
研究発表等 
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【誌上発表】 （当機構の者にアンダーライン） 

■ Terao S, Suzuki S, Yaita H, Kurahara K, Shunto J, Furuta T, Maruyama Y, 

Ito M, Kamada T, Aoki R, Inoue K, Manabe N, Haruma K. 

Multicenter study of autoimmune gastritis in Japan: Clinical and endoscopic 

characteristics. 

Digestive Endoscopy 2020; 32( 3): 364-372 

 

■ 鈴木 英雄(筑波大学附属病院 つくば予防医学研究センター), 青木 利佳, 吉村 理江, 

齋藤 洋子, 溝上 裕士, 中島 滋美. 

双方向性を重視した胃 X線によるピロリ菌感染診断の学習効果についての検討. 

日本消化器がん検診学会雑誌. 2019; 57( 4): 554-560 

 

■ 安田 貢(国家公務員共済組合連合会高松病院 人間ドックセンター), 青木 利佳. 

胃炎の京都分類"マスターラーニング"(第１回) (No2)地図状発赤、斑状発赤と両者の鑑

別点. 

Helicobacter Research. 2019; 23( 2): 98-99 

 

■ 中島 滋美(滋賀医科大学 地域医療教育研究拠点), 青木 利佳, 八板 弘樹, 蔵原 晃一, 

山本 和雄, 伊藤 慎芳, 入口 陽介, 安田 貢, 山道 信毅, 春間 賢. 

【A型胃炎-最新の知見】A型胃炎の画像所見 自己免疫性胃炎の胃 X線造影像 多施設

後ろ向き研究. 

胃と腸. 2019; 54(7): 983-997 

 

■ 青木 利佳, 安田 貢, 春藤 譲治, 春間 賢. 

【A型胃炎-最新の知見】内視鏡検診における A型胃炎. 

胃と腸. 2019; 54(7): 1046-1052 

 

【学会発表】（当機構の者にアンダーライン） 

■ 青木 利佳, 本田 浩仁，高山哲治 

検診における内視鏡の位置づけ 胃がん検診 広域化による内視鏡検診の実現について. 

第 97回 日本消化器内視鏡学会総会（パネルディスカッション１） 2019.5.31 東京 

 

■ 春藤 譲治(春藤内科胃腸科), 青木 利佳, 岡久 稔也 

当科における自己免疫性胃炎(AIG)の診断と問題点について 



第 97回 日本消化器内視鏡学会総会（附置研究会） 2019.5.31 東京 

 

■ 青木 利佳, 安田 貢 

血清ヘリコバクターピロリ IgG抗体の測定キット間の違い 

第 25回日本ヘリコバクター学会 2019.6.21 名古屋 

 

■ 勢井 雅子, 青木 利佳 

がん検診としての超音波検査の精度 

第 78回日本公衆衛生学会 2019.10.23 高知 

 

■ 井上 和彦(淳風会健康管理センター), 青山 伸郎, 伊藤 慎芳, 青木 利佳, 大原 信行, 

本郷 仁志, 古家 敬三, 吉村 理江, 木村 典夫, 結城 美佳, 浜本 哲郎, 吉村 禎二,  

小林 亮, 志田 勝義, 石野 順子 

胃がんリスク層別化検査運用研究会ヘリコバクターピロリ既感染も考慮したラテックス

法による血清抗体の精度に関する多施設共同検討 

日本総合健診医学会第 48回大会 2020.2.7 東京 

 

■ 勢井 雅子, 石本 寛子, 津田 芳見, 中津 忠則, 田山 正伸, 富永 俊彦, 今井 義禮,  

齋藤 義郎 

    徳島県の幼児肥満の割合～幼稚園・保育所・こども園の集計結果～ 

第 65回四国公衆衛生学会  2020.2.14 徳島 

 

【研究会発表】 

■ 青木 利佳 

背景胃粘膜診断トレーニング ―実際に判定してみましょう（アンサーパッド方式）― 

第 10回ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会 2019.6.10 岡山 

 

【講演会等】 

■ 青木 利佳 

H30年度内視鏡検診の検診成績と発見癌の供覧 

内視鏡検診研修会 2019.6.12 徳島 

 

■ 青木 利佳 

消化器がん検診の最前線 

日本消化器病学会主催四国支部第 84回市民公開講座 2019.9.7 徳島 

 



■ 登坂 小百合 

 全国がん登録届出に関する演習問題と解説 

 徳島県全国がん登録実務者研修会 2019.9.14 徳島  

 

■ 中村 幸枝 

 全国がん登録 遡り調査・安全管理・がん情報の利用について 

 徳島県全国がん登録実務者研修会 2019.9.14 徳島  

 

■ 青木 利佳 

ハイビジョン経鼻内視鏡を用いての上部内視鏡検査について 

徳島県内視鏡スクリーニングセミナー（オリンパス）2019.10.16 徳島 

 

■ 青木 利佳 

徳島県における対策型内視鏡検診の実際と課題 

FUJIFILM MEDICAL SEMINAR 2019 in 高松 2019.11.16 高松 

 

■ 青木 利佳 

対策型内視鏡検診における胃がん拾い上げのコツ～非拡大でもこれだけできる！～ 

加古川市令和元年度胃内視鏡検診研修会 2019.12.13 加古川市 

 

■ 赤岩 寛志 

基準撮影法で横胃に挑戦～動画を見てみんなで考えよう～ 

第 1回四国胃 X線撮影研究会 2020.2.2 高松 

 

