緒方俊二, 山田一隆

佐賀

2012.8.4 第20回日本大腸検査学会九州支部 シンポジウム 座長 野崎良一 （なし） 鹿児島

2012.9.16 第9回四国消化器内視鏡技師研究会
カプセル内視鏡セミナー　─内視鏡技師のための読影トレーニ
ング─

セミナー（講師） 野崎良一 高松

2012.9.2 第1回消化管先進画像診断研究会
講演「大腸カプセル内視鏡　スクリーニングへの可能性と今後の
展望」

司会 野崎良一 （なし） 東京

2013.1.12 Infliximab発売10周年　The past decade, Next decade Infliximabに残された課題の解決に向けて　～Discussion～ 基調講演 野崎良一 福岡

2013.1.25 -26 第9回日本消化管学会総会学術集会
ディスポーザブル高周波はさみ鉗子ClutchCutterを用いた大腸
ESD　─大腸ESDの標準化に向けて─

一般口演 野崎良一 山田一隆 東京

2013.10.9 -12 JDDW2013　第86回日本消化器内視鏡学会総会
先端系ナイフとはさみ鉗子型ナイフの併用とはさみ鉗子型ナイ
フ単独による大腸ESDの比較検討

ポスター 野崎良一 大西 敦之, 大湾 朝尚, 山田 一隆 東京

2013.11.15 -16 第68回日本大腸肛門病学会学術集会
大腸ESDにおけるはさみ鉗子型ナイフ単独と先端系と鉗子型ナ
イフ併用の比較検討

ビデオパネルディス
カッション

野崎良一

大湾朝尚　大西敦之　村田隆二　野口忠昭　深見賢作
入江朋子　佐藤太一　中村寧　田中正文　福永光子
佐伯泰愼　久野三朗　辻順行　緒方俊二　山田一隆
高野正博

東京

2013.11.8 -9
(第102回日本消化器病学会九州支部例会)　第96回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

全大腸内視鏡検査における内視鏡挿入形状観測装置（UPD-3）
の有用性

一般口演 野崎良一 宮崎

2013.11.8 -9
第102回日本消化器病学会九州支部例会　第96回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

研修医発表「大腸１」 座長 野崎良一 （なし） 宮崎

2013.2.1
第169回鹿児島消化器内視鏡研究会　第291回鹿児島県消
化器癌検診推進機構

CT colonographyの有用性とUPD（内視鏡挿入形状観測装置）を
活用した大腸内視鏡検査の実際

特別講演 野崎良一 鹿児島

2013.2.8 第5回熊本IBDカンファレンス 寛解期UCに対するペンタサ錠1日1回投与の服薬状況調査 トピックス 野崎良一 熊本

2013.4.13
Crohn's Disease Magagement Forum in 福岡─ヒュミラ市販
後全例調査報告会─

パネルディスカッションのパネリスト
パネルディスカッ
ション

野崎良一 福岡

2013.4.25
第60回日本保険薬局協会（NPｈA)九州・沖縄ブロック熊本エ
リア研修会

FD（機能性ディスペプシア）について 講演 野崎良一 熊本

2013.4.6 第2回埼玉消化器癌検診研究会 大腸がん検診について 講演 野崎良一 埼玉

2013.5.10 -12 第85回日本消化器内視鏡学会総会
ルーチン検査としての全大腸内視鏡検査における内視鏡挿入
形状観測装置（UPD）の有用性

ポスター 野崎良一 大西敦之　大湾朝尚　山田一隆 京都

2013.5.10 -12 第85回日本消化器内視鏡学会総会 一般演題（ポスター）大腸出血１ 司会 野崎良一 （なし） 京都

2013.5.11 第70回日本消化器内視鏡技師学会
医師と内視鏡技師のコラボによる理想的な腹部用手圧迫　─
とっておきのコツ─　─医師の立場から─

ランチョンセミナー 野崎良一 京都

2013.6.21 -22
（第101回日本消化器病学会九州支部例会）　第95回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

ディスポーザブル高周波はさみ鉗子ClutchCutterを用いた大腸
ESD　─大腸ESDの標準化に向けて─

ミニシンポジウム 野崎良一 北九州

2013.6.21 -22
第101回日本消化器病学会九州支部例会 第95回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

