学会・研究会での研究発表等の活動
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【学会・研究会】

「マンモグラフィ・超音波同時併用検診における適切な精

第24回日本乳腺甲状腺超音波診断会議（2010年4月仙台）

査基準の検討」

シンポジウム「USとMMGの総合判定」

坂 佳奈子 1）2），角田博子 2），木下雅雄 2），長束美貴 2），

「超音波・マンモグラフィ同時併用検診における適切な精

緒方昭彦 2），高田維茂 2），竹下茂樹 2），西田潤子 2），

査基準の検討」

金 慶一 2），荒木智恵子 2），本郷久美子 2），川口祐子 2），

坂佳奈子 1）2），矢島晴美 1），藤井かおり 1），北尾智子 1），

高橋洋子 2），伊藤治彦 2），佐藤隆宣 2），竹井淳子 2）

小林和美 1），佐藤隆宣 2），長束美貴 2），竹井淳子 2），

1）東京都予防医学協会

高田維茂 ，竹下茂樹 ，西田潤子 ，金 慶一 ，
2）

2）

2）

2）市ヶ谷乳腺読影委員会

2）

荒木智恵子 ，本郷久美子 ，陣内由紀 ，川口祐子 ，
2）

2）

2）

2）

【講演会講師（坂 佳奈子）
】

角田博子 2）
1）東京都予防医学協会

新宿区白銀町健康教室「乳がん検診について」
（2010年6月

2）市ヶ谷乳腺読影委員会

12日東京）
徳島ピンクリボン集会～がんとうまく付き合う方法～

第18回日本がん検診・診断学会総会（2010年7月東京）

「乳がん検診の現状と今後」
（2010年8月13日徳島）

がん検診の精度管理のあり方と実際「乳がん検診の精度管

平成22年度東京都がん検診センター 乳がん検診従事者

理向上のための取り組み」

講習会

坂 佳奈子，中村梨奈，小野良樹

「乳がんの現状～精密検査から治療まで」
（2010年8月25日東京）
足立区役所乳がん講演会

第20回日本乳癌検診学会総会（2010年11月福岡）

「乳がんの早期発見のために～自己触診と画像検診」
（2010

パネルディスカッション1 乳がん検診無料化に備えて
「無料クーポン検診の検診成績と受診者アンケート調査か
ら見えてきたこと」

年11月4日足立区役所）
第23回精度管理中央委員会マンモグラフィ読影講習会
（2010年5月名古屋）

坂 佳奈子

第66回乳房超音波講習会（2010年5月筑波）
平成22年度第一回東京都マンモグラフィ読影講習会（2010

第20回日本乳癌画像研究会（2011年2月東京）

年6月東京）

「嚢胞内乳癌との鑑別が困難であった嚢胞内乳頭腫の一例」

第2回日本産婦人科乳癌学会乳房超音波講習会（2010年9

坂 佳奈子 ，福内 敦 ，石綱一央 ，寺岡 恵 ，

月東京）

藤井晶子

第24回精度管理中央委員会マンモグラフィ読影講習会

1）

2）

2）

2）

2）

1）東京都予防医学協会

（2010年10月名古屋）

2）三井記念病院

第70回乳房超音波講習会（2010年10月東京）
平成22年社会保険病院等マンモグラフィ読影講習会（2010

【論文】

年11月東京）

日本がん検診・診断学会誌 vol. 18. no3.Feb.2011
「がん検診の精度管理のあり方と実際～乳がん検診の精度

平成22年度第二回東京都マンモグラフィ読影講習会（2011
年1月東京）

管理向上のための取り組み」

第25回結核予防会マンモグラフィ技術講習会（2011年1月

坂 佳奈子，南澤京子，中村梨奈，小野良樹

東京）
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2011年栃木県マンモグラフィ読影講習会（2011年2月宇都宮）
第74回乳房超音波講習会（2011年2月宇都宮）

【コメンテーター】
全衛連生理機能検査講習会（2011年2月東京）
神宮寺広明

検診検査部
母子保健検査部

【学会・研究会】
日本臨床検査自動化学会第42回大会（2010年10月7日神戸）
「日立自動分析装置LABOSPECT008における3種のペプ
シノゲン測定試薬の検討」

