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学 会 発 表 
 

 Akemi Kai：Trend in Foodborne Diseases in Japan，The 

Ninth International Symposium on Toxic Micro-organisms，

Tokyo，2002．     

 

 

 門間 千枝：生物テロに備えて現状と検査法を知る「ボ

ツリヌス症」，第41回感染性腸炎研究会総会，2001．  

 

 

 河村 真保，松下  秀，甲斐 明美，諸角  聖：2000

年分離赤痢菌の菌種・血清型と薬剤耐性，第41回感染性腸

炎研究会総会，2001． 

 

 

 東出 政人，村上 弘之，太田 敏子，松下  秀：

Salmonella Typhimurium DT104の検出状況とPFGE法による

疫学解析，第50回日本感染症学会東日本総会，2001． 

 

 

  小西 典子，尾畑 浩魅，畠山  薫，門間 千枝，甲

斐 明美，諸角  聖：東京都内における腸炎ビブリオ食

中毒の発生状況，第35回腸炎ビブリオシンポジウム，2001. 

 

 

 尾畑 浩魅，小西 典子，畠山  薫，門間 千枝，甲

斐 明美，諸角  聖，伊藤  武，太田 建爾，工藤 泰

雄：trh遺伝子保有腸炎ビブリオによる食中毒事例と本菌の

分離状況，第35回腸炎ビブリオシンポジウム，2001． 

 

  松下  秀，河村 真保，尾畑 浩魅，小西 典子，甲

斐 明美，諸角  聖，工藤 泰雄：海外旅行者下痢症例

由来腸炎ビブリオの血清型，第35回腸炎ビブリオシンポジ

ウム，2001． 

 

 

 尾畑 浩魅，畠山  薫，小西 典子，八木原怜子，門

間 千枝，甲斐 明美，諸角  聖：toxＲ遺伝子を標的と

するＰＣＲ法を応用した食品からの腸炎ビブリオの検出，

第74回日本細菌学会総会，2001． 

 

 

  八木原怜子，小西 典子，尾畑 浩魅，畠山  薫，門

間 千枝，甲斐 明美，諸角  聖：環境中の病原ビブリ

オ検出状況とＰＣＲ法による腸炎ビブリオ定量法の検討，

第74回日本細菌学会総会，2001．  

 

 

 門間 千枝，尾畑 浩魅，畠山  薫，新垣 正夫，小

西 典子，柳川 義勢，甲斐 明美，諸角  聖，伊藤  

武：α毒素非産生ウエルシュ菌による集団下痢症について，

第74回日本細菌学会総会，2001． 

 

 

 丹波 秀一，中馬 猛久，小野 一晃，横山 敬子，甲

斐 明美，伊藤喜久治：PCR-LiPA を用いたエリスロマイシ

ン耐性Campylobacter jejuni/coliの迅速検出法の開発，第

74回日本細菌学会総会，2001 

 

 

 松下  秀，有松 真保，横山 敬子，小西 典子，甲

斐 明美，諸角  聖，工藤 泰雄：近年東京において分

離された赤痢菌及びサルモネラの血清型と薬剤耐性，第74

回日本細菌学会総会，2001． 

 

 

 森田 耕司，渡邊  登，関口純一郎，和田 博志，松

下  秀，金森 政人：毒素原性大腸菌のキノロン剤耐性

とgyrA遺伝子QRDRの変異，第74回日本細菌学会総会，2001． 

 

 

  森田 耕司，渡邊  登，関口純一郎，松下  秀，金

森 政人：サルモネラのキノロン薬耐性とgyrA,parCの変異，

第84回日本細菌学会関東支部総会，2001． 

 

 

  門間 千枝：ウエルシュ菌エンテロトキシン検査法，衛

生微生物技術協議会第22回研究会，2001． 

 

 

 藤川  浩，和宇慶朝昭，諸角  聖：培養中のATP増加

挙動による食品汚染細菌数の推定，第22回日本食品微生物

学会学術総会，2001． 

 

 

  藤川  浩：微生物学的リスクアセスメントとその特徴，

第22回日本食品微生物学会学術総会，2001． 

 

 

 門間 千枝，尾畑 浩魅，畠山  薫，小西 典子，新

垣 正夫，池内 容子，柳川 義勢，甲斐 明美，諸角  聖，

伊藤  武：レシチナ－ゼ非産生ウエルシュ菌による集団

下痢症，第22回日本食品微生物学会学術総会，2001． 

 