■ 青木 利佳 

対策型内視鏡検診における胃がん拾い上げのコツ～非拡大でもこれだけできる！～ 

浜松胃がん勉強会 2020.2.17 浜松市 

 

 

【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 

2019.7. 東京 2019年度日本対がん協会事務局長会議 

2019.7. 大阪 健診標準フォーマット導入等に関する説明会 

2019.7. 東京 日本対がん協会受診者拡大研修会 



2019.7. 東京 国際モダンホスピタルショウ 2019 

2019.9. 松山 がん征圧全国大会 

2019.11. 高松 結核予防会・日本対がん協会中国・四国ブロック会議 

2019.11. 大阪 公益法人セミナー 

2020.1. 松山 ＷＥＢ予約一元化システム研修会 

2020.1. 東京 結核予防会全国支部事務局長研修会 

 

■ 診療部 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2019.4. 名古屋 第 116回日本内科学会総会・講演会 

2019.5. 金沢 第 105回日本消化器病学会 

2019.5. 東京 第 97回日本消化器内視鏡総会学会 

2019.6. 岡山 第 58回日本消化器がん検診学会・ 

第 10回ピロリ菌を考慮した胃がん検診研究会 

2019.6. 名古屋 第 25回ヘリコバクターピロリ学会学術集会 

2019.6. 高松 第 122回日本消化器内視鏡学会四国地方会・ 

第 111回日本消化器病学会四国支部例会 

2019.7. 岡山 第 60回日本人間ドック学会学術大会 

2019.10. 高知 第 78回日本公衆衛生学会総会 

2019.11. 高知 第 112回日本消化器病学会四国支部例会・ 

第 123回日本消化器内視鏡学会 

2019.11. 神戸 第 27回日本消化器関連学会週間 JDDW2019 

2019.12. 高知 第 50回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 

2020.2. 徳島 四国公衆衛生学会総会 

 

■ 放射線 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2019.5. 徳島 第 84回徳島乳腺研究会 

2019.6. 岡山 第 58回日本消化器がん検診学会総会 

2019.7. 高松 第 23回四国乳房画像研究会 

2019.8. 神戸 第 68回デジタルマンモグラフィ品質管理講習会 

（NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構） 

2019.9. 倉敷 2019 年度胃がんＸ線検診技術部門Ｂ資格及び読影部門検定

試験（実行委員） 

（NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構） 

2019.9. 徳島 第 5回乳房撮影装置管理セミナー 



2019.10. 徳島 第 85回徳島乳腺研究会 

2019.11. 米子 第 3回胃 X線撮影基礎講習会（NPO法人日本消化器がん検

診精度管理評価機構中国四国支部） 

2019.11. 福井 第 29回日本乳癌検診学会 

2019.12. 高知 第 50回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 

2019.12. 清瀬 令和元年度胸部画像精度管理研究会（結核予防会） 

2020.1. 大阪 第 3回西日本合同研修会 

（NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構） 

2020.2. 大阪 第 29回日本乳癌画像研究会 

2020.2. 高松 第 1回四国胃 X線撮影研究会 

 

 

■ 検査室 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2019.4. 徳島 徳島県臨床検査技師会病理細胞診勉強会ならびに徳島県細

胞検査士県支部総会 

2019.4. 横浜 第 44回日本超音波検査学会学術集会 

2019.5. 東京 第 92回日本超音波医学会学術集会 

2019.6. 徳島 胃内視鏡検診従事者講習会 

2019.9. 大阪 第 78回細胞検査士セミナー 

2019.9. 岡山 第 14回中四国乳房超音波研究会 

2019.10. 大阪 日本超音波医学会第 46回関西地方会学術集会 

2019.11. 福井 第 29回乳癌検診学会学術集会 

2019.11. 岡山 第 58回日本臨床細胞学会秋季大会 

2019.11. 淡路 ECHO AWAJI CV IMAGING 2019 

2019.12. 徳島 徳島県医学検査学会 

2019.12. 広島・ 

大阪 

検体採取等に関する厚生労働者指定講習会 

2020.1. 名古屋 乳房超音波技術更新講習会 

2020.2. 大阪 第 29回日本乳癌画像研究会 

2020.2. 徳島 徳臨技 医療法改正対策セミナー 

2020.2. 高松 JSS四国地方会 

2020.2. 徳島 乳がん検診従事者講習会 



 

■ 看護保健 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2019.4. 大阪 BDセーフティーセミナー西日本 2019 

2019.5. 東京 日本消化器内視鏡技師学会 

2019.6. 東京 特定保健指導スキルアップ研修会 

2019.9. 鳴門 第 16回四国消化器内視鏡技師学会 

2019.11. 東京 保健指導者育成セミナー「食生活改善指導担当者」 

2019.11. 徳島 令和元年度徳島県災害看護研修会 

 

■ 徳島県がん登録室 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2019.6. 北海道 日本がん登録協議会第 28回学術集会 

2019.6. 徳島 第 14回徳島県がん登録研修会 

2019.8. 東京 全国がん登録標準化パネル委員会 

2019.9. 徳島 徳島県全国がん登録実務者研修会 

2019.11. 大阪 広域ブロック地域がん登録会議 

2019.12. 徳島 第 15回徳島県がん登録研修会 

2019.12. 東京 令和元年度全国がん登録都道府県実務者研修（中級） 

 


