
 2006年度　　『学会発表・講演会・講義』（消化器科）　　
年月日 回・度 会名 題名 発表形態 演者 場所
2006/4/14 ４回生 京都府立医科大学保健・予防医学（衛生学・公衆衛

生学）
大腸癌予防法の開発 講義 石川秀樹 京都

2006/5/6 市民医学講座 がんは遺伝するのか？ 基調講演 石川秀樹 箕面

2006/5/6 市民医学講座 胃癌・大腸癌のQ&A パネルディスカッ
ション

石川秀樹、辻井正彦、加藤健志 箕面

2006/5/12 第４回 International Symposium on Probiotics Dietetic fiber and Lactobacillus casei for
prevention of colorectal tumors

シンポジウム Hideki Ishikawa Mexco City

2006/5/13 第４回 International Symposium on Probiotics Round table discussion: state of the art of
basic and clinical research on probiotics

ディスカッション Hideki Ishikawa Mexco City

2006/5/16 オランダ・オーストラリアジャーナリスト取材 取材 Hideki Ishikawa 大阪

2006/5/28 第３０回 日本遺伝カウンセリング学会 家族性大腸腺腫症の遺伝子診断時の抑う
つ性、不安と受診行動の関係についての
検討

一般口演 石川秀樹、佐伯智子、那須綾子、伊藤道哉 大阪

2006/6/3 大阪大学環境医学講座同窓会 日本の大腸癌はなぜ増えたのか、予防は
できるのか

講演 石川秀樹 大阪

2006/6/6 富田林保健所患者説明会 潰瘍性大腸炎とは 講演 石川秀樹 大阪

2006/6/8 平成18年度 東京理科大学大学院工学研究科修士課程医薬統
計コース「臨床医学研究論」

臨床医学研究論 講義 石川秀樹 東京

2006/6/10 第18回 中津臨床消化器勉強会 大腸癌の発生と予防 講演 石川秀樹 大阪

2006/6/16 第12回 日本家族性腫瘍学会学術集会 HNPCC MLH1 Exon5 1.2kb del変異家系の
臨床的特徴

口演 田中屋宏爾、竹内仁司、金川泰一朗、中川
仁志、村田年弘、荒田尚、黒田新士、谷口信
将、石川秀樹、古川洋一、菅野康吉、大腸癌
研究会HNPCCの登録と遺伝子解析プロジェ
クト

大阪

2006/6/16 第12回 日本家族性腫瘍学会学術集会 APC遺伝子異常を解析し得た双生児の
Familial Adenomatous Polyposis (FAP)症
例

口演 水谷昌代、阿部孝、河相直樹、岡田章良、田
邊淳、吉岡久美子、小玉尚宏、近藤純平、榎
原良一、和田滋夫、藤本研治、尾下正秀、打
越史洋、仲原正明、辻本正彦、石川秀樹

大阪

2006/6/17 第12回 日本家族性腫瘍学会学術集会 遺伝性非ポリポーシス大腸癌（HNPCC）の
リスク評価と遺伝子診断の適応　-遺伝相
談外来受診例を対象とする検討-

シンポジウム 菅野康吉、赤木究、石川秀樹、岩間毅夫、牛
尾恭輔、小杉眞司、斉藤聡、武田祐子、冨田
尚裕、那須淳一郎、野水整、福島義光、吉田
輝彦

大阪

2006/6/17 4th International Scientific Association for Probiotics
and Prebiotics

Probiotics and prebiotics for the control
of colorectal cancer: facts and promises.

グループディス
カッション

Hideki Ishikawa Northern Ireland, UK

2006/7/7 第13回 日本がん予防学会 がん予防研究のこれから 座長 石川秀樹、豊國伸哉 京都

2006/7/7 第13回 日本がん予防学会 臨床試験による癌予防研究の今後　-分
子生物学的指標を用いたオーダーメード
予防の可能性-

ワークショップ 石川秀樹 京都

2006/7/10 健康保険組合連合会大阪連合会　健康教室 遺伝するがん・遺伝しないがん 講演 石川秀樹 大阪

2006/7/13 甲南大学「環境の医学（前）」 予防と臨床試験 講義 石川秀樹 神戸

2006/7/29 第36回 若さの栄養学協会　栄養学連続講義 大腸疾患に対する根拠に基づく食事指導 講義 石川秀樹 大阪

2006/8/27 第15回 FBRA全国研究会 潰瘍性大腸炎に対するFBRAの有効性評
価試験について

口演 石川秀樹 札幌

2006/9/27 第26回 日本分子腫瘍マーカー研究会 大腸癌予防試験における分子生物学的指
標開発の意義

シンポジウム 石川秀樹、松浦成昭、田邊正喜、川村夏子、
酒井敏行

横浜



 2006年度　　『学会発表・講演会・講義』（消化器科）　　
年月日 回・度 会名 題名 発表形態 演者 場所
2006/9/28 大阪中央病院管理職会議 消化器科の紹介 石川秀樹 大阪