一般演題「大腸：腫瘍」 座長 野崎良一 （なし） 北九州

2013.7.11 第7回長崎消化管研究会 大腸3D-CTの話題 特別講演 野崎良一 長崎
2013.8.24 第21回日本大腸検査学会九州支部 一般演題 座長 野崎良一 （なし） 佐賀
2013.9.7 第43回日本消化器がん検診学会九州地方会 一般演題「大腸」 座長 野崎良一 （なし） 沖縄

2014.10.23 -26 JDDW2014 第88回日本消化器内視鏡学会総会
ワークショップ2「大腸がん検診におけるCTコロノグラフィの位置
づけ」

司会 野崎良一 （なし） 神戸

2014.11.7 -8 第69回日本大腸肛門病学会学術集会
医師と内視鏡技師のコラボによる大腸内視鏡挿入法：腹部用手
圧迫と内視鏡形状観測装置UPD-3の有用性

ビデオシンポジウ
ム

野崎良一

大西敦之、野口忠昭、深見賢作、入江朋子、佐藤太
一、中村寧、田中正文、高野正太、福永光子、佐伯泰
愼、久野三朗、辻順行、緒方俊二、山田一隆、高野正
博

横浜

2014.12.5 -6
第104回日本消化器病学会九州支部例会　第98回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

シンポジウム１「消化管ESDの合併症とその対策」 司会 野崎良一 （なし） 大分

2014.12.5 -6
第104回日本消化器病学会九州支部例会　第98回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会

「実践！潰瘍性大腸炎の内科治療　─5-ASAを中心に─ ランチョンセミナー 野崎良一 大分

2014.2.20 IBD Strategy Seminar IBDの内科的治療　～基本的治療から最新の治療まで～ 特別講演 野崎良一 熊本
2014.2.7 第7回熊本IBDカンファレンス 特別講演「炎症性腸疾患の画像診断のポイント」 司会 野崎良一 （なし） 熊本

2014.3.25 第14回大分腸疾患研究会
日常診療に役立つ大腸がん検診のワンポイントアドバイス　─
便潜血検査からCT colonographyまで─

特別講演 野崎良一 大分

2014.3.9 第4回消化管先進画像診断研究会
第1部　基調講演「大腸CT検査の低線量化と精度検証」　第5部
「東北における大腸CTの現状」

司会 野崎良一 （なし） 仙台

2014.5.15 -17 第87回日本消化器内視鏡学会総会 一般口演「大腸ESD2」 座長 野崎良一 （なし） 福岡



2014.6.19 第１０回熊本IBS研究会
機能性消化管障害：便秘症への対応～アミティーザの臨床使用
経験も踏まえて～

特別講演 野崎良一 熊本

2014.6.6 -7 第53回日本消化器がん検診学会総会 一般演題「大腸２」 座長 野崎良一 （なし） 福井
2014.6.6 -7 第53回日本消化器がん検診学会総会 大腸CT検査の実際 ランチョンセミナー 野崎良一 なし 福井
2014.7.25 第32回熊本アイ・ビー・ディー研究会 一般演題座長 座長 野崎良一 （なし） 熊本

2014.7.4
第103回日本消化器病学会九州支部例会（第97回日本消化
器内視鏡学会九州支部例会）

クローン病の消化管病変に対する消化管CT検査（CT
enterocolonography）の有用性

シンポジウム 野崎良一 福岡

2014.8.23 第22回日本大腸検査学会九州支部 大腸疾患診療におけるCTコロノグラフィーの位置づけ ランチョンセミナー 野崎良一 （なし） 沖縄
2014.9.14 第5回消化管先進画像診断研究会 特別講演「消化管の超音波診断」 司会 野崎良一 （なし） 札幌

2014.9.20
第39回日本大腸肛門病学会九州地方会　第30回九州ストー
マリハビリテーション研究会

大腸ESDにおけるはさみ鉗子型ナイフ単独と先端系・はさみ鉗
子型ナイフ併用の比較検討

シンポジウム 野崎良一 佐賀

2014.9.5 第5回宇城消化器カンファレンス カプセル内視鏡について　─小腸から大腸まで─ 特別講演 野崎良一 熊本
2015.10.30 第1回熊本IBDの集い 話題提供、総合司会 司会 野崎良一 熊本
2015.11.13 -14 第70回日本大腸肛門病学会学術集会 肛門病変のケアについて ランチョンセミナー 野崎良一 （なし） 名古屋

