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研 究 発 表

　　　 講演・口演・シンポジウム・示説  

演　　　　　　　　題 発　　　　表　　　　者 学　　　会　　　名 場　所 年　月
（西暦）

婦　人　検　診　部
〔特別講演〕
コルポスコピーセミナー「HPV」時代
におけるコルポ診の役割。 藏本博行 第46回日婦腫瘍学会 新　潟 2009. 7

これからの子宮がん検診のあり方
－ベセスダシステムとHPVを中心に－ 藏本博行 沼津産婦人科医会 沼　津 2009.12

The effi  cacy of Pap smear for cervical 
cancer screen ing -Re l i ab i l i ty o f 
cytology in the era of HPV testing.

Kuramoto, H, Sugimoto, N, Iida, M, 
Okajima, H, Noda, N

17th Tha i - Japanese 
Workshop in Diagnostic 
Cytopathology

Chang Mai 2010. 1

HPV時代の子宮頸癌予防対策 藏本博行 座間･綾瀬産婦人科医
会､海老名産婦人科医会 海老名 2010. 3

〔シンポジウム・ワークショップ〕

日本細胞診断学推進協会フォーラム：
子宮頸がん検診とHPV　パート 3

上野喜三郎、沖　明典、久布白兼行
藏本博行、今野　良、小林忠男
笹川寿之、笹川　基、平井康夫

第50日臨細胞学会春期
大会 東　京 2009. 6

当院における子宮体癌の治療成績
角田新平、新井正秀、新井　努、川口
美和、小野重満、沼田　彩、今井　愛、
上坊敏子、蔵本博行、海野信也

第47回日婦腫瘍秋期大会 東　京 2009.11

〔一般演題〕
Activity of dual PI3K／mTOR inhibitor, NVP-
BEZ235, and mTOR inhibitor, RAD001 
（everolimus）, in endometrial cancer cell lines. 

Shoji, K, Oda, K, Nakagawa, S, Ikeda, 
Y, Kuramoto, H, Nishida, M, Kawana, 
K, Yano, T, Kozuma, S, Taketani, Y

