
研究発表等 

平成 27 年度 

【書籍】 

■ 青木利佳 

Ａ群と診断された 60 歳代男性 

 三木一正編．血清ＡＢＣ検診で内視鏡でＸ線で胃炎をどうする？－検診から対策まで－． 

 東京：日本医事新報社．2015(10); 222-224. 

 

【誌上発表】 

■ Kitamura S, Okada Y, Muguruma N, Miyamoto H, Bando Y, Aoki R, Takayama T. 

Epidermoid metaplasia of the esophagus with an unusual appearance on 

magnification.  

Endoscopy. 2015; 47 (Suppl 1): E100-E101  

 

■ Miwata T, Quach DT, Hiyama T, Aoki R, Le HM, Tran PL, Ito M, Tanaka S, 

 Arihiro K, Uemura N, Chayama K. 

  Interobserver and intraobserver agreement for gastric mucosa atrophy. 

BMC Gastroenterol. 2015; 15: 95.  

 

■ 青木利佳 

【胃がん検診・健康診断における Helicobacter pylori 感染診断】 対策型胃 X 線検診にお

ける Helicobacter pylori 感染診断とその応用(解説/特集)． 

Helicobacter Research  2015(12); 19(6): 545-550. 

 

【学会発表】 

■  徳島県医師会糖尿病対策班 

白神 敦久，鶴尾 美穂，天満 仁，勢井 雅子，藤中 雄一，新谷 保実，福島 泰江， 

柴原 恵美，鎌村 好孝，松本 正子，中川 洋一，岡本 好史，田中 俊夫，宮本 道代，

古田 結花，吉積 美代，松久 宗英，野間 喜彦，井本 逸勢，富永 俊彦，大塚 明廣． 

地域糖尿病療養指導士におけるインスリン治療に対する心理的障害の検討． 

第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会（示説発表），2015.5.11. 山口 

 

■  青木利佳，伊賀彰子，本田浩仁 

Helicobacter pylori 感染と胃がん検診． 

第 54 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），2015.6.5. 大阪 

 



■  日山 亨(広島大学保健管理センター) ，松尾泰治，岡 志郎，吉田成人，伊藤公訓， 

田中信治， 茶山一彰，吉原正治， 青木利佳 

日本およびベトナムの内視鏡医による胃粘膜萎縮判定の interobserver および

intraobserver agreement に関する検討． 

第 54 回日本消化器がん検診学会総会（一般演題），2015.6.5. 大阪 

 

■  青木利佳，久保謙一郎，鎌村真子，本田浩仁 

Helicobacter pylori 除菌 6 年後に発見された低分化型腺癌の一例． 

第 114 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会，2015.6.20. 高松 

 

■  青木利佳，勢井雅子，本田浩仁 

徳島県における対策型胃がん検診の現状と今後． 

第 44 回日本消化器がん検診学会近畿地方会（シンポジウム），2015.8.29. 大阪 

 

■  青木利佳，伊賀 彰子，本田浩仁 

徳島県における対策型胃がん検診の現状と問題点． 

JDDW2015（パネルディスカッション），2015.10.8. 東京 

 

■  勢井雅子，青木利佳 

胃がん ABC 検診は高齢者に実施すべきでない． 

第 74 回日本公衆衛生学会総会（示説発表），2015.11.5. 長崎 

 

■  青木利佳，勢井雅子，本田浩仁 

徳島県における対策型胃がん検診の現状と今後． 

第 46 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），2015.11.27. 広島 

 

【研究会発表】 

■  青木利佳 

徳島県における胃がん検診の現状と X 線による胃がん発見のコツ． 

徳島胃腸胆道疾患研究会（ミニレクチャー），2015.4.21. 徳島 

 

■  青木利佳 

実践演習問題． 

第 6 回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会，2015.6.7. 大阪 

 

■  青木利佳 



除菌後胃癌の一例． 

徳島胃腸胆道疾患研究会（症例提示），2015.6.16. 徳島 

 

【研究班発表】 

■  青木利佳，勢井雅子 

検診施設における HP 抗体価の経時変化． 

平成 27 年度 厚生労働科学研究補助金がん対策推進総合研究事業 

「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」第１回班会議．2015.7.10. 札幌 

  

■  青木利佳，勢井雅子 

検診施設における HP 抗体価の経時変化． 

平成 27 年度 厚生労働科学研究補助金がん対策推進総合研究事業 

「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」第 2 回班会議．2016.1.15. 札幌 

 

【講演会等】 

■  青木利佳 

「ヘリコバクター・ピロリ感染症 診断から治療まで」 

阿南市医師会学術講演会，2015.5.21. 阿南市 

 

■  本田浩仁 

 「恐ろしい結核の話」 

津田公民館ふれあい教室， 2015. 6. 10. 徳島 

 

■  青木利佳 

「胃がん検診について」 

保健師対象勉強会，2015.8.26. 徳島 

 

■ 青木利佳 

 「ピロリ菌と胃がん予防」 

 日本消化器病学会四国支部第 68 回市民公開講座，2015.9.13. 徳島 

 

■ 勢井雅子 

 「肥満と生活習慣病」 

 日本消化器病学会四国支部第 68 回市民公開講座，2015.9.13. 徳島 



 

■ 青木利佳 

「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診」 

阿波消化器研究会，2015.9.14. 阿波市 

 

■ 赤岩寛志 

「基準撮影法を動画で学ぼう」（基調講演） 

第 1 回四国消化管造影懇話会，2015.12.12. 高松 

 

■ 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），2016.1.18. 鳴門 

 

■ 新居直人 

 「糖尿病について」 

松茂町・糖尿病予防教室，2016.2.16. 松茂 

 

