
研究発表等 

平成 30年度 

【書籍】  （当機構の者にアンダーライン） 

■ 青木利佳 

2章 症例提示，コラム―アンサーパッドを用いた胃粘膜診断の学習効果 

ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会編集. X 線と内視鏡の比較で学ぶ H.pylori 胃

炎診断－新時代の胃がん検診を目指して. 東京: 文光堂. 2018; 66-81, 86-111, 128-129. 

 

■ 青木利佳, 吉村理江 

内視鏡スクリーニングに必要な準備 ４）検査目の食事に関する注意点と検査食 

日本消化器内視鏡学会監修. 下部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル. 東京: 医

学図書出版. 2018; 48-50. 

 

 

【誌上発表】 （当機構の者にアンダーライン） 

■ Harada R, Kimura M, Sato Y, Taniguchi T, Tomonari T, Tanaka T, Tanaka H, 

Muguruma N, Shinomiya H, Honda H, Imoto I, Sogabe M, Okahisa T, Takayama T. 

APOB codon 4311 polymorphism is associated with hepatitis C virus infection through 

altered lipid metabolism. 

BMC Gastroenterol. 2018; 18(1):24.  

 

■ 河合 隆，伊藤公訓, 青山伸郎, 村上和成, 加藤勝章, 大泉晴史, 古田隆久, 笹島雅彦,  

吉村理江, 伊藤愼芳, 青木利佳, 岡 政志, 安田 貢, 山道信毅, 杉山敏郎.  

日本ヘリコバクター学会胃がんリスク評価に資する抗体法適正化委員会. 

胃がんリスク評価に資する抗体法適正化に関する多施設研究. 

日本ヘリコバクター学会誌 2018; 19(2): 133-138. 

 

【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 

若年者におけるHelicobacter pylori感染診断 

第 57回 日本消化器がん検診学会総会 2018.6.9 新潟 

 

■ 鈴木英雄, 青木利佳, 吉村理江, 齋藤洋子, 中島滋美 

双方向性を重視した胃粘膜画像診断の学習 

第 57回 日本消化器がん検診学会総会 2018.6.9 新潟 

 



■ 勢井雅子, 石本寛子 

徳島県の幼児肥満健康管理システム 

第 77回日本公衆衛生学会 2018.10.25 福島 

 

■ 青木利佳, 勢井雅子, 本田浩仁   

対策型内視鏡検診における判定区分と画像評価システムの検討 

第 26 回日本消化器関連学会週間 JDDW2018 神戸 日本消化器がん検診学会デジタルポ

スター 2018.11.1 神戸 

 

■ 春藤譲治, 青木利佳, 岡久稔也 

除菌後時代を迎えた胃癌診療と A型胃炎における諸問題－開業医の立場からみた A型胃

炎の診断と問題点について 

第 26回日本消化器関連学会週間 JDDW2018神戸（PD）2018.11.2 神戸 

 

■ 青木利佳, 勢井雅子, 本田浩仁 

受診歴別にみた対策型胃 X線検診の検診精度 

第 49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 2018.12.8 鳥取 

 

■ 赤岩寛志, 青木利佳 

  任意型検診で発見された胃がん症例 

第 49回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 症例検討会 2018.12.9 鳥取 

 

 

【研究会発表】 

■ 青木利佳 

 検診センターにおける A型胃炎の頻度 

 新たな胃病変を考える会 2018.5.12 東京 

 

■ 青木利佳 

  対策型内視鏡検診におけるリスク層別化は可能か？ 

第 9回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会 2018.6.10 新潟 

 

■ 近藤博之 

  デジタルマンモグラフィのいろはの「い」   

  第 83回徳島乳腺研究会  2019.3.16 徳島 

 



■ 原井夕子 

ハードコピーからソフトコピーへの移行時の問題点－当機構の経験から－ 

第 83回徳島乳腺研究会  2019.3.16 徳島 

 

【講演会等】 

■ 青木利佳 

対策型内視鏡検診のスタンダード～メディカルスタッフと未来を考える～ 

第 80回 日本消化器内視鏡技師学会 ランチョンセミナー 2018.5.12 東京 

■ 岡山由美、蟹谷和見 

 ベーシックコース「基礎からマスターする肝臓・脾臓・膵臓・胆のう・胆管・腎臓」&ス

キルアップコース 

 徳島臨床検査技師会 第１回腹部エコー実技研修会 2018.5.13 徳島 

 

■ 青木利佳 

ダブルチェックの立場から 

内視鏡検診研修会 2018.5.18, 5.31 徳島 

 

■ 登坂小百合 

 2016年症例における届出エラーとその対策 

 徳島県全国がん登録実務者研修会 2018.5.19, 5.24 徳島  

 

■ 中村幸枝 

 届出対象と届出項目 

 徳島県全国がん登録実務者研修会 2018.5.19, 5.24 徳島  

 

■ 青木利佳 

対策型内視鏡検診について 

保健師対象説明会 2018.8.30 徳島 

 

■ 勢井雅子 

 がん予防とがん検診～病気の一次予防と二次予防～ 

 平成 30年度健康を考える県民のつどい 2018.9.11 徳島 

 

■ 青木利佳 

胃内視鏡検診における最適なスクリーニング検査 

JDDW2018サテライトシンポジウム 2018.11.1 神戸 



 

■ 青木利佳 

胃内視鏡検診におけるスクリーニング検査 

Olympus四国地区懇話会 2018.11.16 愛媛 

 

■ 青木利佳 

ピロリ菌感染状態別に胃がん症例を見てみよう！ 

関西消化管造影懇話会 2018.11.17 大阪 

 

■ 勢井雅子 

 がんの基礎知識とがん検診 

 次世代健康教育事業出前講座 2018.11.22 阿南 

 