【学会・研究会】
第37回日本マス・スクリーニング学会（2010年8月横浜）
「東京都における先天性甲状腺機能低下症の精密検査受診

大野直子，高山英二

医療機関の変遷」
桜井恭子 1），小西 薫 1），吉川佳代 1），穴澤 昭 1），

第45回予防医学技術研究会議（2011年2月神戸）

1）
（財）東京都予防医学協会

「予防医学事業中央会精度管理調査報告」
吉原律子 ，大野直子 ，高山英二 ，山元健治 ，
1）

大野弘子 ，白河千秋
2）

1）

1）

杉原茂孝 2）

1）

2）東京女子医科大学東医療センター小児科

3）

1）東京都予防医学協会
2）神奈川県予防医学協会
3）栃木県保健衛生事業団

第37回日本マス・スクリーニング学会（2010年8月横浜）
「出生体重2000g未満児における17-OHP抽出法実施基準に
関する検討」
小西 薫 1），桜井恭子 1），穴澤 昭 1），小野 真 2）

第35回日本超音波検査学会（2010年5月大阪）
「今，腹部超音波健診を考える」

1）
（財）東京都予防医学協会
2）東京医科大学大学院発生発達病理学分野

神宮寺広明
第37回日本マス・スクリーニング学会（2010年8月横浜）
第48回日本消化器がん検診学会（2010年6月沖縄）
「人間ドックで発見した膵腫瘤」
神宮寺広明

「VLCAD欠損症の診断に血清アシルカルニチン測定が有
効であった一例」
石毛信之 1），藤川賢人 1），穴澤 昭 1），石毛美夏 2），
大和田 操 1），北川照男 1）

第45回予防医学技術研修会議（2011年2月兵庫）
「血圧脈波検査装置Vasera VS-1500の使用経験」

1）
（財）東京都予防医学協会
2）駿河台日本大学病院小児科

杉山邦子
第37回日本マス・スクリーニング学会（2010年8月横浜）
【講習会講師】

「新生児マス・スクリーニングにおけるガラクトース血症

全衛連超音波検査講習会（2010年11月東京）

のカットオフ値の検討」

神宮寺広明

吉川佳代，藤川研人，間下充子，穴澤 昭，大和田操

日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会初心者講習会

第37回日本マス・スクリーニング学会（2010年8月横浜）

（2011年2月東京）
矢島晴美，神宮寺広明

「乾燥ろ紙血液を用いた糖原病Ⅱ型（GSDⅡ）スクリーニン
グ法の研究」
藤川研人 1），鈴木 健 1），穴澤 昭 1），田中あけみ 2），

日本乳腺甲状腺超音波診断会議（JABTS）第69回乳房超音

大橋十也 3），大和田操 1），北川照男 1）

波講習会（2010年8月東京）

1）
（財）東京都予防医学協会

矢島晴美

2）大阪市立大学大学院小児科
3）慈恵会医科大学小児科
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第37回日本マス・スクリーニング学会（2010年8月横浜）