2015.12.4 -5
（第106回日本消化器病学会九州支部例会） 第100回日本
消化器内視鏡学会九州支部例会

対策型大腸がん検診としての大腸内視鏡検査特にシグモイドス
コピーの有効性

シンポジウム 野崎良一
星子新理、後藤英世、大湾朝尚　深見賢作、野口忠
昭、中村　寧、福永光子　佐伯泰慎、久野三朗、岩本一
亜、松崎秀幸　辻　順行、山田一隆、高野正博

福岡

2015.12.4 -5
第106回日本消化器病学会九州支部例会 第100回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

研修医発表「大腸３」 座長 野崎良一 （なし） 福岡

2015.2.13 -14
第11回日本消化管学会総会学術集会　（第8回日本カプセ
ル内視鏡学会学術集会・第47回胃病態機能研究会）

先端系ナイフとはさみ鉗子型ナイフ併用は大腸ESDの標準的治
療となりうるか

一般口演 野崎良一 東京

2015.3.15 第6回消化管先進画像診断研究会 大腸CT検査に関する臨床研究 一般口演 野崎良一 神戸

2015.6.19 -20 第99回日本消化器内視鏡学会九州支部例会
直腸NET（カルチノイド）内視鏡に対するはさみ型鉗子を用いた
内視鏡的粘膜下層剥離術の有用性

一般口演 野崎良一 後藤英世,  星子新理大湾朝尚,  山田一隆 長崎

2015.6.5 -6 第54回日本消化器がん検診学会総会 一般演題 座長 野崎良一 （なし） 大阪

2015.6.5 -6 第54回日本消化器がん検診学会総会 対策型検診へのシグモイドスコピーの導入と位置付け
パネルディスカッ
ション

野崎良一 大湾朝尚　山田一隆 大阪

2015.6.5 -6
第54回日本消化器がん検診学会総会　附置研究会１　大腸
がん検診精度管理検討研究会

スクリーニング内視鏡としての全大腸内視鏡検査の標準化に向
けて

附置研究会 野崎良一 大湾朝尚　守安真佐也　松崎秀幸　山田一隆 大阪

2015.6.9 第49回大分臨床消化器研究会
大腸ESDおよびコールド・ポリペクトミー　─高野病院における取
り組みと治療成績─

特別講演 野崎良一 大分

2015.8.22 第23回日本大腸検査学会九州支部 シンポジウム 司会 野崎良一 宮崎

2015.8.25 第39回金沢南消化器研究会
大腸疾患診療におけるCT colonographyの位置付け　─高野病
院における実践を基に─

特別講演 野崎良一 金沢

2015.8.29 第13回九州消化管疾患治療研究会 主題２「IBDに対する生物学的製剤の長期効果」 座長 野崎良一 （なし） 福岡
2016.1.15 第84回大腸癌研究会 ポスター座長 座長 野崎良一 （なし） 熊本

2016.10.15 -19 UEG Week 2016
Mass screening for colorectal cancer by using a fecal
immunochemical test in combination with flexible sigmoidoscopy

ポスター 野崎良一 山田一隆　高野正博 Vienna, Austria

2016.10.7 第5回佐賀消化管CT研究会
大腸疾患に対するCT Colonography（大腸CT検査）の有用性─
炎症性腸疾患を含む─

特別講演 野崎良一 佐賀

2016.11.18 -19 第71回日本大腸肛門病学会学術集会
CT colonographyの大腸腫瘍性病変検出におけるコンピュータ
支援診断の有用性

ポスター 野崎良一
野口忠昭　深見賢作　中村寧　田中正文　高野正太
福永光子　佐伯泰愼　久野三朗　岩本一亜　辻　順行
緒方俊二　山田一隆　高野正博

三重

2016.11.25 -26
第108回日本消化器病学会九州支部例会　第102回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

シンポジウム３「ESD困難例の克服」 特別発言 野崎良一 なし 熊本

2016.11.25 -26
第108回日本消化器病学会九州支部例会　第102回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