■ 岡山由美 

 検査データの活用について 

 板野町血管若返り教室 2019.1.17板野  

 

■ 青木利佳 

上部消化管内視鏡スクリーニング検査 

日本消化器内視鏡学会四国支部セミナー 2019.1.27 香川 

 

■ 本田 浩仁 

糖尿病と健康長寿 

糖尿病予防教室 2019.2.12 松茂 

 

■ 赤岩寛志 

実習「読影（腫瘤）」，臨床写真評価，実習「画像形成」 

平成 30年度徳島県マンモグラフィ技術講習会 2019.2.16, 2.17 徳島 

 

■ 近藤博之 

実習「読影（石灰化）」，臨床写真評価，実習「機械管理」 

平成 30年度徳島県マンモグラフィ技術講習会 2019.2.16, 2.17 徳島 

 

■ 青木利佳 

ピロリ菌と，これからの胃がん検診 

日本消化器病学会主催市民公開講座 2019.2.17 香川 



 

【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 

2018.6. 東京 健診標準フォーマット説明会(結核予防会) 

2018.6. 東京 2018年度日本対がん協会事務局長会議 

2018.7. 東京 日本対がん協会受診者拡大研修会 

2018.8. 大阪 職員研修構築セミナー 

2018.9. 千葉 2018年度がん征圧全国大会 

2018.11. 東京 日本対がん協会創立 60周年記念式典 

2018.11. 広島 平成 30年度中国・四国ブロック会議 

2018.12. 神戸 第 7回ピンクリボンアドバイザー認定試験 

2019.1. 東京 プライバシーマークセミナー2018 

2019.1. 東京 結核予防会全国支部事務局長会議 

2019.2. 東京 第 70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 

2018.4. 京都 第 115回日本内科学会講演会 

2018.4. 東京 第 104回日本消化器病学会総会 

2018.5. 東京 第 95回日本消化器内視鏡学会総会 

2018.5. 東京 第 42回日本消化器内視鏡学会セミナー 

2018.6. 新潟 第 57回日本消化器がん検診学会総会 

2018.6. 松山 第 109回日本消化器病学会四国支部例会 

2018.6. 大分 第 24回日本ヘリコバクター学会学術集会 

2018.8. 大阪 平成 30年度日本肝臓学会教育講演会 

2018.10. 福島 第 77回日本公衆衛生学会総会 

2018.11. 神戸 第 26回日本消化器関連学会週間 

2018.11. 松山 第 110回日本消化器病学会四国支部例会 

2018.12. 鳥取 日本消化器がん検診学会中四国地方会 

2019.2. 高松 四国公衆衛生学会総会 

2019.3. 横浜 第 45回重点卒後教育セミナー 

2019.3. 横浜 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 

2018.7. 福岡 福岡乳房超音波技術講習会 

2018.8. 広島 第 1回日本消化器がん検診学会放射線技師研修会 

2018.9. 高松 NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 

胃がんＸ線検診技術部門Ｂ資格検定試験（試験管） 

2018.9. 広島 第 151回撮影技師更新講習会 

2018.11. 広島 NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 

胃がんＸ線検診読影部門Ｂ資格検定試験（試験管） 

2018.11. 大阪 第 28回日本乳癌検診学会学術集会 

2018.11. 大阪 日本乳癌学会第 6回総合判定講習会 

2018.12. 鳥取 日本消化器がん検診学会中四国地方会 

2019.1. 高松 第 4回四国消化管造影懇話会 

2019.2. 広島 NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 

第 2回西日本合同講習会   

2019.3. 大阪 乳腺超音波診断講習会 

2019.3. 京都 第 157回マンモグラフィ更新技術講習会 

2019.3. 高知 四国四県合同研修会 

 

■ 検査室 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2018.4 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 

2018.6. 大阪 第 41回日本超音波検査学会学術集会 

2018.8. 高知 第 33回日本臨床細胞学会中国四国連合会総会・学術集会 

2018.8. 徳島 徳臨技 臨床化学検査研究班勉強会 

2018.10. 大阪 第 41回日本乳腺甲状腺超音波学会学術集会 

2018.10. 徳島 JSS四国第 32回地方会研修会 

2018.11. 大阪 第 28回日本乳癌検診学会学術集会 

2018.11. 高松 平成 30年度日臨技中国四国支部医学検査学会 

2018.11. 徳島 徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会 

2018.12. 徳島 第 42回徳島県医学検査学会 

2018.12. 東京 超音波スクリーニング研修講演会 

2019.1. 東京 第 5回日臨技乳房超音波技術講習会 



2019.1. 大阪 乳房超音波検査を学ぼう！アドバンス編 

2019.2. 徳島 徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会 

2019.2. 東京 第 9回乳房超音波技術講習会 

2019.3. 徳島 平成 30年度徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会 

2019.3. 東京 乳房超音波検査を学ぼう！アドバンス編 

2019.3. 徳島 平成 30年度乳癌検診従事者講習会 

2019.3. 高知 高知県臨床検査技師会四国四県合同研修会 

 

■ 看護保健 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2018.5. 東京 日本消化器内視鏡技師学会 

2018.7. 東京 特定保健指導実施者育成研修 

2019.2. 大阪 第 72回近畿消化器内視鏡技師会 

2019.2-3. 東京 第 42回日本対がん協会保健師・看護師研修会 

 

■ 徳島県がん登録室 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2018.5-6. 徳島 徳島県全国がん登録実務者研修会（2回） 

2018.6. 那覇 日本がん登録協議会第 27回学術集会 

2018.10. 松山 がん登録実務者のための５大がん登録講座 2018 

2018.12. 徳島 第 13回徳島県がん登録研修会 

2018.12. 松山 平成 30年度全国がん登録都道府県実務者研修（中級） 

 