 

 金子 誠二，石崎 直人，八巻ゆみこ，草野 友子，神

保 勝彦：免疫磁気ビーズ法を用いた病原性Yersinia 

enterocolitica検出方法の検討，第22回日本食品微生物学

会学術総会，2001． 
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 仲真 晶子，金子 誠二，石崎 直人，八巻ゆみこ，草

野 友子，平井 昭彦，神保 勝彦，宮崎 奉之：輸入生

ハムのListeria monocytogenes汚染事例，第22回日本食品

微生物学会学術総会，2001． 

 

 

 小澤 一弘，仁科 知子，富川ゆり子，紅林 理香，内

田 芳彦，赤羽 荘資，淺川  豊，仁科 徳啓，松下  

秀：食品従事者，食品等から検出されたサルモネラの血清

型と薬剤耐性(1997.1-2001.3)，第22回日本食品微生物学会

学術総会，2001． 

 

 

 甲斐 明美：ワークショップ 食中毒の発生動向と試験法，

日本薬学会第121回年会，2001． 

 

 宮武ノリエ，高橋美佐子，長嶋真知子，三宅 啓文，高

野伊知郎，上村  尚：脱法ドラッグ中に含有する麻薬類

似物質の分析，日本薬学会第122年会，2002． 

 

 

  浜野 朋子，安田 一郎，瀬戸 隆子，塩田 寛子，上

村  尚：中国・安徽省産牡丹皮の品質，日本薬学会第122

年会，2002． 

 

 高崎みどり，木島 孝夫，安田 一郎，浜野 朋子，徳

田 春邦：フェニルプロパノイド類及びリグナン類の抗発

がんイニシエーター作用並びにＮＯラジカル消去能につい

て，日本薬学会第122年会，2002． 

 

 

 中嶋 順一，安田 一郎：未規制薬物の乱用防止に関す

る研究 (12) Dietary Supplementに含まれる医薬品成分

とその作用量，日本薬学会第122年会，2002． 

 

 

  田口 信夫，安田 一郎，斉藤 和夫，鈴木 孝人，木

島 孝夫，高崎みどり，徳田 春邦：シソ種子中の発がん

抑制作用成分（2），日本薬学会第122年会，2002． 

 

 

  中川 好男，鈴木 俊也：2-ヒドロキシ-4-メトキシベン

ゾフェノンのラット肝細胞における代謝とその代謝物のエ

ストロゲン様活性，日本薬学会第122年会，2002． 

 

 

 佐藤かな子，長井二三子，青木 直人：タマサキツヅラ

フジ抽出アルカロイドの細胞膜酵素(Na,K-ATPase)活性阻

害作用，日本薬学会第122年会，2002． 

 

 鈴木 俊也，大橋 則雄：環境試験法，水質試験法，1,4-

ジオキサン，日本薬学会第122年会，2002． 

 

 

 高橋 正樹，畠山  薫，柳川 義勢，諸角  聖：都

内 に お け る カン ピ ロ バク タ ー 食 中 毒発 生 状 況 と

Guillain-Barre症候群患者が確認された一事例について，

平成13年度全国公衆衛生獣医師会協議会，2001． 

 

 

  藤川  浩，諸角  聖：変動気象下でのカビセンサー

によるカビ指数の予測，第28回日本防菌防黴学会年次大会，

2001． 

 

 

 甲斐 明美：シンポジウム 細菌検査の現状と問題点：腸

管出血性大腸菌O157，地方衛生研究所全国協議会関東甲信

静支部細菌研究部会第13回研究会，2001． 

 

 

 横山 敬子，高橋 正樹，新垣 正夫，柳川 義勢，甲

斐 明美，諸角  聖：都内におけるカンピロバクター食

中毒発生状況とGuillan-Barre症候群患者が確認された一

事例について，地方衛生研究所全国協議会関東甲信静支部

細菌研究部会第13回研究会，2001． 

 

 

 奥野 ルミ，遠藤美代子，向川  純，下島優香子，村

田以和夫，諸角  聖，関根 大正，仁多見謙一郎：都内

の病院でVanＡ型Enterococcus faeciumによる院内感染が

疑われた事例について，地方衛生研究所全国協議会関東甲

信静支部細菌研究部会第14回研究会，2002． 

 

 