研修医発表「大腸４」 座長 野崎良一 なし（座長） 熊本

2016.11.3 -6 JDDW2016　第54回 日本消化器がん検診学会大会 便潜血検査とシグモイドスコピーを併用した対策型大腸がん検 会長講演 野崎良一 なし 神戸

2016.2.26 -27 第12回日本消化管学会総会学術集会
直腸NET（カルチノイド）に対する内視鏡治療戦略　─はさみ型
鉗子を用いた内視鏡的粘膜下層剥離術の有用性

主題　ワークショッ
プ

野崎良一 後藤英世　星子新理　緒方俊二　山田一隆 東京

2016.2.27 第 9 回日本カプセル内視鏡学会学術集会 特別企画「読影支援における診断精度向上とは」基調講演 講演 野崎良一 福岡
2016.3.6 第8回消化管先進画像診断研究会 当番世話人 当番世話人 野崎良一 福岡

2016.5.12 -14 第91回日本消化器内視鏡学会総会

医師と内視鏡技師のコラボレーションによる腹部用手圧迫法に
よる大腸内視鏡挿入法―上達のための内視鏡形状観測装置の
有用性 Colonoscopy insertion method using abdominal
manipulation with collaboration of doctors and endoscopy
technicians -Usefulness of endoscopy positioning system
(UPD-3)-

ビデオワークショッ
プ

野崎良一 星子新理　山田一隆 東京

2016.6.10 -11 第55回日本消化器がん検診学会総会
パネルディスカッション「大腸がん検診の精検におけるCTコロノ
グラフィーの位置付け」

司会 野崎良一 なし 鹿児島

2016.6.10 -11 第55回日本消化器がん検診学会総会　第31回医師認定研 講義「大腸」 講義 野崎良一 なし 鹿児島

2016.6.24 -25 第107回日本消化器病学会九州支部例会
大腸ESD におけるはさみ鉗子型ナイフ単独と先端系・はさみ鉗
子型ナイフ併用の比較検討─先端系・はさみ鉗子型ナイフ併用
は大腸ESD の標準的治療となりうるか

特別企画 野崎良一 なし 佐賀

2016.7.23 第2回西南九州下部消化管疾患セミナー
ディスカッション「IBDの画像検査　─どのタイミングで何の検査
をするか─」

座長 野崎良一 なし 熊本

2016.8.6 第24回日本大腸検査学会九州支部会
直腸カルチノイド（NET）に対する内視鏡治療戦略　－はさみ型
鉗子を用いた内視鏡的粘膜下層剥離術の有用性－

シンポジウム 野崎良一 星子新理　後藤英世　山田一隆 大分



2016.8.6 第24回日本大腸検査学会九州支部会 閉会挨拶 挨拶 野崎良一 なし 大分
2016.9.17 九州IBD講演会 Closing remarks 挨拶 野崎良一 福岡
2016.9.2 熊本IBDカンファレンス Opening remarks 挨拶 野崎良一 熊本

2017.1.28 第27回埼玉県大腸がん検診セミナー
大腸内視鏡検診のQuality indicatorと大腸がん検診における大
腸CT検査（CT colonography）の意義

特別講演 野崎良一 埼玉

2017.10.11 胃腸科・肛門科IBD専門病院　IBDチーム交流会 新病院におけるIBDセンター／内視鏡センターについて 司会 野崎良一 （なし） 熊本

2017.10.12 -15 JDDW2017　第59回日本消化器病学会大会
The long-term efficacy of adalimumab on Crohn's disease with
perianal lesions and poor prognostic factor analysis.

International Poster
Session

野崎良一 後藤英世　辻順行　高野正太　山田一隆　高野正博 福岡

2017.10.19 第2回熊本IBDの集い IBD診療の現況 一般口演 野崎良一 熊本
2017.10.20 炎症性腸疾患懇話会 炎症性腸疾患のトータルマネジメントを目指して 講演II 野崎良一 沖縄
2017.11.10 -11 第72回日本大腸肛門病学会学術集会 一般演題「腸疾患の臨床」 座長 野崎良一 （なし） 福岡

2017.11.10 -11 第72回日本大腸肛門病学会学術集会
直腸NETに対する内視鏡治療戦略─はさみ型鉗子を用いた内
視鏡的粘膜下層剥離術の有用性─

要望演題 野崎良一
村岡正武　後藤英世　桑原大作　野口忠昭　深見賢作
中村寧　田中正文　高野正太　福永光子　佐伯泰愼
久野三朗　岩本一亜　辻順行　山田一隆　高野正博

