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【誌上発表】 

■ 青木利佳１），安田貢２），山ノ井昭３），山本洋介４）  

１）徳島県総合健診センター，２）KKR高松病院健康医学センター， 

３）香川県立中央病院検診センター，４）同 中央検査部 

 検診施設におけるHelicobacter pylori 未感染胃癌の時代的変遷 

胃と腸 49(6): 841-853, 2014.5. 

 

【学会発表】 

■ 青木利佳，伊賀彰子，久保謙一郎，鎌村真子，本田浩仁   

 若年者における ABC分類の現状 

第 53回日本消化器がん検診学会総会（附置研究会），2014.6.6. 福井  

 

■ 美馬 佳久１），大和 好枝１），福井 小百合１），遠藤 千晴１）， 勢井 雅子１），本田 浩仁１），  

有澤 孝吉２）  １）徳島県総合健診センター ２）徳島大学大学院予防医学分野 

徳島県における地域がん登録について  

第 249回徳島医学会学術集会（示説発表）， 2014.7.27. 徳島  

 

■ 青木利佳，伊賀彰子，本田浩仁   

当センターにおける内視鏡検診の現状と問題点 

第 22回 JDDWパネルディスカッション（消化器がん検診学会・消化器内視鏡学会合同） 

2014.10.25. 神戸 

 

■ 青木利佳，伊賀彰子，久保謙一郎，鎌村真子，本田浩仁   

血清Helicobacter pylori抗体偽陰性についての検討 

第 113回日本消化器内視鏡学会四国地方会（一般演題），2014.11.3. 高松 

 

■ 徳島乳がんネットワーク   

生島洋子（徳島市民病院 放射線科），高橋雅子，本田純子，岡田真澄，中川美砂子，

赤岩寛志，近藤博之，廣瀬千恵子， 

MMG単独検診における二重読影と三次読影の比較検討 

第 24回日本乳癌検診学会学術総会（一般演題），2014.11.7. 前橋 

 

■ 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   

 当センターにおける腹部超音波巡回検診の取り組み 



第 45回日本消化器がん検診学会 中国四国地方会（一般演題）， 2014.12.13. 徳島 

 

■ 粟飯原誠，原井夕子，岡本哲也，近藤安，近藤博之，木ノ桐雅博，尾崎寛幸，播磨孝，  

美馬佳久，赤岩寛志，青木利佳，本田浩仁 

 集団発見胃がんにおける描出能の検討～診療放射線技師の立場から～ 

第 45回日本消化器がん検診学会 中国四国地方会（一般演題）， 2014.12.13. 徳島 

 

■ 赤岩寛志，粟飯原誠，原井夕子，岡本哲也，近藤安，近藤博之，木ノ桐雅博，   

尾崎寛幸，播磨孝，美馬佳久，青木利佳，本田浩仁 

 シンポジウム「消化器がん検診のさらなる質の向上を目指して」 

集団発見胃がんにおける X線的胃粘膜萎縮度の検討～診療放射線技師の立場から～ 

第 45回日本消化器がん検診学会 中国四国地方会（一般演題）， 2014.12.13. 徳島 

 

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

 健診データからみた糖尿病の有病率・治療率・コントロール率～血糖コントロール不

良群の特性～ 

 第 60回四国公衆衛生学会（示説発表），2015.2.6. 高松 

 

【研究会発表】 

青木利佳，伊賀彰子，久保謙一郎，鎌村真子，勢井雅子，本田浩仁■  

当センターにおける内視鏡検診の現状と問題点  

第 59回徳島大学医学部二内科開講記念会，2014.6.1. 徳島 

 

青木利佳 ■ 

ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診 

胃腸胆道疾患研究会 ミニレクチャー，2014.7.15. 徳島 

 

青木利佳 ■ 

ピロリ菌除菌時代の胃がん検診方法確立に向けた前向き研究にむけて X 線検診の現状と

今後の課題 

第 5回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会，2014.8.9. 札幌 

 

【研究班発表】 

青木利佳 ■ 

慢性胃炎に対する除菌療法保険適応後の任意型検診における除菌状況 

 平成 26年度 厚生労働科学研究補助金 がん対策研究事業「胃がん予防のための感染検



査と除菌治療を組み込んだ成人および中高生に対するピロリ菌感染対策のガイドライン

作成」班（申請中）班会議，2014.7.11. 札幌 

 

青木利佳 ■ 

 検診施設におけるHP抗体価の経時変化 

平成 26年度 厚生労働科学研究補助金 がん対策研究事業「胃がん予防のための感染検

査と除菌治療を組み込んだ成人および中高生に対するピロリ菌感染対策のガイドライン

作成」班（H26-がん政策-一般-019）第 1回班会議，2015.2.11. 札幌  

 

【講演会等】 

青木利佳 ■ 

「ABC分類導入に際しての問題点～これだけは知っておきたい～」 

鳴門市医師会，2014.9.18.  