 市村 敏行，水野 裕之，遠藤美代子，河村 好章：血

液由来で非溶血性を示したＧ群レンサ球菌の一例 ，日本臨

床微生物学会第13回，2001． 

 

 

  齋藤 光正，梶原 英子，石川 崇彦，遠藤美代子，高

出 明美，吉田 真一：劇症型Ａ群レンサ球菌感染症のマ

ウスモデル，Lancefieldレンサ球菌研究会第10回，2001． 

 

 

 下島優香子，遠藤美代子，奥野 ルミ：1999,2000年に分

離されたレンサ球菌のＴ型と薬剤感受性，レンサ球菌感染

症研究会第34回学術講演会，2001． 
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  奥野 ルミ，遠藤美代子，向川  純，村田以和夫，三

和 敬史，柴山 尚子：2000年に都内の病院で分離された

黄色ブドウ球菌のコアグラーゼ型，毒素型および薬剤感受

性，ブドウ球菌研究会，2001． 

 

 

 吉田 靖子，長谷川道弥，田部井由紀子，長島 真美，

森  功次，平田 一郎，諸角  聖：分離日本脳炎ウイ

ルスの遺伝子解析，第36回日本脳炎ウイルス生態学研究会，

2001． 

 

 

 田部井由紀子，吉田 靖子，長谷川道弥，長島 真美，

平田 一郎，諸角  聖：デングウイルス感染症の実験室

内診断-中和抗体測定によるウイルス血清型別の検討-，第

36回日本脳炎ウイルス生態学研究会，2001． 

 

 

 森  功次，林  志直，佐々木由紀子，野口やよい，

平田 一郎，関根 大正，諸角  聖：調理従事者の関与

が疑われるウイルス性胃腸炎の集団発生，第42回日本臨床

ウイルス学会，2001． 

 

 

 吉田 祐子，丸山 直記，高林 幸司，渡辺修一郎，新

開 省二，高橋龍太朗，新開 敬行，貞升 健志，増田 義

重，稲松 孝思：高齢者におけるインフルエンザワクチン

に対するＨＩ低抗体産生者の免疫学的背景，第60回日本公

衆衛生学会，2001． 

 

 

 早藤知惠子，藤谷 知子，渡邉 泰男，磯貝スエ子，高

橋 由美，山田 澄夫，市川 久次，佐藤 恭信，山下 三

雄，高田知英子：食生活から見た糖尿病，第60回日本公衆

衛生学会総会，2001． 

 

 

 早藤知惠子，窪山  泉，井出多延子，丸山 浩一，藤

谷 知子，市川 久次，山田 澄夫，佐藤 恭信，簑輪 眞

澄：受動喫煙ー暴露と健康知識，第60回日本公衆衛生学会

総会，2001． 

 

 

 藤谷 知子，早藤知惠子，磯貝スエ子，高橋 由美，渡

邉 泰男，市川 久次，山田 澄夫，佐藤 恭信：健康診

断値に及ぼす喫煙の影響，第60回日本公衆衛生学会総会，

2001． 

 

 

 味澤  篤，増田 剛太，根岸 昌功，今村 顕史，岸

田 修二，山田 義也，高山 直秀，赤城久美子，菅田 安

男，大林 民典，船田 信顕，石浦美津枝，香宗我部滋，

樫山 鉄夫，阿部 史郎，角田 隆史，大西 健児，藤田  

明，貞升 健志，関根 大正：都立病院でのHIV/AIDS症例

とその診療に関する研究，第15回日本エイズ学会学術集

会・総会，2001． 

 

 

 味澤  篤，今村 顕史，根岸 昌功，増田 剛太，貞

升 健志，関根 大正：1997から1998年に初診受診したHIV

感染者におけるHAART導入とその後の経過に関する研究，第

15回日本エイズ学会学術集会・総会，2001． 

 

 

 林  志直，野口やよい，森  功次，佐々木由紀子，

平田 一郎，関根 大正，諸角  聖：A群ロタウイルスの

検出された集団胃腸炎事例について，地方衛生研究所全国

協議会第16回関東甲信静支部ウイルス研究部会，2001． 

 

 

 水石 和子，小野 恭司，伊藤 弘一，竹内 正博，濱

田奈保子：東京湾の有機スズ汚染動態，Separation 

Sciences 2001日本分析化学会，2001．  

 

 

  水石 和子，小野 恭司，伊藤 弘一，竹内 正博：フ

タル酸エステルの拭き取り試験，Separation Sciences 2001

日本分析化学会，2001． 

 