福岡

2017.11.17 -18
第110回日本消化器病学会九州支部例会・第104回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

ランチョンセミナー9「IBD診療におけるCAP療法の役割　─非薬
物療法としてのメリットを考える─」

司会 野崎良一 （なし） 沖縄

2017.11.21
第114回日本保険薬局協会（NPhA）九州・沖縄ブロック熊本
エリア研修会

炎症性腸疾患治療の現況 講演 野崎良一 熊本

2017.11.4
IBD Seminar in Kumamoto 　─Golimumab UC効能追加講演
会─

特別講演「客観的モニタリングに基づくUC診療の最適化」 座長 野崎良一 （なし） 熊本

2017.11.4 -5 第35回日本大腸検査学会総会 セッション 司会 野崎良一 （なし） 福岡

2017.12.4 -6 2nd World Congress of Digestive Diseases (WCDD-2017)
Mass screening for colorectal cancer by using a fecal
immunochemical test in combination with flexible

招待講演 野崎良一 福岡

2017.2.15 -18 12th Congress of ECCO
The long-term　efficacy of adalimumab on Crohn’s disease
comorbid with perianal lesions and poor prognosis factor

ポスター 野崎良一 後藤英世　辻　順行　高野正太　山田一隆　高野正博 バルセロナ

2017.3.4 第73回山口県消化器がん検診講習会 第73回山口県消化器がん検診講習会 講師 野崎良一 山口
2017.4.13 熊本IBS研究会 特別講演II「診療ガイドラインからみた今後の便秘診療」 座長 野崎良一 （なし） 熊本

2017.4.2
市民公開講座「知ってほしいがん検診の進歩～がんから身
を守るために～」

みんなに知ってほしい大腸がん検診の話　─大腸がんから身を
守るために─

講演 野崎良一 熊本

2017.5.19 -20
第109回日本消化器病学会九州支部例会　第103回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

一般演題「大腸６」 座長 野崎良一 （なし） 福岡

2017.6.16 人吉球磨郡消化器病講演会
炎症性腸疾患のトータルマネジメントを目指して　―高野病院の
チーム医療を含めて―

講演 野崎良一 熊本

2017.6.23 -24 第56回日本消化器がん検診学会総会
教育講演「大腸ポリープ摘除後サーベイランス：Japan Polyp
Studyの結果から」

司会 野崎良一 （なし） 茨城

2017.6.23 -24 第56回日本消化器がん検診学会総会
附置研究会1 「大腸がん検診精度管理検討研究会」「大腸CT検
査の標準化に必要な認定医師や認定技師の要件について」

当番世話人 野崎良一 茨城

2017.6.23 -24 第56回日本消化器がん検診学会総会
便潜血検査免疫2日法とシグモイドスコピーを併用した大腸がん
検診─対策型検診としての当施設の取り組み

シンポジウム 野崎良一 茨城

2017.7.22 第559回札幌胃と腸を診る会特別講演会
大腸内視鏡検診のQuality indicatorと大腸がん検診における大
腸CT検査（CT colonography）の意義

特別講演 野崎良一 札幌

2017.9.16
第42回日本大腸肛門病学会九州地方会　第33回九州ストー
マリハビリテーション研究会

ワークショップ2「炎症性腸疾患の内科・外科治療の進歩と連携」 司会 野崎良一 なし 熊本

2017.9.23 -26 Asian Pacific Digestive Week (APDW) 2017
Reduction in the risk of mortality by performing mass screening
for colorectal cancer using fecal occult blood testing in
combination with flexible sigmoidoscopy

電子ポスター 野崎良一 香港

2018.1.27 第3回西南九州下部消化管疾患セミナー 大腸内視鏡の精度管理について 講演 野崎良一 熊本
2018.10.12 -13 第36回日本大腸検査学会総会 大腸CT検査の現状と将来展望 教育講演 野崎良一 なし 岩手

2018.10.20 -24
UEGW 2018 (The 26th United European Gastroenterology
Week)

Determining the most effective surveillance system after an
endoscopic polypectomy: A study based on the long-term
surveillance of 3,038 patients

