
研究発表等 

平成 28 年度 

【誌上発表】   

■ 青木利佳 

Helicobacter pylori 感染症時代の除菌診療 その課題とは何か(第 36 回)  

検診センターにおける Helicobacter pylori 診療の実際と課題． 

Helicobacter Research  2016; 20(5): 526-530. 

 

【学会発表】    （当機構の者にアンダーライン） 

■ 青木 利佳，勢井 雅子，本田 浩仁 

 対策型胃がん検診システムの再構築 徳島県の現状から対策型胃がん検診システムの再

構築を考える 

 第 55 回日本消化器がん検診学会総会シンポジウム，2016.6.10 鹿児島 

 

■ 鎌田 智有(川崎医科大学 消化管内科学), 春間 賢，青木 利佳，眞部 紀明，楠 裕明， 

井上 和彦，藤田 英行，大口 創平，萱嶋 英三，内田 純一，清水 信義，久本 信實 

胃内視鏡検診を契機に発見された A 型胃炎の臨床的検討 

第 55 回日本消化器がん検診学会総会附置研究会，2016.6.10 鹿児島 

 

■ 青木利佳，勢井雅子 

 H.pylori 感染を考慮した胃がん検診システム 

第 55 回日本消化器がん検診学会総会附置研究会，2016.6.11 鹿児島 

 

■ 蟹谷和見，岡山由美，小出逸子，遠藤明美，下藤美千代，冨田知恵子 

 当施設での巡回超音波検診の取り組み 

 第 41 回日本超音波検査学会学術集会，2016.6.11 仙台 

 

■ 生島葉子(徳島市民病院 放射線科), 瀧 雅子, 岡田真澄, 本田純子, 高橋雅子,  

広瀬千恵子, 原井夕子, 近藤博之, 赤岩寛志, 森本忠興 

 MMG 単独検診における三次読影を兼ねた検討会の意義． 

第 24 回日本乳癌学会総会（示説発表），2016.6.17 東京 

 

■ 青木利佳 

 これからの胃がん対策 中学生ピロリ菌検査, ABC 分類, X 線, 内視鏡をどう使うべきか 

成人における胃がん検診の現状と課題 

第 75 回日本公衆衛生学会総会（シンポジウム），2016.10.26 大阪 



 

■ 勢井雅子，青木利佳 

 横断調査による BMI 別有所見率～標準体重の再考． 

第 75 回日本公衆衛生学会総会（示説発表），2016.10.27 大阪 

 

■ 青木利佳，勢井雅子，美馬佳久，本田浩仁 

胃がんリスクに応じた胃がん検診システムの再構築に向けて―徳島県の現状 

第 47 回消化器がん検診学会中国四国地方会（シンポジウム），2016.12.10 倉敷 

 

■ 佐々木春夫，葉久貴司，広瀬敏幸 

検診の胸部Ｘ線の線状陰影が経過と共に太くなる所見により発見し得た肺腺癌の２例 

第 57 回日本肺癌学会（示説発表），2016.12.19 福岡 

 

【研究会発表】 

■ 青木利佳 

実践演習問題 

第 7 回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会，2016.6.12 鹿児島 

 

■ 青木利佳 

  どうなる？対策型内視鏡検診 全国および徳島県での動向と内視鏡医に求められること 

徳島県胃腸胆道疾患研究会（ミニレクチャー），2017.1.17 徳島 

 

【講演会等】 

■ 岡山由美 

 「頸部超音波検診について」 

平成 29 年度巡回健診説明会講演① 2016.8.24 徳島 

 

■ 新居直人 

 「腹部超音波検診について」 

平成 29 年度巡回健診説明会講演② 2016.8.24 徳島 

 

■ 青木利佳 

「胃がん検診の最前線～検査の特徴を正しく理解し、住民に必要な検診体制を考える～」 

徳島県市町村保健師連絡協議会研修会 2016.9.16 徳島 

 

■ 青木利佳 



 「対策型検診として実施する内視鏡検診について」 

小松島市医師会研修会 2016.9.23 小松島市 

 

 

■ 鎌村真子 

 検診における心電図について 

 小松島勝名管内保健師研修会 2016.10.28 勝浦町 

 

■ 本田浩仁 

 「がんについて知ろう！」（高校生対象） 

次世代健康教育事業出前講座 2016.11.14 徳島 

 

■ 美馬佳久 

 「がん登録の今」 

徳島市医師会佐古・加茂名地区臨床懇話会 2016.11.18 徳島 

 

■ 青木利佳 

 「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診 徳島県の取り組み」  

第 74 回山口県消化器がん検診講習会 2016.11.19 山口 

 

■ 赤岩寛志 

 講義Ⅰ「基準撮影法について ～前壁撮影を中心に～」 

日本消化器がん検診精度管理評価機構中国四国支部 

第 1 回胃Ｘ線撮影基礎講習会 2017.2.5 高松 

 

