
研究発表等 

 

平成 25 年度 

【誌上発表】 

■ 勢井雅子  

「わが国の肥満傾向児と痩身傾向児の出現率に対する年齢 -時代 -コホート効果

(1977-2006 年)と 2007-2016 年の出現率の推計」に関するコメント(レター) 

日本公衆衛生雑誌. 60(10): 665. 2013.10. 

 

■ 勢井雅子  

 生活習慣病の小児期からの取り組み 徳島県の児童生徒の体格の年次推移－高度肥満児

の半減(解説) 

若年者心疾患・生活習慣病対策協議会誌. 41(1): 22-27. 2013.10.  

 

 

【学会発表】 

■ 遠藤明美、岡山由美、小出逸子、蟹谷和見、冨田知恵子、下藤美千代、本田浩仁  

 腹部超音波検査を契機に発見された腎細胞がんの検討 

 第 38 回日本超音波学会. 2013.6. 松山 

 

■ 勢井雅子１）、石本寛子２）、湯浅京子２）  

１）徳島県総合健診センター ２）徳島県保健福祉部  

 特定健診等のデータを用いた高血糖の要因分析 

第 72 回日本公衆衛生学会総会（示説発表）. 2013.10. 三重. 

 

■ 青木利佳１）、中本次郎２）、伊賀彰子１）、新居直人１）、久保謙一郎１）、鎌村真子１）、  

勢井雅子１）、本田浩仁１） 

 １）徳島県総合健診センター ２）徳島県立中央病院消化器内科     

早期胃癌に併存した好酸球性食道炎の１症例 

 第 111 回日本消化器内視鏡学会四国地方会. 2013.11. 髙松． 

 

■ 青木利佳，伊賀彰子，本田浩仁  

ピロリ菌感染者全除菌時代の胃がん検診 

第 44 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（シンポジウム）. 2013.12. 松江. 

 

■ 青木利佳１）、中本次郎２）、伊賀彰子１）、新居直人１）、久保謙一郎１）、鎌村真子１）、  



勢井雅子１）、本田浩仁１） 

１）徳島県総合健診センター ２）徳島県立中央病院消化器内科      

上部消化管内視鏡検診にて診断した好酸球性食道炎の１症例 

第 44 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（一般演題）. 2013.12. 松江. 

 

■ 伊賀彰子、青木利佳、久保謙一郎、鎌村真子、勢井雅子、本田浩仁  

 症例報告 

第 44 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会（一般演題）. 2013.12. 松江. 

 

■ 勢井雅子１）、石本寛子２）、湯浅京子２）  

１）徳島県総合健診センター ２）徳島県保健福祉部  

貧血が HbA1c に及ぼす影響 

 第 59 回四国公衆衛生学会（示説発表）. 2014.2. 高知 

 

 

【研究会発表】 

■ 青木利佳、伊賀彰子、新居直人、久保謙一郎、鎌村真子、勢井雅子、本田浩仁  

 徳島県における胃がん検診の現状 

第 58 回徳島大学医学部二内科開講記念会. 2013.6.2 

 

■ 青木利佳  

 症例提示／粘膜下腫瘍様の形態を示す胃癌 

徳島県胃腸胆膵疾患研究会. 2014.3.18 

 

 

【研究班発表】 

■ 青木利佳  

 若年者における ABC 分類の現状 

平成 25 年度第 1 回厚労省班会議「胃がん予防のためのピロリ菌既感染者対策と感染防止

に関する研究」（H25-がん臨床-一般-005）. 2013.7.19  

 

■ 青木利佳  

検診にて発見された Helicobacter pylori 新規感染が疑われる一例  

平成 25 年度第 2 回厚労省班会議「胃がん予防のためのピロリ菌既感染者対策と感染防止

に関する研究」（H25-がん臨床-一般-005）. 2014.1.17 

 



 

【講演会等】 

■ 青木利佳  

 「ABC 分類の現状と問題点」 

 板野郡医師会. 2013.4.18 

 

■ 青木利佳  

 「ABC 分類の現状と問題点」 

 北島町医師会. 2013.10.15 

 

■ 青木利佳  

 「ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の実際」  

 薬剤師会講演会. 2013.11.7 

 

■ 本田浩仁  

「受けようだ 検診！！」 

第 3 回阿波 de フェスタ. 2013. 11. 10 土成 

 

■ 本田浩仁  

「徳島県における胃がん検診の現状と問題点」 

胃がん検診を考える会. 2013. 11. 13 徳島 

 

■ 勢井雅子  

「アンケート調査等の実施と集計」 

平成 25 年度徳島保健所管内集団給食施設協議会・栄養士研修会. 2013.12.3 

 