デジタルポスター 野崎良一 中村寧、山田一隆 Vienna, Austria

2018.10.6
第43回日本大腸肛門病学会九州地方会　第34回九州ストー
マリハビリテーション研究会

ワークショップ「大腸コールドポリペクトミーの現況と問題」 司会 野崎良一 なし 福岡

2018.11.1 -4 JDDW2018　第56回日本消化器がん検診学会大会 デジタルポスターセッション1「大腸（大腸内視鏡検査）」 座長 野崎良一 （なし） 神戸

2018.11.1 -4 JDDW2018　第56回日本消化器がん検診学会大会
内視鏡的大腸ポリープ摘除後のサーベイランスはいかにあるべ
きか─3,038例のサーベイランス結果をもとに─

デジタルポスター 野崎良一 中村寧　山田一隆 神戸

2018.11.15 -18 APDW2018 (Asian Pacific Digestive Week )
Relationship between colonoscopic withdrawal times and the
non-detection of adenomas

一般口演 野崎良一 ソウル、韓国

2018.11.2 -3 第81回日本消化器内視鏡技師学会
ベンダープログラム「いまさらだけど生切れとどう違うの？？？
─もっと知りたいColdPolypectomy!─」

ベンダープログラム 野崎良一 京都

2018.11.9
第112回日本消化器病学会九州支部例会　第106回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

研修医発表「大腸３」 座長 野崎良一 （なし） 鹿児島

2018.2.16 八代市郡学術講演会 当院におけるIBD治療の実際と医療連携 講演 野崎良一 熊本
2018.2.22 荒尾市医師会学術講演会 当院におけるIBD治療の実際と医療連携 講演 野崎良一 熊本



2018.2.3 Stelara? Round Table Meeting
製品紹介「ヒト型抗IL-12/23ｐ40モノクローナル抗体製剤　ステ
ラーラ皮下注45mg/点滴静注130mg」

座長 野崎良一 （なし） 熊本

2018.2.9 -10 第14回日本消化管学会総会学術集会
医師と内視鏡技師のコラボレーションによる腹部用手圧迫法を
用いた大腸内視鏡挿入法　─内視鏡形状観測装置UPD-3の有
用性を含めて

要望演題 野崎良一 山田一隆 東京

2018.3.24 第3回IBDAを語る会in小倉 高野病院　症例 コメンテーター 野崎良一 なし 北九州

2018.4.21 第2回熊本消化管画像研究会
大腸内視鏡検査のQuality indicatorと大腸がん検診における大
腸CT検査の意義

特別講演 野崎良一 熊本

2018.5.10 -12 第95回日本消化器内視鏡学会総会 大腸内視鏡検査における観察時間と大腸腺腫の見逃しの関連 ポスター 野崎良一
中村寧　深見賢作　野口忠昭　福永光子　佐伯泰慎
岩本一亜　久野三朗　高野正太　辻順行　山田一隆

東京

2018.6.8 -9
第111回日本消化器病学会九州支部例会・第105回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

ランチョンセミナー５「潰瘍性大腸炎の診断と治療　─最近の話
題─」

司会 野崎良一 なし 北九州

2018.6.8 -9 第57回日本消化器がん検診学会総会
大腸CT検査と全大腸内視鏡検査の診断比較―精密検査法とし
て同等と位置付けられるのか

シンポジウム 野崎良一 なし 新潟

2018.8.18 第26回日本大腸検査学会九州支部会 ランチョンセミナー「炎症性腸疾患診療のUp to Date」 司会 野崎良一 （なし） 福岡

2018.9.14 第37回首都圏大腸内視鏡研究会
大腸がん死の撲滅に向けて　─受診率向上から見逃さない精
度管理─

特別講演 野崎良一 東京

2018.9.18 第26回日本大腸検査学会九州支部例会 ランチョンセミナー「炎症性腸疾患診療のUp to Date」 司会 野崎良一 （なし） 福岡
2018.9.9 第13回消化管先進画像診断研究会 教育講演「対策型検診への大腸内視鏡導入に向けた期待と課 司会 野崎良一 （なし） 大阪
2019.10.11 -12 第74回日本大腸肛門病学会学術集会 モーニングセミナー1「潰瘍性大腸炎合併大腸癌の問題」 座長 野崎良一 なし 東京