 

本田浩仁 ■ 

「恐ろしい結核の話」 

 西富田公民館すくらむ学級講演，2014.9.25. 徳島 

 

青木利佳 ■ 

 「消化器がんの検診―胃がん検診の現状―」 

日本消化器病学会四国支部 第 26回教育講演会，2014.9.28. 徳島  

 

青木利佳 ■ 

 「ピロリ菌ってなに？もっと知りたい！胃がん検診」 

鳴門市市民公開講座，2014.11.15.  

 

勢井雅子 ■ 

 「徳島県における生活習慣病予防活動；最近の肥満児出現率の減尐」 

 食と生命のサイエンス・フォーラム 2014（ネスレ），2014.11.15. 東京 

 

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. 2014.12.3. 徳島 

 

勢井雅子 ■ 



 「がんの予防」（小学生対象） 

次世代健康教育事業 出前講座（がん検診率向上プロジェクト），2015.1.8. 鳴門 

 

勢井雅子 ■ 

 「糖尿病をもっと知りましょう～糖尿病は血管病～」 

松茂町・糖尿病予防教室，2015.2.25 

 

【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 

2014.5. 東京 結核予防会永年勤続表彰 

2014.6. 東京 日本対がん協会全国事務局長会議 

2014.9. 福岡 がん制圧全国大会 

2014.11. 東京 複十字シール運動担当者会議 

2014.11. 高知 結核予防会日本対がん協会中国四国ブロック会議 

2014.11. 呉 広島県支部検診システム視察 

2015.2. 福岡 第 66回結核予防全国大会 

2015.3. 東京 平成 26年度結核予防会事務協議会総会研修会 

 

診療部 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2014.4. 東京 第 111回日本内科学会総会 

2014.4. 東京 第 66回日本産科婦人科学会学術講演会 

2014.4. 東京 第 100回日本消化器病学会総会 

2014.5. 福岡 第 87回日本消化器内視鏡学会総会 

2014.6. 福井 第 53回日本消化器がん検診学会総会 

2014.6. 松山 第 101回日本消化器病学会四国支部例会 

2014.6. 松山 第 112回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 

2014.6. 東京 第 20回日本ヘリコバクター学会学術集会 

2014.6. 徳島 第 110回日本内科学会四国地方会 

2014.8. 札幌 第 23回消化器疾患病態治療研究会 

2014.10. 神戸 第 22回日本消化器関連学会週間（JDDW2014） 

2014.11. 栃木 第 73回日本公衆衛生学会総会 

2014.11. 徳島 第 7回中国四国産婦人科乳腺医学会 

2014.12. 徳島 第 45回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 



2015.2. 高松 第 60回四国公衆衛生学会 

2015.2. 東京 第 21回日本産婦人科乳腺医学会 

2015.3. 徳島 乳がん検診従事者講習会 

2015.3. 徳島 徳島女性医学会 

 

放射線 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2014.4. 高松 第 21回精度管理研究会学術集会 

2014.4. 高松 第 20回胃 X線精度管理研究会講習会 

2014.8. 広島 日本消化器がん検診学会中四国支部放射線技師研

修会 

2014.11. 前橋 日本乳癌検診学会学術集会 

2014.12. 徳島 第 45回日本消化器がん検診学会 中国四国地方会 

2014.12. 東京 結核予防会平成 26年度胸部画像精度管理研究会 

2015.3. 東京 結核予防会診療放射線技師研修会 

 

検査室 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2014.5.  

＆ 6,7,8,9,10,11. 

徳島 徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会 

2014.6. 名古屋 第 39回日本超音波検査学会 

2014.8. 高松 第 29回日本臨床細胞学会中四国連合会総会 

2014.9. 博多 第 55回人間ドック大会 

2014.10. 

 

徳島 

 

四国臨床検査技師会協議会 

平成 26年度病理細胞検査研究班研修会 

2014.10. 徳島 JSS四国第 20回地方研修会 

2014.11. 高知 乳房細胞診と超音波検査研修会 

2014.12. 徳島 第 38回 徳島県医学検査学会 

2014.12. 大阪 第 124回医用超音波講義講習会 

2015.1. & 3. 徳島 徳島県臨床検査技師会 病理細胞診勉強会 

2015.2. 東京 乳房エコー集中スクール 

2015.2. 愛媛 徳島県臨床技師会生理検査・病理細胞診検査研修会

合同勉強会 

2015.2 香川 第 69回細胞検査士ワークショップ 

2015.3 徳島 JSS四国第 21回地方研修会 

2015.3 徳島 平成 26年度徳島臨床細胞学会総会・学術集会 



2015.3 東京 乳房エコー集中スクール 

 

 

看護保健 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2014.5. 東京 日本消化器内視鏡技師学会 

2014.5. 東京 人間ドック情報管理指導士研修会 

2015.2. 東京 日本対がん協会保健師・看護師研修会 

 

地域がん登録室 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2014.5. 東京 地域がん登録実務者研修 

2014.6. 津 地域がん登録全国協議会学術集会 

2014.7. 東京 地域がん登録標準システム利用推進専門家パネル

委員会議 

2014.10. 岡山 岡山県地域がん登録訪問プログラム参加 

2014.12. 東京 地域がん登録実務者研修（講師） 

2015.1. 大津 平成 26年度広域ブロック地域がん登録会議 

2015.1. 高知 地域がん登録担当者意見交換会 

 