Society of Gynecologic 
Oncology アメリカ 2010. 3

〔講習会・研修会〕

子宮体癌の臨床細胞学 藏本博行 杏林大学保健学部細胞
検査士養成課程 八王子 2009. 5

婦人科がん検診 藏本博行
日本がん検診・診断学
会、第 4 回がん検診認
定医講習会

名古屋 2009. 9

子宮内膜細胞診　総まとめ 藏本博行 （財）癌研有明病院付設
細胞検査士養成所 東　京 2009.10

婦人科腫瘍総論 藏本博行 北里大学医学部第 4 学
年講義 相模原 2009.12

絨毛性疾患 藏本博行 北里大学医学部第 4 学
年講義 相模原 2009.12

放　射　線　技　術　部
がん検診デジタル画像の精度管理「肺
がん検診」 金岩清雄 日本放射線技術学会

第52回撮影分科会 横浜市 2009. 4

肺がんCT検診認定技師の課題と展望 津田雪裕 長野県放射線技師会
東信支部勉強会 軽井沢 2009. 7

胃がん検診安全マニュアル「適合基準
の導入に向けた検討と課題」 植村博次

日本消化器がん検診学会
関東甲信越地方会第69回
学術集会保健衛生部会

東京都 2009. 9

基準撮影法の有効性を検証する「撮影
及び読影の立場からの効果比較」 見本真一

日本消化器がん検診学会
関東甲信越地方会第69回
学術集会シンポジウム

東京都 2009. 9

DR化と胃がん検診（第 2 報）発見胃
がんの検討 和田昌訓 日本消化器がん検診学

会第47回総会 京都府 2009.10
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（西暦）

DR化と胃がん検診（第 1 報）デジタ
ル化と検診成績 高橋直太郎 日本消化器がん検診学

会第47回総会 京都府 2009.10

当施設におけるマンモグラフィ検診車
の精度管理 三好恭子 日本乳がん検診学会第

19回総会 札幌市 2009.11

検診の実際 見本真一 第32回消化管造影技術
研修会 東京都 2010. 1

胃X線撮影の基礎「透視観察手順」 見本真一 第64回神奈川消化管研
究会 横須賀市 2010. 2

放　射　線　診　断　部
じん肺健康診断におけるX線デジタル
撮影画像の活用について
－じん肺症例収集－

村田喜代史・田中利彦 村田班会議 東　京 2009

臨　床　検　査　部
車検診へのベセスダシステム導入に際
しての検討

宮川潤、岩見美子、杉本直子、岡島弘幸、
野田信之、蔵本博行、飯田萬一

第50回日本臨床細胞学
会春期大会 東　京 2009. 6

スクリーニング外部精度管理システム
へのブラインドサンプル導入の現状

鈴木恵美子、渡辺倫子（（財）日本公
衆衛生協会）,平原史樹（横浜市立大
学大学院）、山上祐次　他

第36回日本マス・スク
リーニング学会　第31
回技術部会

札幌市 2009. 8

タンデムマススクリーニングにおける
精度管理の検討（第 2報）

鈴木恵美子、渡辺倫子（（財）日本公
衆衛生協会）,平原史樹（横浜市立大
学大学院）、山上祐次　他

第36回日本マス・スク
リーニング学会　第31
回技術部会

札幌市 2009. 8

神奈川県における先天性中枢性甲状腺
機能低下症の疫学的調査　第一報

曽根田明子、安達昌功（神奈川県立こ
ども医療センター）、春木英一、山上
祐次　他

第36回日本マス・スク
リーニング学会　第31
回技術部会

札幌市 2009. 8

新生児スクリーニング検査技術
①BIA法 山上祐次

平成21年度先天性代謝
異常・内分泌疾患マス・
スクリーニング基礎理
論研修会

東京都 2009.10

神奈川県における新生児マス・スクリー
ニングシステム－スクリーニング陽性
児のフォローアップ体制について－

樫村茂也、山上祐次、酒井聡子、南雲
慎子、塩澤純子、間島勝徳、栗原　博、
春木英一

第44回予防医学技術研
究会議 千葉市 2010. 2

子宮がん車検診における異形成・頸が
ん発見率の推移

宮川潤、岩見美子、杉本直子、加藤ち
づ代、坂野みどり、堀真須子、菅原隆、
飯田萬一、岡島弘幸、野田信之、蔵本
博行

第44回予防医学技術研
究会議 千葉市 2010. 2

尿沈渣検査法をJCCLS方に変更するこ
とによる影響

金子治司、三橋範子、高鳥佳子、小泉
真弓、篠原弘、間島勝徳、竹中道子

第44回予防医学技術研
究会議 千葉市 2010. 2

予防医学事業中央会　健診・検査デー
タ共有化報告

大野弘子、大野直子、白川千秋、高山
英二、吉原律子（予防医学事業中央会
共有化専門委員会共有化ワーキンググ
ループ）

第44回予防医学技術研
究会議 千葉市 2010. 2

婦人科液状処理細胞診（LBC）による
試みと従来法との細胞像の比較 宮川　潤 第14回神奈川県細胞検

査士学術集会 横　浜 2010. 3

消　化　器　検　診　部
（講　演）
客船飛鳥、飛鳥Ⅱでの診療経験－特に
1ヶ月以上の長期クルーズについて－ 吉田二教 第 8 回日本旅行医学会

大会 東　京 2009. 4

胃がん検診のための読影の手引き 石野順子 第63回神奈川消化管撮
影技術研究会 横　浜 2009.11

（一般演題）

DR化と胃がん検診（第 1報）
－検診成績の検討－

高橋直太郎、和田昌訓、植村博次、
見本真一、萩原明、島田育子、中島進、
下間順子、石野順子

第47回日本消化器がん
検診学会大会第32回部
会研究会総会

京　都 2009.10
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演　　　　　　　　題 発　　　　表　　　　者 学　　　会　　　名 場　所 年　月
（西暦）