2019.10.11 -12 第74回日本大腸肛門病学会学術集会
直腸NETに対する内視鏡治療戦略－内視鏡的粘膜下層剥離術
の有用性－

要望演題 野崎良一 後藤英世、星子新理、山田一隆 東京

2019.11.21 -24 JDDW2019第61回日本消化器病学会大会 International Poster Session17「Lower-GI disorders Ⅳ」 座長 野崎良一 なし 神戸

2019.11.21 -24 JDDW2019第61回日本消化器病学会大会
UCにおける大腸癌リスクと最適な治療による長期寛解維持の
重要性

ブレックファースト
セミナー

野崎良一 なし 神戸

2019.11.28 宮崎木曜会年末学術講演会
これからの効率の良い大腸がん検診のために-内視鏡，CT
colonographyの位置づけ-

講演 野崎良一 宮崎

2019.11.29 第10回日本炎症性腸疾患学会学術集会 司会 野崎良一 （なし） 福岡

2019.11.8 -9
第114回日本消化器病学会九州支部例会 第108回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

研修医発表「大腸2」 座長 野崎良一 （なし） 宮崎

2019.12.11 IBD講演会 特別講演 野崎良一 熊本
2019.12.7 九州大腸CT研究会 特別講演 野崎良一 長崎

2019.12.8
第1回炎症性腸疾患(IBD)市民公開講座～最新治療と難病
対策(社会啓発)のこれから)

IBDについて 講師 野崎良一 熊本

2019.12.8
第1回炎症性腸疾患(IBD)市民公開講座～最新治療と難病
対策(社会啓発)のこれから)

三つの課題克服に向けて シンポジスト 野崎良一 熊本

2019.2.1 -3 第15回日本消化管学会総会学術集会 ランチョンセミナー司会 司会 野崎良一 （なし） 佐賀

2019.5.17 第42回日常診療のup to date
これからの効率の良い大腸がん検診のために　─内視鏡、CT
colonography、大腸カプセル内視鏡の位置づけ─

特別講演 野崎良一 静岡

2019.5.24 -25 第113回日本消化器病学会九州支部例会
大腸内視鏡「安全で効率的な大腸内視鏡を目指して─内視鏡
形状観測装置UPD-3の有用性を含めて─」

ランチョンセミナー 野崎良一 なし？ 福岡

2019.5.24 -25
第113回日本消化器病学会九州支部例会・第107回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会