■ 青木利佳 

 「受けていますか？胃がん検診 知っていますか？ピロリ菌」 

那賀町市民公開講座 2017.2.11 那賀町 

 

■ 勢井雅子 

 「糖尿病合併症は予防できる～生活習慣・肥満からはじまるドミノ倒し」 

松茂町・糖尿病予防教室，2017.2.21 松茂 

 

■ 青木利佳 

 「対策型内視鏡検診の展望 胃がん死撲滅における内視鏡医の役割」 

WAKAYAMA GI seminar ～胃がん検診を考える～ 2017.3.9 和歌山 



 

【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 

2016.8. 神戸 公益法人向けセミナー 

2016.8. 東京 結核予防会ネットワーク会議 

2016.9. 京都 がん征圧全国大会 

2016.10. 松山 平成 28 年度中国・四国ブロック会議 

2016.11. 高松 公益・一般法人定例講座「マイナンバー制度対応版」 

2017.1. 松山 平成 28 年度四国地区情報交換会 

2017.1. 松山 相互連携型システム見学セミナー 

2017.1. 大阪 公益法人・一般法人のための実務講座 

2017.2. 東京 結核予防会事務局長会議 

 

■ 診療部 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2016.4. 東京 第 113 回日本内科学会総会 

2016.4. 東京 第 102 回日本消化器病学会総会 

2016.5. 東京 第 91 回日本消化器内視鏡学会 

2016.5. 大阪 第 3 回消化管造影懇話会学術委員会 

2016.6. 鹿児島 第 55 回日本消化器がん検診学会 

2016.6. 大分 第 22 回ヘリコバクター学会学術集会 

2016.7. 東京 第８回関東産婦人科乳腺医学会 

2016.8. 大阪 第 5 回消化管造影懇話会学術委員会 

2016.9. 東京 平成 28 年度第 2 回内視鏡検診・健診あり方検討委員会 

2016.10. 大阪 第 75 回日本公衆衛生学会総会 

2016.11. 神戸 第 24 回日本消化器関連学会週間 

2016.11. 東京 第 28 回乳がん検診用マンモグラフィ読影講習会 

2016.12. 松山 第 106 回日本消化器病学会四国支部例会 

2016.12. 倉敷 第 47 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 

2017.3. 東京 第 23 回産婦人科乳腺医学会 

2017.3. 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 



2016.8. 岡山 平成 28 年度第 1 回がん検診学会中四国支部放射線技

師研修会 

2016.11. 久留米 日本乳癌検診学会 

2016.12. 清瀬市 平成 28 年度胸部画像精度管理研究会 

2016.12. 倉敷 第 47 回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 

2017.1. 松山 第 2 回四国消化管造懇話会 

2017.3. 仙台 平成 28 年度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 

2016.4 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

県支部総会 

2016.5. 岡山 アスリード腹部初級コース受講 

2016.5. 京都 第 36 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会 

2016.6. 仙台 第 41 回超音波検査学会学術集会 

2016.7. 高松 JSS 四国第 25 回中国第 20 回地方会学術集会 

2016.8. 東京 超音波検査を学ぼう！2016 ベーシック編 

2016.9. 大阪 第 72 回細胞検査士教育セミナー 

2016.9. 徳島 徳島県臨床検査技師会臨床化学検査研究班勉強会徳臨

技指定精度管理研修会 

2016.10. 大阪 JSS 関西第 26 回地方会研修会 

2016.10. 愛媛 JSS 四国第 26 回地方会研修会 

2016.11. 久留米 日本乳癌検診学会 

2016.12. 徳島 徳島県医学検査学会 

2017.1. 大阪 超音波検査を学ぼう！2016 アドバンス編 

2017.1. 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

県支部総会 

2017.2. 京都 JSS 関西第 27 回地方会研修会 

2017.3. 徳島 徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会 

2017.3. 徳島 JSS 四国第 27 回地方会研修会 

2017.3. 徳島 四国臨床検査技師会協議会平成 28 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 



2016.6. 徳島 内視鏡機器取扱い講習会 

2016.7. 東京 平成 28 年度特定保健指導実施者育成研修 

2016.8. 大阪 内視鏡技師会機器講習会 

2016.10. 東京 
人間ドック健診情報管理指導士ブラッシュアップ研

修会 

2017.2. 大阪 内視鏡技師会技師学会 

2017.2. 東京 日本対がん協会第 40 回保健師・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 

2016.6. 金沢 地域がん登録全国協議会第 25 回学術集会 

2016.7. 東京 全国がん登録パネル委員会 

2016.10. 松山 平成 28 年度全国がん登録実務者研修会 

2016.12. 東京 全国がん登録都道府県実務者研修（中級） 

 