吉田志緒子，石山功二，楠 奈々子，長谷川壽彦

「自動時間分解蛍光測定法（AutoDELFIA）によるTSHお
よび17-OHP測定の評価」

簡易専用水道検査 全国技術研究発表会（2010年12月東京）

鈴木 健

「受水槽の逆流防止処置について」東京都簡易専用水道検
査機関協議会
佐藤雅幸 1），水田 和志 2），井上 太 3），服部 晃憲 4），

第52回日本先天代謝異常学会（2010年11月大阪）
「アミノ酸代謝異常症のマス・スクリーニング（MS）にお

岩崎 延佳 5），江田 雅雄 6）
1）東京都予防医学協会

けるタンデム質量分析計（MS/MS）の役割」
鈴木 健 ，藤川研人 ，穴澤 昭 ，大和田操 ，

2）日本文化用品安全試験所

田中あけみ ，大橋十也

3）東京顕微鏡院

1）

1）

2）

1）

1）

3）

1）
（財）東京都予防医学協会

4）東京都食品衛生協会

2）大阪市立大学大学院小児科

5）日本食品衛生協会

3）慈恵会医科大学小児科

6）化学物質評価研究機構

第52回日本先天代謝異常学会（2010年11月大阪）

放射線部

「アミノ酸代謝異常症のマス・スクリーニング（MS）にお

【学会・研究会】
第66回日本放射線技術学会総会学術大会（2010年4月・横浜）

けるタンデム質量分析計（MS/MS）の役割」
石毛信之 ，穴澤 昭 ，鈴木 健 ，大和田 操 ，

シンポジウム「広がる放射線医学の役割－がん検診におけ

北川照男 ，石毛美夏

る精度管理の取り組み」

1）

1）

1）

1）

1）

2）

1）
（財）東京都予防医学協会

佐藤 清二

2）駿河台日本大学病院小児科
第18回日本CT検診学術集会（2011年2月）
第15回日本ライソゾーム病研究会（2010年12月東京）

「肺がんCT検診に関する実態調査報告―肺がんCT検診認

「MPSⅠ型」
（Hurler･Scheie病）およびMPSⅡ型（Hunter
病）の新生児スクリーニングの経験」

定技師講習会における報告より」
黒木幹夫

鈴木 健
【講習会講師】
第50回日本臨床細胞学会総会（2010年5月横浜）

肺がんCT検診認定機構認定医師更新講習会兼認定医師新

「ベセスダシステムの啓発活動」

規認定講習会（2010年8月東京）

吉田志緒子 ，楠 奈々子 ，長谷川壽彦 ，是松元子
1）

1）

1）

2）

1）東京都予防医学協会

「低線量肺がんCT検診での撮影の実際」
黒木幹夫

2）埼玉社会保険病院
全衛連平成22年度胸部X線検査研修会（医師・診療放射線
日本臨床細胞学会（2010年8月さいたま市）
第60回細胞検査士セミナー

技師専門コース）
（2011年1月東京）
「胃がんＸ線検診における撮影技術」

ワークショップ「癌検診における細胞診の役割と問題点」

佐藤清二

「子宮がん検診における現状と問題点」
健康増進部

楠 奈々子

【学会・研究会】
第49回日本臨床細胞学会秋期大会（2010年11月兵庫）
実践的細胞診断ワークショップ「子宮内膜」
「子宮内膜細胞診；細胞の判定現場からの報告」
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「特定保健指導前後の行動変容ステージの変化と健診結果
に与える効果に関する検討」
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櫻田陽子 1），加藤京子 1），小林那菜 1），佐藤義久 1），

1）東京都予防医学協会

三輪祐一 1），小野良樹 1），須賀万智 2）

2）東京慈恵会医科大学
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◆関係学会，会議への役職員の参加ならびに協力◆
本会の事業推進に関係する研修会，講習会への参加状況は表に示したとおりである。
開催月