2006/9/29 第61回 日本大腸肛門病学会総会 同一家系内で大腸ポリープ数が著しく異な
る家族性大腸腺腫症の検討

ワークショップ 石川秀樹 弘前

2006/10/4 第６回 食と健康フォーラム 食生活によるがん予防 講演 石川秀樹 東京

2006/10/5 第６回 大阪遺伝性大腸癌研究会 大腸癌はなぜ増えたのか、予防は可能な
のか

特別講演 石川秀樹 大阪

2006/10/6 兵庫医科大学　生活習慣病とその対策 大腸癌　－食と発癌機構、そして予防を目
指して

講義 石川秀樹 西宮

2006/10/14 第72回 日本消化器内視鏡学会 12年間の経過観察中にhyperplastic
polypからserrated　adenomaを経てsm浸
潤癌が発生したと考えられる盲腸癌の1例

ポスター 太田喜久子、石川秀樹、栗原陽次郎、澤田
尚子、梶本仙子、辻野晶子、石黒信吾、佐野
寧、谷口英治

札幌

2006/10/14 第72回 日本消化器内視鏡学会 腹腔鏡補助下大腸亜全摘術を施行した同
時性大腸4多発癌の一例

ポスター 栗原陽次郎、石川秀樹、他 札幌

2006/10/20 第４４回 日本癌治療学会総会 大腸癌の化学予防の現状と問題点 シンポジウム 石川秀樹 東京

2006/11/2 GIフォーラム広島2006 大腸癌はなぜ増えたのか、予防できるの
か

特別講演１ 石川秀樹 広島

2006/11/14 兵庫ヤクルト販売株式会社創立50周年記念フォー
ラム

腸の健康　「大腸癌予防と潰瘍性大腸炎
治療を中心に」

講演 石川秀樹 明石

2006/11/18 第13回 アストラゼネカオンコロジーフォーラム 専門家の意見 会議出席 石川秀樹 東京

2006/12/9 第15回 関東Ⅱc研究会 １２年間の経過観察中にhyperplastic
polypからserrated adenomaを経てsm浸潤
癌が発生したと考えられる盲腸癌の１例

口演 太田喜久子、石川秀樹 東京

2006/12/11 「がん化学予防剤の開発に関する基礎及び臨床研
究」若林班班会議

家族性大腸腺腫症に対する発癌予防試験
（J-FAPP Study）進捗状況報告

班会議 石川秀樹 東京

2006/12/12 平成18年度 大阪大学工学部環境医学講義（３年次） 大腸発癌予防法の開発 講義 石川秀樹 大阪

2007/1/19 第66回 大腸癌研究会 hyperplastic　polypからserrated　adenoma
を経てsm浸潤癌が発生したと考えられる
盲腸癌の1例

ポスター 太田喜久子、石川秀樹、谷口英治、栗原陽
次郎、吉川正人、大橋浩一郎、石黒信吾、佐
野　寧、大橋秀一

大宮

2007/1/20 北京浜ヤクルトレディ講演会 食生活によるがん予防 講演 石川秀樹 東京

2007/1/24 平成18年度 共通教育特別科目「今、がんは」 どのようにして大腸癌の予防法は開発さ
れるのか

講義 石川秀樹 大阪

2007/2/10 大阪市北区医師会学術講演会 大腸癌はなぜ増えたのか？予防は可能な
のか？

講演 石川秀樹 大阪

2007/2/22 日本食品工業倶楽部講演会 大腸癌にならない食生活 講演 石川秀樹 大阪

2007/2/25 第16回 FBRA全国研究会 FBRAによる潰瘍性大腸炎臨床試験の進
捗報告

講演 石川秀樹 東京

2007/3/3 第78回 日本消化器内視鏡学会近畿地方会 家族性大腸腺腫症に対する徹底的な内視
鏡的摘除

口演 石川秀樹、権藤久延、河野敦子、坂井彰子大阪

2007/3/22 京都府立医科大学教授会セミナー 私がめざすこれからの消化器内科学 口演 石川秀樹 京都

2007/3/28 第77回 日本衛生学会総会 生物学的指標を用いた大腸癌予防臨床試
験の試み

シンポジウム 石川秀樹 大阪