内視鏡的大腸ポリープ摘除後のサーベイランスはいかにあるべ
きか─当院のサーベイランス結果に基いて─

一般口演 野崎良一 高柳聡　中村寧　山田一隆 福岡

2019.5.31
サテライトセミナー 進化する内視鏡検診～内視鏡検診の現
況と未来～

当センターにおける大腸がん検診の取り組み～実績から見えて
きた大腸内視鏡検診の未来～

講演 野崎良一 東京

2019.5.31 -6.2
第97回日本消化器内視鏡学会総会 サテライトセミナー2 進
化する内視鏡検診―内視鏡検診の現況と未来―

パネルディスカッション「当センターにおける大腸がん検診─実
績からみえてきた大腸内視鏡検診の未来─」

講演 野崎良一 東京

2019.5.9 -11 第105回日本消化器病学会総会 大腸内視鏡検診の現状と問題点
パネルディスカッ
ション

野崎良一 山田一隆 石川

2019.6.29
Ulcerative Colitis Expert Meeting in Kyushu-内視鏡観察か
らUC治療と粘膜治癒までの最新動向-

潰瘍性大腸炎の薬物治療に関する最新の知見 講演 野崎良一 福岡

2019.6.7 -8 第58回日本消化器がん検診学会総会
S状結腸鏡検査と便潜血検査併用による対策型大腸がん検診
の現状と課題

パネルディスカッ
ション2（指定演題）

野崎良一 岡山

2019.6.7 -8 第58回日本消化器がん検診学会総会
パネルディスカッション3「新しい対策方大型がん検診精密検査
法としての大腸CT検査の現状と課題」

司会 野崎良一 （なし） 岡山

2019.7.25 -26 第60回日本人間ドック学会学術大会 人間ドックにおける大腸がん検診―今後求められる検診とは― シンポジウム 野崎良一 なし 岡山

2019.8.22 IBD講演会福山(備後UCセミナー)
潰瘍性大腸炎のトータルマネジメントを目指して －実臨床にお
ける高用量5-ASA製剤の治療意義－

講演 野崎良一 福山

2019.8.26 インターネットライブセミナー 肛門病変を踏まえたクローン病治療について
インターネットライ
ブセミナー

野崎良一

2019.8.31 第27回日本大腸検査学会九州支部会 理事長講演「大腸癌のde novo 発生と遺伝子」 司会 野崎良一 なし 鹿児島

2019.9.28
第44回日本大腸肛門病学会九州地方会・第35回九州ストー
マリハビリテーション研究会

ワークショップ「IBDの診断・治療の現況と課題」 司会 野崎良一 なし 大分

2020.1.18 大分県医師会がん精密検診協力医療機関研修会
これからの効率の良い大腸がん検診のために-内視鏡検査、大
腸CT検査の位置づけ

特別講演 野崎良一 大分



2020.11.13 -14 第75回日本大腸肛門病学会学術集会（Web開催）
共催セミナー「炎症性腸疾患（IBD）の活動性バイオマーカー ―
今，知っておくべき日常診療における使い方―」

座長 野崎良一 なし 横浜→Web開催

2020.11.26 -27 第61回日本人間ドック学会学術大会 人間ドックに求められるこれからの大腸がん検診 シンポジウム 野崎良一 横浜

2020.11.28 -29 第51回日本消化器がん検診学会中国四国地方会
より良い大腸がん検診のために―内視鏡検査、大腸CT検査の
位置づけ―

シンポジウム 野崎良一 山口

2020.11.5 -8 JDDW2020 第100回日本消化器内視鏡学会総会
パネルディスカッション6(消化器がん検診学会・消化器病学会・
消化器内視鏡学会)大腸がん検診の精密検査における精度管

司会 野崎良一 なし 神戸

2020.11.5 -8 JDDW2020 第58回日本消化器がん検診学会
ブレックファーストセミナー6(消化器がん検診学会) 大腸がん検
診の受診率向上を目指して

ブレックファースト
セミナー

野崎良一 なし 神戸

2020.12.4 -5
第116回日本消化器病学会九州支部例会 第110回日本消
化器内視鏡学会九州支部例会(Web開催＋誌上開催)

シンポジウム4直腸癌に対する低侵襲治療の最前線 司会 野崎良一 なし Web開催＋誌上開催

2020.2.1 沖縄県消化管疾患講演会
炎症性腸疾患特に潰瘍性大腸炎の最新治療について―エンタ
イビオを中心に―

講演 野崎良一 沖縄

2020.3.14 第16回消化管先進画像診断研究会 これから始める大腸CT検査技師認定制度 司会 野崎良一 （なし） 横浜

2020.3.7 FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2020 in 熊本 大腸CT検査技師認定制度
パネルディスカッ
ション

野崎良一 熊本

2020.3.7 FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2020 in 熊本
大腸がん検診におけるCT Colonographyの現状と展望～行動経
営学とAIの視点から考える～

司会 野崎良一 （なし） 熊本

2020.9.30 -10.1 第59回日本消化器がん検診学会総会 第1回医師研修会「大腸がん検診の総論」（オンデマンド配信） 医師研修　講師 野崎良一 なし 福岡
2020.9.30 -10.1 第59回日本消化器がん検診学会総会 内視鏡的大腸ポリープ切除後のサーベイランスはいかにあるべ シンポジウム 野崎良一 山田一隆 福岡
2021.1.30 Crohn’s disease Expert Meeting in Kyushu（Web開催） パネルディスカッション 座長 野崎良一 なし Web開催
2021.2.21 第26回教育講演会（日本消化器病学会九州支部） 講演6「直腸腫瘍診断と治療」 講演 野崎良一 Web開催
2021.2.4 熊本IBD　Expert Meeting（Web開催） 一般演題　座長 座長 野崎良一 なし Web開催

2021.6.4 -6 第60 回日本消化器がん検診学会総会（Web開催）
パネルディスカッション2：内視鏡による対策型大腸がん検診を
実現するための課題

座長 野崎良一 なし Web開催