開催地

2010 ４月 東京

学会名＜参加人数＞

開催月

開催地

学会名＜参加人数＞

Ｈ22度新入職員1日セミナー（ビジネスと仕事の進め方＜８＞

10月 名古屋 第24回マンモグラフィ講習会＜１＞

４月 仙台

第24回日本乳腺甲状腺超音波診断会議＜１＞

10月 東京

ファーストレベル公開講座看護関連法規第2回＜１＞

４月 東京

衛生管理者一種受験準備講習会＜２＞

10月 東京

平成22年度認定簡易専用水道検査員講習会＜１＞

４月 東京

新宿区勤労者・仕事支援センター 新入社員研修＜２＞

10月 東京

東京都看護協会研修 急変時におけるリーダーの役割＜１＞

５月 名古屋

第8回マンモグラフィ読影指導者研修会＜１＞

10月 東京

生理機能班 呼吸機能実技セミナー＜２＞

５月 東京

Pマーク制度医療情報システム安全管理評価制度 説明会＜１＞

11月 東京

平成22年度全国飲料水検査研究発表会＜２＞

６月 東京

Ｈ22度THP指導者のための実務向上研修＜１＞

11月 東京

超音波検査技術研修会＜１＞

６月 千葉

22年度全国給水衛生検査協会 関東甲信越支部 総会＜３＞

11月 東京

平成22年度全衛連運営研究協議会＜６＞

６月 東京

第9回日本側わん症学会 研修セミナーベーシックスコース＜１＞

11月 東京

平成22年度特定保健指導研修会＜２＞

６月 東京

第1回ファストレベル公開講座 看護師の業務と法的責任＜１＞

11月 東京

第10回作業環境測定基礎研修＜１＞

６月 東京

四谷法人会 初級簿記講座＜２＞

11月 東京

BM6050/9130保守コース＜１＞

６月 東京

22年度労働安全衛生コンサルト研修会＜１＞

11月 東京

第45回マンモグラフィ技術部門更新講習会＜１＞

６月 愛媛

第7回婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構婦人科がん会議＜１＞

11月 東京

日本人間ドック健診協会22年度第2回研修交流会＜１＞

７月 東京

中央会 全国運営会議＜５＞

12月 東京

公益法人の実践簿記会計12時間集中講座＜３＞

７月 藤野

日本経済青年協議会 管理者基礎研修＜３＞

12月 東京

健康診断機関職員研修会＜３＞

７月 東京

四谷法人会 初級簿記講座＜２＞

12月 東京

東京労働基準協会連合会 衛生管理者一種受験準備講習会＜１＞

７月 東京

第22回H22年度先天性代謝異常症等検査技術研修会＜２＞

12月 東京

全衛連保健師・看護師等研修会（保健指導コース）＜１＞

７月 沖縄

第11回乳癌最新情報カンファランス＜１＞

７月 東京

健康運動指導士登録更新講習会「基礎講座」＜１＞

１月 徳島

７月 東京

第88回健康管理研究協議会＜４＞

１月 名古屋 第73回日本乳腺甲状腺超音波診断会議 乳房超音波講習会＜１＞

2011 １月 東京

VDT健康診断研修会＜７＞
厚生労働省がん研究助成金森山班胸部CT計算機診断支援グループ会議＜１＞

７月 東京

第1回マンモグラフィ撮影技師講習会＜１＞

１月 東京

第33回日本消化器がん検診学会放射線部会消化管造影技術研修会＜２＞

７月 東京

全衛連検体検査実務者等研修会＜１＞

２月 神戸

第45回予防医学技術研究会議＜８＞

８月 福島

第28回中央会全国情報統計研修会＜２＞

２月 東京

中災防実務向上研修 Aコース＜１＞

８月 台湾・韓国 台湾・韓国海外研修＜７＞

２月 東京

全衛連メンタルヘルス事後指導講習会＜１＞

８月 トルコ

先天代謝異常学会議＜１＞

２月 東京

全衛連肺がんCT検診認定技師に関する講習＜１＞

８月 東京

作業環境測定士ブラッシュアップ講習＜１＞

２月 東京

全衛連胸部エックス線検査研修会＜２＞

８月 東京

2010年度感染管理セミナー＜２＞

２月 群馬

平成22年度 中央会全国業務研修会＜５＞

８月 東京

第69回乳房超音波講習会＜２＞

２月 東京

平成22年度分析基礎実技研修会＜１＞

８月 東京

東京都乳がん検診講演会＜２＞

２月 東京

第20回日本乳癌画像研究会＜２＞

９月 軽井沢

J－START2010年全国連絡会＜２＞

２月 東京

東京労働基準協会連合会 第一種衛生管理者受験準備講習会＜２＞

９月 東京

癌研究会有明病院＜１＞

２月 東京

腹部超音波腹部講習会＜１＞

９月 東京

四谷法人会 3級簿記講座＜１＞

２月 東京

第13回慶応大学病院 KEMS研究会＜２＞

９月 千葉

平成22年度飲料水検査講習会＜２＞

２月 東京

日本作業環境測定協会 京葉支部 中堅作業環境測定士講習会＜１＞

９月 東京

安全運転管理者講習会＜１＞

２月 東京

第89回健康管理研究協議会＜２＞

９月 東京

日本作業環境測定協会 第１種講習会 有機溶剤＜１＞

３月 東京

日本慢性腎臓病対策協議会CKD啓発イベント＜２＞

９月 東京

平成22年度 指導者のための避妊と性感染症予防セミナー＜１＞

３月 東京

全衛連平成22年度第2回東京地区協議会＜２＞

10月 東京

東京都臨床検査技師会 血液像初級から中級以上を目指す実技講習会＜1＞

３月 東京

第29回日本マス・スクリーニング学会、第29回技術部会研修会＜２＞

10月 東京

中災防実務向上研修 Cコース＜１＞

３月 東京

東京都臨床検査技師会 腹部超音波検査研修会＜２＞

10月 東京

乳腺専門医筆記試験・口述試験＜１＞

３月 東京

平成22年度渉外担当者研修会（メンタルヘルス）＜１＞

10月 東京

全衛連東京地区協議会＜３＞

３月 東京

東京労働基準協会連合会 第一種衛生管理者受験準備講習会＜４＞

10月 長崎

第55回予防医学事業推進全国大会＜６＞

３月 台湾

NPO法人日本乳腺甲状腺超音波診断会議乳房超音波講習会＜１＞

10月 神奈川

予防医学事業推進関東甲信越会議＜８＞
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本会の事業推進に関係する学会への参加状況は表に示したとおりである。
開催月