DR化と胃がん検診（第 2報）
－発見胃がんの検討－

和田昌訓、高橋直太郎、植村博次、
見本真一、萩原明、島田育子、中島進、
下間順子、石野順子

第47回日本消化器がん
検診学会大会第32回部
会研究会

京　都 2009.10

環　境　科　学　部

作業環境測定結果から職場の改善に向
けて　分煙対策を含む 芦田敏文

平成21年度神奈川県医
師会主催日本医師会認
定産業医研修会

横　浜 2009. 7

産業看護職と作業環境管理概論 芦田敏文 平成21年度産業看護講座 横　浜 2009. 7

労働衛生保護具の実際
（実習：感染症対策用保護具） 芦田敏文

平成21年度神奈川県医
師会主催日本医師会認
定産業医研修会

横　浜 2009. 9

HVサンプラーで良好なK値を得るため
の採じん量についての検討 張江正信 第30回作業環境測定研

究発表会 金　沢 2009.11

作業環境管理 芦田敏文
平成21年度神奈川県医
師会主催産業医前期講
習会

横　浜 2010. 1

化学物質のリスクアセスメント 芦田敏文
平成21年度神奈川産業
保健推進センター産業
医研修会

横　浜 2010. 1

健　康　創　造　室
産業看護活動における意思決定へのマ
トリックス分析技法（ 7）

齋藤明子、高谷千枝子、北尾誠英（産
業看護マトリックス研究会） 第82回日本産業衛生学会 福　岡 2009. 5

産業看護活動における意思決定へのマ
トリックス分析技法（ 8）

高谷千枝子、齋藤明子、北尾誠英（産
業看護マトリックス研究会） 第82回日本産業衛生学会 福　岡 2009. 5

シンポジウムメンタルヘルス病休者の
復職支援－実践者による事例発表－労
働衛生機関から

三角政子 日本産業保健師会 東　京 2009. 4

メンタルヘルス不調・不全者の傾向観
察メンタルヘルス支援の方向性を明ら
かにする

高清水幸美 第55回神奈川県公衆衛
生学会 横　浜 2009.10

シンポジウムⅠ「看護職によるストレ
ス対策の新展開」健診機関の看護職に
よるメンタルヘルス活動の実際と特徴

高清水幸美 第17回日本産業ストレ
ス学会 福　岡 2009.11

健康診断時保健相談による社員の健康
診断結果と生活習慣の変化 鶴田えみ子、新藤朋子、高岡幹夫 第44回予防医学技術研

究会議 千　葉 2010. 2

　　　 著書，論文，報告書  

標　　　　　　　　題 発　　　　表　　　　者 誌　　名 年　　月
（西暦）

婦　人　検　診　部
〔原　著〕
Liquid-based Preparation
for Endometrial Cytology - Usefulness
for Predicting the Prognosis of 
Endometrial Carcinoma Preoperatively.

Watanabe, J, Nishimura, Y, Tsunoda, 
S, Kawaguchi, M, Okayasu, I, 
Kuramoto, H.

Cancer Cytopathol, 
117:254-263 2009

The oncogenic mutation in the pleckstrin 
homology domain of AKTI in endometrial 
carcinomas. 

Shoji, K, Oda, K, Nakagawa, S, 
Hosokawa, S, Nagae, G, Uehara, Y, 
Sone, K, Miyamoto, Y, Hiraike, H, 
Hiraike－Wada, O, Nei, Kawana,K, 
T, Kuramoto, H, Aburatani, H, Yano, 
T ＆ Taketani, Y.

British J Cancer, 
101:145－148 2009



66 〈研　究　発　表〉

神奈川県予防医学協会　平成21年度事業年報

標　　　　　　　　題 発　　　　表　　　　者 誌　　名 年　　月
（西暦）

Letter to the editor Reply: Somatic 
mutations are present in all members of 
the AKT family in endometrial carcinoma.

Shoji, K, Oda, K, Nakagawa, S, 
Hosokawa, S, Nagae, G, Uehara, Y, 
Sone, K, Miyamoto, Y, Hiraike, H, 
Hiraike-Wada, O, Nei, Kawana,K, T, 
Kuramoto, H, Aburatani, H, Yano, T 
＆ Taketani, Y.

British J Cancer
advance on line 
publication, 
8  Sept. 1-2

2009

Primary fallopian tube carcinoma is 
biologically diff erent from endometrial 
adenocarcinoma.