■  青木利佳 

「どうすればいい？ピロリ菌 美波町から胃がん死をなくそう！」 

美波病院開院記念講演会，2016.3.13. 美波町 

 

■  青木利佳 

「胃がん検診について」 

美馬市連絡協議会，2016.3.14. 美馬市 

 

■  久保謙一郎 

 「特定健診について」 

 板野町生活習慣病予防講座，2016.3.16. 板野町 

 

【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 

2015.6. 広島 結核予防会ストレスチェック説明会 

2015.6. 東京 日本対がん協会全国事務局長会議 

2015.8. 東京 結核予防会ネットワーク事業合同説明会 



2015.9. 前橋 がん制圧全国大会 

2015.9. 松山 四国ブロック情報交換会 

2015.10. 岡山 結核予防会・日がん中国四国ブロック会議 

2016.1. 高松 平成 27 年度四国地区情報交換会 

2016.2. 横浜 第 67 回結核予防全国大会 

2016.2. 東京 結核予防会本部事務連絡 

2016.2. 東京 平成 27 年度結核予防会事務局長会議研修会 

 

 

■ 診療部 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2015.4. 京都 第 112 回日本内科学会総会 

2015.4. 仙台 第 101 回日本消化器病学会総会 

2015.5. 名古屋 第 89 回日本消化器内視鏡学会 

2015.6. 大阪 第 54 回日本消化器がん検診学会 

2015.6. 高松 日本消化器病学会第 103 回四国支部例会 

2015.6. 高松 第 114 回日本消化器内視鏡学会四国支部例会 

2015.6. 神戸 第 21 回ヘリコバクター学会学術集会 

2015.7. 札幌 平成 27 年度第 1 回厚労省斑会議 

2015.8. 大阪 第 44 回日本がん検診学会近畿地方会 

2015.10. 東京 第 23 回日本消化器関連学会週間 

2015.11. 長崎 第 74 回日本公衆衛生学会総会 

2015.11. 松山 日本消化器病学会第 103 回四国支部例会 

2015.11. 松山 第 115 回日本消化器内視鏡学会四国地方会 

2015.11. 広島 日本消化器がん検診学会第 46 回中国四国地方会 

2015.12. 名古屋 第 41 回日本肝臓学会教育講演会 

2016.1. 札幌 平成 27 年度第 2 回厚労省斑会議 

2016.3. 東京 第 22 回産婦人科乳腺医学会 

2016.3. 徳島 乳がん検診従事者講習会 

 

■ 放射線 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2015.6. 大阪 第 54 回日本消化器がん検診学会総会 

2015.7. 高松 四国乳房画像研修会 

2015.7. 高松 日本消化器がん検診学会中四国支部放射線技師研修会 

2015.10. 名古屋 第 112 回マンモグラフィ更新講習会 



2015.11. 広島 日本消化器がん検診学会第 46回中国四国地方会 

2015.12. 東京 結核予防会全国幹事会・胸部画像精度管理研究会 

2015.12. 高松 第 1 回四国消化管造影懇話会 

2016.2. 東京 第 11 回胃 X 線検査を楽しく学ぶ会 

2016.3. 東京 結核予防会診療放射線技師技術研修会 

2016.3. 徳島 第 74 回徳島乳腺研究会 

 

 

 

■ 検査室 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2015.4 徳島 徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会・細胞検査士

会（県支部）総会 

2015.5. 横浜 第 40 回日本超音波検査学会学術集会・第 126 回医用

超音波講義講習会 

2015/5.6.7.8.9.11 

2016/1.2. 

徳島 徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会 

2015.6. 和歌山 JSS 関西第 24 回地方会研修会 

2015.6. 松江 第 56 回日本臨床細胞学会総会（春期大会） 

2015.7. 横浜 第 56 回日本人間ドック学会 

2015.7. 高松 JSS 四国第 22 回地方会研修会 

2015.8. 松山 第 30 回日本臨床細胞学会中国四国連合会総会・学術

集会 

2015.9. 東京 乳房超音波検査を学ぼう ベーシック編 

2015.10. 大阪 ステップアップエコーセミナー 腎・泌尿器＆婦人科

領域 

2015.11. 岡山市 JSS 四国地方会第 23 回学術集会（中国地方会合同） 

2015.11. 名古屋 第 53 回日本臨床細胞学会秋期大会 

2015.12. 徳島 第 38 回徳島県医学検査学会 

2015.12. 大阪市 第 127 回医用超音波講習会 

2016.2. 徳島 徳島県臨床検査技師会化学・一般・生理検査研究会 

2016.3. 徳島 平成 27 年度徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会 

2016.3. 高知 JSS 四国地方会第 24 回地方会研修会 

2016.3. 大宮 JSS 関東甲信越第 32 回学術集会 

2016.3. 徳島 四国臨床検査技師会協議会平成 27 年度病理細胞検査

研究班研修会 



 

■ 看護保健 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2015.9. 徳島 公衆衛生セミナー 

2015.10. 東京 日本消化器内視鏡学会 

2015.10. 東京 人間ドック健診情報管理指導士第 36 回研修会 

2015.10. 徳島 (公社)徳島県栄養士会・研修会 

2016.3. 東京 日本対がん協会第 39 回保健師・看護師研修会 

2016.3. 鳴門 内視鏡取扱講習会 

■ 地域がん登録室 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2015.5. 東京 地域がん登録実務者研修(初級) 

2015.6. 群馬 地域がん登録全国協議会 第 24 回学術集会 

2015.7. 東京 全国がん登録説明会 

2015.8. 徳島 第 6 回徳島県がん登録研修会(講師) 

2015.10. 徳島 全国がん登録説明会(講師) 

2015.12. 東京 地域がん登録実務者研修(中級) 

2016.3. 徳島 全国がん登録説明会(講師) 

 

 

 

 

 