開催地

2010 ４月 横浜

学会名＜参加人数＞

開催月

開催地

学会名＜参加人数＞

第66回日本放射線技術学会総会＜1＞

８月 東京

第37回日本マス・スクリーニング学会、第32回技術部会＜7＞

４月 東京

第107回日本内科学会＜1＞

９月 東京

第34回日本自殺予防学会総会＜2＞

４月 東京

第12回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会＜1＞

９月 新潟

第57回日本小児保健学会＜2＞

４月 新潟

第96回日本消化器病学会 総会＜1＞

９月 千葉

第70回関東甲信越地区会 学術集会＜1＞

４月 盛岡

第113回日本小児科学会 学術集会＜１＞

９月 埼玉

第57回日本栄養改善学会学術総会＜1＞

４月 東京

第62回日本産婦人科学会総会・学術集会＜2＞

10月 福岡

全国産業安全衛生大会2010in福岡＜1＞

５月 大阪

第35回日本超音波検査学会＜1＞

10月 神戸

第42回日本臨床検査自動化学会＜1＞

５月 旭川

第79回日本寄生虫学会大会＜1＞

10月 札幌

第25回日本乳腺甲状腺診断会議・乳腺超音波講師研修会＜1＞

５月 福井

第83回日本産業衛生学会＜5＞

10月 神奈川 第52回日本消化器病学会大会＜1＞

５月 岡山

第53回日本糖尿病学会学術集会＜1＞

10月 神奈川 第18回日本消化器関連学会週間＜2＞

５月 横浜

第51回日本臨床細胞学会 総会＜10＞

10月 大阪

第52回日本先天代謝異常学会総会＜2＞

５月 京都

第83回日本超音波医学会学術集会＜1＞

10月 東京

第69回日本公衆衛生学会総会＜5＞

６月 沖縄

第49回日本消化器がん検診学会 総会＜3＞

11月 広島

第51回日本肺がん学会総会、第25回肺がん集検セミナー＜2＞

６月 東京

第119回日本産科婦人科学会関東連合地方部会 総会学術集会＜1＞

11月 長崎

第53回日本甲状腺学会＜1＞

６月 神戸

第55回日本透析医学会 学術集会＜1＞

11月 前橋

第60回日本学校保健研究大会 第41回全国学校保健・学校医大会＜2＞

６月 札幌

第18回日本乳癌学会＜1＞

11月 福岡

第20回日本乳癌検診学会＜6＞

６月 日光

第12回日本消化器がん検診学会 超音波部会研修会（日光セミナー）＜2＞

11月 神戸

第49回日本臨床細胞学会総会（秋期大会）＜4＞

７月 大阪

第45回日本小児腎臓病学会学術集会＜1＞

11月 神奈川 第72回日本臨床外科学会総会＜1＞

７月 大阪

第45回日本小児腎臓病学会学術集会＜3＞

11月 つくば 第120回日本産科婦人科学会関東連合地方部会総会・学術大会＜1＞

７月 千葉

第46回日本小児循環器学会 学術集会＜5＞

12月 佐賀

７月 つくば 第48回日本婦人科腫瘍学会 学術集会＜2＞

2011 １月 東京

第49回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜1＞
第39回日本総合健診医学会大会＜4＞

７月 東京

第13回日本高齢消化器病学会＜1＞

２月 岡山

７月 東京

第18回日本がん検診・診断学会総会＜5＞

２月 長野

第18回日本CT検診学会学術集会＜5＞
第43回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会 放射線部会学術集会＜２＞

７月 東京

国際小児難病フォーラム2010＜1＞

３月 東京

第17回日本産婦人科乳癌学会＜１＞

８月 旭川

第51回日本人間ドック学会学術大会＜4＞

本会の事業推進に関係する各種学会，研修会，委員会等への協力は表に示したとおりである。
学会・委員会・研究会等の名称

協力者・協力部門

日本大学名誉教授，日本小児科学会名誉会員，日本腎臓学会名誉会員，日本先天性代謝異常学会名誉会員，日本小児腎臓病学
会名誉会員，日本小児腎不全学会名誉会員，日本小児内分泌学会名誉会員，日本糖尿病学会功労評議員，日本マス・スクリー
ニング学会監事，特殊ミルク共同安全開発委員会委員長，予防医学事業中央会理事・企画委員会委員長，ジョイセフ理事

北川

照男

日本小児科医会理事，日本小児循環器学会倫理委員会委員，東京都医師会心臓検診判定委員会委員，予防医学事業中央会常務
理事，日本寄生虫予防会専務理事，ジョイセフ評議員，日本家族計画協会理事，母子保健推進会議理事