Arai, M, Jobo, T, Miyamoto, T, 
Arai, T, Watanabe, J, Unno, N, 
Kuramoto, H

Kitasato Med J, 
39（ 1 ）: 18-23 2009

細胞診、コルポ診ならびに内診による婦人
科検診
－その有用性についての検証－

藏本博行、杉本直子、飯田萬一 予防医学,（51）：77－83 2009

車検診へのベセスダシステム導入に際して
の検討

宮川　潤、岩見美子、杉本直子、
加藤ちづ代、坂野みどり、堀真須子、菅
原　隆、岡島弘幸、野田信之、
藏本博行、飯田萬一

予防医学、（51）：89－92 2009

〔総　説〕
20,30歳代で子宮頸がんが増えている 藏本博行、角田新平 臨婦産,64（ 3 ）：282－287 2010

放　射　線　診　断　部
革新的診断技術による肺がん検診手法の確
立CT肺がん検診有効性コホート研究分担研
究　神奈川県におけるCT検診の追跡調査

中山富雄、岡本直幸、田中利彦 厚生労働省研究 2009. 4

神奈川県予防医学協会におけるじん肺症例
収集－じん肺健康診断におけるX線デジタ
ル撮影画像の活用－

田中利彦 2010厚性労働科学研究　村
田班分担研究報告 2009

臨　床　検　査　部

効率的な緊急連絡値の確認法
－赤血球数、血色素量について－

戸田雅子、佐藤優子、岩壁晃代、上林英子、
近藤益平、大野弘子、間島勝徳、
竹中道子

P.93－96　予防医学
第51号 2009.12

タンデムマススクリーニングにおける精度
管理検体の作製

渡辺倫子、鈴木恵美子（日本公衆衛生協
会）、木下洋子、山上祐次　他

タンデムマス等の新技術を
導入した新しい新生児マス
スクリーニング体制の確立
に関する研究　P103－10
6,平成21年度総括・分担研
究報告書

2010. 3

スクリーニング外部精度システムへのブラ
インドサンプル導入の現状（平成21年度）

鈴木恵美子、渡辺倫子（日本公衆衛生協
会）、平原史樹（横浜市立大学大学院）、
山上祐次　他

タンデムマス等の新技術を
導入した新しい新生児マス
スクリーニング体制の確立
に関する研究　P114－11
6,平成21年度総括・分担研
究報告書

2010. 3

自動時間分解蛍光測定法（AutoDELFIA法）
を用いたTSHと17－OHP測定の評価に関す
る研究

穴澤　昭、鈴木　健、北川照男（東京都
予防医学協会）、山上祐次　他

タンデムマス等の新技術を
導入した新しい新生児マス
スクリーニング体制の確立
に関する研究　P119－12
2,平成21年度総括・分担研
究報告書

2010. 3

消　化　器　検　診　部

DR化と胃がん検診（第 1報）
－検診成績の検討－

高橋直太郎、和田昌訓、植村博次、見本
真一、萩原明、島田育子、中島進、下間
順子、石野順子

日本消化器がん検診学会雑
誌Vol47（ 5 ）：133 2009. 9

DR化と胃がん検診（第 2報）
－発見胃がんの検討－

和田昌訓、高橋直太郎、植村博次、見本
真一、萩原明、島田育子、中島進、下間
順子、石野順子

日本消化器がん検診学会雑
誌Vol47（ 5 ）：133 2009. 9
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標　　　　　　　　題 発　　　　表　　　　者 誌　　名 年　　月
（西暦）

クルーズの旅行医学飛鳥、飛鳥 2 の医療統
計 吉田二教 日本旅行医学会雑誌　 7

（ 2）（通号 9）68－73 2009.12

健　康　創　造　室

「健康」めぐる今日的考察 星　貞裕
横浜創造まちづくり研究
第 4号（横浜創造まちづく
り学会）

2009. 4

「会員機関の特定健診・特定保健指導の取
り組み事例」第 6回 高橋美世 労働衛生管理　第20巻

第 2号　通巻第73号 2009. 4

リスクアセスメント・リスクマネージメン
トと産業看護職の役割中小規模事業場への
支援におけるリスクアセスメント・リスク
マネジメント－労働衛生機関の保健師の立
場から－

森江亜希子 産業看護
2010Vol. 2 No. 1 2010. 1

「メタボリックシンドローム外来・栄養指
導の効果」 秋山芳子 予防医学　第51号 2009.12

個別健康支援プログラム実施後の長期指導
効果についての検討 工藤留美子 予防医学ジャーナル

第451号（63－67） 2010. 3