 

 水石 和子：測定しよう：あなたの周りの環境ホルモン，

Separation Sciences 2001，日本分析化学会，2001． 

 

 

 小野 恭司，水石 和子，伊藤 弘一，竹内 正博：魚

介類中の有機スズ化合物と有機塩素系農薬の分別定量，

Separation Sciences 2001 日本分析化学会，2001． 

 

 

 鈴木  淳，安田 一郎，村田以和夫：ショウガ科に含

有するジアリールヘプタノイドとその誘導体の抗アニサキ

ス作用，第16回日本香辛料研究会，2001．    

 

 

  安田 一郎，浜野 朋子，木島 孝夫，高崎みどり，徳

田 春邦，西野 輔翼：健康食品に用いられるハーブ類の

抗発癌プロモーター作用(2)，第６回学術集会 Japanese 

Society of Food Factors，2001． 
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  塩田 寛子，佐藤かな子，長井二三子，大久保智子，瀬

戸 隆子，浜野 朋子，上村  尚，加納 いつ：RAPD法

を用いた生薬の判別‐アロエについて‐，地方衛生研究所

全国協議会関東甲信静支部第14回理化学研究部会総会・研

究会，2001． 

 

 

 松田 敏晴，松本ひろ子，粕谷 陽子，中里 光男，安

田 和男：乾燥梅からオレンジⅡ及びアミドブラック10B

を検出した違反事例について，地方衛生研究所全国協議会

関東甲信静支部第14回理化学研究部会総会・研究会，2001． 

 

 

 浜野 朋子，安田 一郎，田口 信夫，木島 孝夫，高

崎みどり，徳田 春邦，西野 輔翼：健康食品に用いられ

るハーブ類の抗発癌プロモーター作用(1)，第８回日本がん

予防研究会，2001． 

 

 

 中村 義昭，森 謙一郎，寺島  潔，大貫奈穂美，横

山 敏郎，伊藤 弘一：Ｘ線分析による医薬部外品の分析

例について，第38回全国薬事指導協議会総会，2001． 

 

 

 寺島  潔，森 謙一郎，中村 義昭，大貫奈穂美，横

山 敏郎，伊藤 弘一：蛍光Ｘ線分析による硫黄及びカル

シウムを主成分とする外皮用薬及び農薬の鑑定，第38回全

国衛生化学技術協議会年会，2001． 

 

 

  小野 恭司，雨宮  敬，水石 和子，伊藤 弘一，竹

内 正博：魚試料中の有機スズ化合物と有機塩素系農薬の

分析，第38回全国衛生化学技術協議会年会，2001． 

 

 

  竹葉 和江：食品苦情処理事例のまとめ方及びデータベ

ース構築，第38回全国衛生化学技術協議会，2001． 

 

 

 羽石奈穂子，植松 洋子，安野 哲子，萩原 輝彦，樺

島順一郎，荒木 理江，鎌田 国広：食品添加物ショ糖脂

肪酸エステル中のジメチルホルムアミドの分析，第38回全

国衛生化学技術協議会年会，2001． 

 

 

  荒木 理江：HPLCによる食品添加物製剤中の5'-リボヌク

レオチドの分析，第38回全国衛生化学技術協議会年会，2001． 

 

 

 

 大貫  文，斎藤 育江，瀬戸  博，上原 眞一：ODS

ディスクを利用した室内空気中有機リン系農薬の測定，第

38回全国衛生化学技術協議会年会，2001． 

 

 

 小西 浩之，中川 順一，眞木 俊夫：未規制農薬（カ

ルボフラン，メタラキシル，ジチオピル，シアナジン及び

ピリブチカルブ）の分析法の検討，第38回全国衛生化学技

術協議会年会，2001． 

 

 

 五十嵐 剛，鈴木 俊也，矢口久美子，安田 和男：井

戸水中の除草剤ベンタゾンの分析－GC/MS法とLC/MS法との

比較，第38回全国衛生化学技術協議会年会，2001． 

 

 

 青柳 陽子，佐藤  寛，都田 路子，髙田千恵子，山

田 洋子，荻原  勉，天川 映子，安田 和男：アセト

ニトリル抽出／ミニカラム精製を用いたGC/MS及びHPLCに

よる農産物中のN-メチルカルバメート系農薬の分析，第38
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