山内

邦昭

予防医学事業中央会理事，全国労働衛生機関厚生年金基金理事，神奈川県予防医学協会評議員，ジョイセフ評議員，日本家族
計画協会社員

小 川

労働衛生機関評価制度評価調査員，日本寄生虫予防会理事，日本家族計画協会評議員，予防医学事業中央会技術常任委員

山元

健治

日本大学客員教授，日本消化器がん検診学会名誉会員，日本がん検診・診断学会名誉会員，日本人間ドック健診協議会理事，
日本高齢消化器病学会名誉会員，日本総合健診学会審議員，日本消化吸収学会功労会員，日本成人病学会評議員，東京都がん
検診受診率向上委員会学術委員，東京都がん対策推進協議会委員，東京都生活習慣病がん部会学術委員，新宿区健康づくり推
進協議会委員，新宿区介護認定委員

小野

良樹

特定非営利活動法人日本臨床細胞学会監事（名誉会員）
，日本細胞診断学推進協会理事長，日本産婦人科乳癌学会監事，日本が
ん検診診断学会功労会員，日本婦人科腫瘍学会名誉会員，日本細胞診断学推進協会細胞診専門医会顧問，日本産科婦人科学会
関東連合会監事，細胞検査士資格認定試験運営委員会顧問

長谷川壽彦
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学会・委員会・研究会等の名称

協力者・協力部門

関東産業健康管理研究会幹事，健康開発科学研究会理事，埼玉産業保健推進センター産業保健相談員，日本総合健診学会審議
員，北里大学医学部衛生学・公衆衛生学非常勤講師，産業医科大学医学部非常勤講師，日本産業衛生学会評議員

三輪

日本乳癌検診学会評議員，日本がん検診・診断学会評議員，日本乳腺甲状腺超音波診断会議幹事，NPO 法人マンモグラフィ
検診精度管理中央委員会読影委員

坂

佳奈子

日本臨床細胞学会東京都支部幹事・東京都細胞検査士会幹事，東京都生活習慣病検診管理指導協議会研修部会委員

楠

奈々子

日本細胞診断学推進協会細胞検査士役員，日本臨床細胞学会東京都支部幹事・東京都細胞検査士会幹事

吉田志緒子

日本細胞診断学推進協会細胞検査士役員，日本臨床細胞学会東京都支部幹事・東京都細胞検査士会幹事，東京都臨床衛生検査
技師会細胞診研究班幹事

石山

功二

日本マス・スクリーニング学会理事・評議員，日本マス・スクリーニング学会技術部会会長

鈴木

健

日本マス・スクリーニング学会評議員，日本マス・スクリーニング学会技術部会運営委員

穴澤

昭

予防医学事業中央会共有化専門委員，全国労働衛生団体連合会参考値検討委員会委員

高山

英二

予防医学事業中央会教育研修専門委員会尿検査ワーキンググループ委員

白石

一美

予防医学事業中央会共有化専門委員

吉原

律子

予防医学事業中央会共有化専門委員

大野

直子

日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会超音波部会常任世話人

矢島

晴美

日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会超音波部会常任世話人，全国労働衛生団体連合会腹部超音波検査専門部会

神宮字広明

市谷超音波カンファレンス事務局

渡邉

聡子

東京胃会世話人，日本消化器がん検診精度管理評価機構 X 線検診精度管理・評価委員会委員，日本放射線技術学会東京部会消
化器撮影研究委員会委員

富樫

聖子

日本消化器がん検診学会放射線部会世話人，日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会精度管理委員会精度管理委員，日本消
化器がん検診学会関東甲信越地方会放射線部会世話人，東京胃会世話人，日本消化器がん検診精度管理評価機構理事

佐藤

清二

東京都放射線技師会第3地区地区委員

峯岸

純一

日本消化器がん検診精度管理評価委員会X線検診精度管理・評価委員会委員

草苅

正典

日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会放射線部会世話人，日本放射線技術学会肺がん CT 検診用 CAD の実用化班班員，肺
がんCT検診認定制度検討委員会

黒木

幹夫

日本細胞学会細胞検査士養成講習会の開催に協力，細胞診断学セミナーの開催に協力，日本臨床細胞学会指導医資格認定試験に
協力，日本臨床細胞学会細胞検査士資格認定試験に協力，東京都成人病検診従事者講習会・細胞診従事者講習会の開催に協力

細胞病理
診 断 科

フェニルケトン尿症親の会関東支部大会の開催に協力，平成 22 年度日本マス・スクリーニング学会基礎理論研修会で講義

小児スクリ
ーニング科

感染性腸炎研究会の開催に協力，東京都簡易専用水道検査協議会の開催に協力

生活環境科
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