■ 本田浩仁  

「健康で長生きするために」 

（公財）とくしま’’あい’’ランド推進協議会 

健康づくりシニアサポーター養成講座. 2013. 12. 19 徳島 

 

■ 青木利佳  

 「ヘリコバクター・ピロリ除菌治療の実際」  

 名西郡医師会講演会. 2014.1.28 

 

■ 小笹皓雍  



 「乳がん検診について」 

 阿南市保健センター講演会. 2014.2.12 

 

■ 勢井雅子  

 「検査値の見方と合併症について」 

 松茂町・糖尿病予防教室. 2014.3.7 

 

 

【関係学会・研究会等への参加ならびに協力】 

事業推進に関係する学会、研修会、講習会等への参加状況は下に示したとおりである。 

事務部 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2013.7. 東京 日本対がん協会全国事務局長会議 

2013.8. 高知 四国情報交換 

2013.9. 札幌 がん制圧全国大会 

2013.11. 東京 複十字シール運動担当者会議 

2013.11. 鳥取 結核予防会日本対がん協会中国四国ブロック会議 

2014.2. 東京 平成 25 年度結核予防会事務協議会 

2014.3. 松江 第 65 回結核予防全国大会 

 

診療部 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2013.4. 東京 第 110 回日本内科学会総会 

2013.5. 京都 第 85 回日本消化器内視鏡学会総会 

2013.5. 松山 第 86 回日本産業衛生学会 

2013.6. 仙台 第 52 回日本消化器がん検診学会総会 

2013.6. 札幌 第 65 回日本産科婦人科学会学術講演会 

2013.6. 長崎 第 19 回日本ヘリコバクター学会学術集会 

2013.10. 東京 第 21 回日本消化器関連学会週間（JDDW2013） 

2013.10. 三重 第 72 回日本公衆衛生学会総会 

2013.11. 高松 第 100 回日本消化器病学会四国支部例会 

2013.11. 高松 第 111 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 

2013.11. 東京 第 8 回産婦人科乳房画像研究会 

2013.12. 京都 第 55 回日本婦人科腫瘍学会学術講演会 

2013.12. 松江 第 44 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 

2014.2. 高知 第 59 回四国公衆衛生学会 



2014.3. 大阪 第 20 回日本産婦人科乳腺医学会 

 

放射線 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2013.7. 高知 第 17 回四国乳房画像研究会 

2013.7. 岡山 日本消化器がん検診学会中国四国学会 

2013.9. 倉敷 胃がん X 線検診技術部門 B 資格検定試験（試験官） 

2013.11 高松 日本消化器画像診断情報研究会第 5 回セミナー 

2013.12. 東京 結核予防会平成 25 年度胸部画像精度管理研究会 

2013.12. 松江 第 44 回消化器がん検診学会中国四国地方会 

2014.1. 徳島 徳島県マンモグラフィ技術講習会（講師） 

2014.3. 刈谷 第 26 回日本消化器画像診断情報研究会愛知大会 

2014.3. 東京 平成 25 年度診療放射線技師研修会 

2014.3. 京都 マンモグラフィ技術更新講習会 

2014.3. 徳島 徳島乳腺研究会 

 

検査室 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2013.5. 徳島 第 23 回 徳島超音波研究会 

2013.5. 徳島 徳島県臨床検査技師会 病理細胞診勉強会(9,11 月) 

2013.6. 東京 第 54 回日本臨床細胞学会総会(春季大会) 

2013.6. 松山 第 38 回日本超音波検査学会 

2013.7. 徳島 徳臨技主催 精度管理研修会 

2013.10. 徳島 日本超音波検査学会 第 19 回 地方会研修会 

2013.11. 大阪 第 52 回 日本臨床細胞学会秋季大会 

2013.11. 

 

高知 

 

四国臨床検査技師会協議会 

平成 25 年度病理細胞診検査研究班研修会 

2013.12. 徳島 第 37 回 徳島県医学検査学会 

2014.1. 徳島 徳島県臨床検査技師会 病理細胞診勉強会(3 月) 

2014.1. 徳島 徳島県臨床検査技師会研修会＆マナー講習会 

2014.2. 東京 第 4 回 乳房超音波講習会 

2014.3. 徳島 平成 25 年度徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会 

 

看護 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2013.5. 京都 日本消化器内視鏡技師学会 



2014.3. 東京 第 37 回保健師・看護師研究会 

 

地域がん登録室 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2013.5 徳島 がん登録資料活用についての情報交換会 in 徳島 

2013.5. 津 第１回広域ブロック地域がん登録会議 

2013.7 東京 平成 25 年度第 1 回地域がん登録事業会議 

2013.12. 東京 地域がん登録実務者研修会 

2014.2. 東京 平成 25 年度第 2 回地域がん登録事業会議 

 


