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6 学会発表等 
6.1  全国等 

(1)  花火・ヨシ焼きによる汚染影響について 
○飯島史周 齋藤由実子 篠崎絵美 1 石原島栄二 
（１元職員） 
大気環境学会関東支部 講演会 

平成 29年 6月 東京都 

 

(2)  キノコ有毒成分の分析法の検討 

○松下和裕 若林勇輝 駒場直行 1 德田侑子 飯

野聡子 渡辺真美子 泉聡美 堀亜裕美  黒﨑か

な子 
（１保健福祉課） 

全国食品衛生監視員協議会第 57 回関東ブロック研
修大会 

平成 29年 8月 埼玉県 

 

(3)   狂犬病ウイルスのリアルタイム PCR の精度向上
に関する検討 
○水越文徳 井上智 1 野口章 1 畠山薫 2 舩渡川
圭次 桐谷礼子 
（１国立感染症研究所 2 東京都健康安全研究セン
ター） 

平成 29 年度 関東・東京合同地区 獣医師大会 日
本獣医公衆衛生学会  

平成 29年 9月 東京都 

 
(4)  ノロウイルス GII.2の分子進化 

○水越 文徳 

平成 29年度（第 32回）関東甲信静支部ウイルス研
究部会 研究会 

平成 29年 9月 神奈川県 

 
(5)  栃木県の入浴施設におけるレジオネラ症患者関

連調査について 
○桐谷礼子 鈴木兼一 鈴木尚子 渡邉裕子 舩
渡川圭次  
平成 29 年度全国環境衛生職員団体協議会 事例研
究発表会 
平成 29年 10月 三重県 
 

(6)  キノコ有毒成分の分析法の検討 

○松下和裕 若林勇輝 駒場直行 1 德田侑子 飯

野聡子 渡辺真美子 泉聡美 堀亜裕美  黒﨑か

な子 

（１保健福祉課） 

平成 29年度全国食品衛生監視員研修会 

平成 29年 10月 東京都 
 
(7)  栃木県内で分離された結核菌の全ゲノム解読を

用いた分子疫学的解析 
○水越 文徳 秋山徹 1 祝弘樹 1 切替照雄 2 鈴
木尚子 舩渡川圭次 桐谷礼子 

（１国立国際医療研究センター研究所 2 順天堂大
学医学部） 

第 7回関東甲信静支部公衆衛生情報研究部会 

平成 29年 11月 栃木県 

 

(8)  畜産物中における有機塩素系農薬の迅速検査方

法の検討 

○若林勇輝 松下和裕 齋藤仁美 大山周子 黒

﨑かな子 

第 54回全国衛生化学技術協議会年会 

平成 29年 11月 奈良県 

 
(9)  栃木県内で分離された結核菌の全ゲノム解読を

用いた分子疫学的解析 
○水越 文徳 秋山徹 1 祝弘樹 1 切替照雄 2 鈴
木尚子 舩渡川圭次 桐谷礼子 

（１国立国際医療研究センター研究所 2 順天堂大
学医学部） 

第 30 回 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 研究会 

平成 30年 2月 長野県 

 

(10)  麻痺性貝毒による食中毒事例 

○黒﨑かな子 

平成 29年度地方衛生研究所全国協議会関東甲信静
支部 第 30回理化学研究部会 

平成 30年 2月 神奈川県 
 
(11)  プランクトンから見た湯ノ湖の水質 

○中島麻依子 田村博 1 齋藤康司 

（1都市整備課） 

第 52回日本水環境学会年会 
平成 30年 3月 北海道 

 
6.2  県 内 
(1)  栃木県内で検出されたノロウイルスの分子疫学

（2009/2010～2016/2017シーズン） 
○水越 文徳 鈴木尚子 渡邉裕子 舩渡川圭次 
桐谷礼子 

第 55回栃木県公衆衛生学会 

平成 29年 9月 宇都宮市 

 

(2)  栃木県内で分離された結核菌の全ゲノム解読を
用いた分子疫学的解析 
○水越 文徳 秋山徹 1 祝弘樹 1 切替照雄 2 鈴
木尚子 舩渡川圭次 桐谷礼子 

（１国立国際医療研究センター研究所 2 順天堂大
学医学部） 

第 55回栃木県公衆衛生学会 

平成 29年 9月 宇都宮市 

 

(3)  畜産物中における有機塩素系農薬の迅速検査方

法の検討 

○若林勇輝 松下和裕 斎藤仁美 大山周子 黒

﨑かな子 

第 55回栃木県公衆衛生学会 
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平成 29年 9月 宇都宮市 
 
(4)  堆肥化施設の臭気の発生抑制に関する調査（第 1

報） 
○神野憲一 髙松香織 1 大森牧子 2 小池静司 
（1環境保全課 2県西環境森林事務所） 
第 55回栃木県公衆衛生学会 
平成 29年 9月 宇都宮市 

 

(5)  プランクトンから見た湯ノ湖の水質 

○中島麻依子 田村博1 齋藤康司 

（1都市整備課） 

第 55回栃木県公衆衛生学会 
平成 29年 9月 宇都宮市 

 
(6)  花火・ヨシ焼きによるPM2.5高濃度化と影響につ

いて 
○飯島史周 齋藤由実子 篠崎恵美1 石原島栄二  
（１元職員） 
第 55回栃木県公衆衛生学会 
平成 29年 9月 宇都宮市 

 

(7)  栃木県におけるマダニ媒介性感染症病原体の実

態調査（第 1報） 

○鈴木尚子 渡邉裕子 鈴木兼一 舩渡川圭次 

水越文徳 齋藤けさよ 桐谷礼子 

平成 29年度生活衛生関係業績発表会 

平成 30年 3月 宇都宮市 

 
(8)  2016-2017 シーズンに大流行したノロウイルス

GII.P16-GII.2変異株の分子疫学的解析 
○水越 文徳 鈴木尚子 渡邉裕子 舩渡川圭次 
桐谷礼子 

平成 29年度生活衛生関係業績発表会 

平成 30年 3月 宇都宮市 

  

(9)  畜水産物中のゼラノールとチアンフェニコール

試験の妥当性評価について 

菅谷京子 ○齋藤仁美 大山周子 駒場直行 1 德

田侑子 黒﨑かな子 
（１保健福祉課） 

平成 29年度生活衛生関係業績発表会 

平成 30年 3月 宇都宮市 

 
 
 

 

７ 表彰等 

 

 

年 月 日 名 称 受 賞 者 

29. 8.25 全国食品衛生監視員協議会第57回関東ブロック研修大会 優秀演題 食品薬品部 松下和裕他 

29. 9. 1 平成 29年度 栃木県公衆衛生学会 学会長表彰 大気環境部 齋藤由実子他 

29. 9.10 関東・東京合同地区日本獣医公衆衛生学会 地区学会長賞 微生物部  水越文徳他 

29. 9.29 平成 29年度 全国環境研協議会 関東甲信静支部 支部長表彰 大気環境部 石原島栄二 

29.10.19 平成 29年度全国環境衛生職員団体協議会事例研究発表会 優秀発表賞 微生物部  桐谷礼子他 

29.10.27 平成 29年度全国食品衛生監視員研修会 会長表彰 食品薬品部 松下和裕他 

30. 3. 9 平成 29年度生活衛生関係業績発表会 食品衛生部門 優秀賞 微生物部  水越文徳他 

30. 3. 9 平成 29年度生活衛生関係業績発表会 生活衛生・動物・水道部門 優秀賞 微生物部  鈴木尚子他 


