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総合健診部

【学会・研究会】

【学会・研究会】

第19回日本がん検診・診断学会総会（2011年8月名古屋）

第84回日本産業衛生学会（2011年5月東京）

パネルディスカッション

シンポジウム8「現場から見た健康診断の現状と今後」

「今，乳がん検診が解決すべき問題は－40歳未満の若年者

三輪祐一 ，原島隆史 ，須賀万智 ，佐藤義久 ，

の乳がん検診をどう考えるべきか」

吉原一秀 ，小野良樹

坂 佳奈子

1）

1）

1）

2）

1）

1）

1）東京都予防医学協会
2）東京慈恵会医科大学

第19回日本乳癌学会総会（2011年9月仙台）
シンポジウム3 女性医師のキャリアパスを考える

【論文】

「女性医師のキャリアパスを考える－検診専門施設からの

産業衛生学雑誌 vol.53.Ｐ.237May.2011
「現場から見た健康診断の現状と今後」

提言」
坂 佳奈子

三輪祐一，原島隆史，須賀万智，佐藤義久，
吉原一秀，小野良樹

第21回日本乳癌検診学会総会（2011年10月岡山）
ポスターディスカッション

【講演会講師（三輪祐一）
】

実現可能で有効な検診システムに向けての各地域での取

埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー
「職場における救急体制」
（2011年5月埼玉）

り組み
「東京都における職域検診のあり方を考える」
坂 佳奈子 1），木下雅雄 2），川口祐子 2），竹下茂樹 2），

平成23年度獨協医科大学産業医講習会
「健康増進活動（ＴＨＰと特定健康診査）
（
」2011年9月栃木）

高橋洋子 2），荒木智恵子 2），西田潤子 2），角田博子 2）
1）東京都予防医学協会
2）市ヶ谷乳腺読影委員会

埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー
「納得して業務を遂行するために役立つ放射線の知識」

第21回日本乳癌画像研究会（2012年2月名古屋）

（2011年10月埼玉）

示説「マンモグラフィ検診精度向上のためにFADを考える」
坂 佳奈子

平成23年度埼玉県医師会産業医研修会
「職場での健康の保持増進活動」
（2011年10月埼玉）

【論文】
日本乳がん検診学会誌 vol. 20. No2.Jun.2011

川口地区化学工場危害防止協議会講演会
「電離放射線に関する基礎知識」
（2011年12月埼玉）
埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー
「納得して業務を遂行するために役立つ放射線の知識」
（2011年12月埼玉）

「当施設における乳がん無料検診クーポン券の効果」
坂 佳奈子，渡辺聡子，小野良樹
日本がん検診・診断学会誌 vol.19 no.2 Dec .2011
「40歳未満の若年者の乳がん検診をどう考えるべきか？」
坂 佳奈子， 小野良樹
「乳がん検診開発のための大学生への講義の意義の検討」

がん検診 ･ 診断部
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1）湘南記念病院鎌倉乳がんセンター
2）東京都予防医学協会

日本超音波医学会関東甲信越地方会第 23 回学術集会
（2011年10月東京）
「超音波検査で発見した全周性壁肥厚像を示した胆嚢病変

【講演会講師（坂 佳奈子）
】

の1切除例」

「乳がんから自分を守る－よくわかる乳がん検診」

豊田由紀子 1），水口安則 2），白石一美 1），矢島晴美 1），

江東区男女共同参画推進センター（2011年6月22）

神宮字広明 1），石山美奈子 1），小野良樹 1）
1）東京都予防医学協会

「乳がんについて－早期発見から治療」
江戸川区ファミリーヘルス推進員合同研修会

2）国立がん研究センター中央病院
「判定基準を使用して」

（2011年9月17日）

神宮字広明

「乳がん予防教室」

第46回予防医学技術研究会議（2012年2月高崎市）

立川市福祉保健部（2011年11月9日）

「施設内健診のデジタル化－生理機能検査を中心に」
神宮字広明，中村義正，石山美奈子，

平成23年度診療放射線技師研修会 講師
「乳がん検診と治療」
（2012年3月8日結核予防会）

田島美和子，池田佐智子
「本会の2009～2010年度の腹部超音波検査成績」
北尾智子，白石一美，矢島晴美，神宮字広明，小野良樹

【講習会講師（坂 佳奈子）
】
・第75回乳房超音波講習会（2011年4月松本）

【講習会講師】

・第76回乳房超音波講習会（2011年7月品川）

・全衛連超音波検査講習会（2011年11月東京）

・第26回精度管理中央委員会マンモグラフィ読影講習会

神宮字広明

（2011年10月名古屋）

・日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会初心者講習

・平成23年度第一回東京都マンモグラフィ読影講習会

（2012年2月東京）

（2011年11月東京）

矢島晴美

・神奈川県マンモグラフィ講習会（2011年11月横浜）
・第80回乳房超音波講習会（2011年11月山梨）

【コメンテーター】

・平成23年社会保険病院等マンモグラフィ読影講習会

全衛連生理機能検査講習会（2012年1月東京）

（2011年12月東京）

神宮字広明

・平成23年度第二回東京都マンモグラフィ読影講習会
（2012年1月東京）
・平成23年度第二回乳房超音波講習会（2012年2月東京）
・第46回デジタルマンモグラフィソフトコピー講習会
（2012年3月東京）

検体検査科
【学会・研究会】
第46回予防医学技術研究会議（2012年2月高崎市）
「当協会における年齢階級別PSA値と一過性上昇出現頻度

・横浜市マンモグラフィ講習会（2012年3月横浜）

について」

・講習会講師活動

木村陽子，斉藤友良，油井敦子，大平咲子，小澤利奈，
大野直子，高山英二，山元健治

検診検査部
生理機能検査科
【学会・研究会】
第36回日本超音波検査学会（2011年6月茨城）
「ステップアップレクチャー健診領域 乳腺領域」
石山美奈子
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第50回日本消化器がん検診学会総会附属研究会（2011年5
月東京）
消化器がん検診これまでとこれから
「大腸がん検診における追跡向上の方策」
森 郁子，小野良樹
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第50回日本消化器がん検診学会（2011年5月東京）
「当会の2009年度腹部超音波検査の成績（悪性腫瘍を中心）
」
妹尾かおる，神宮字広明，小野良樹

後の状況」
桜井恭子 1），長谷川智美 1），小西 薫 1），
穴澤 昭 1），杉原茂孝 2）
1）東京都予防医学協会

母子保健検査部

2）東京女子医科大学東医療センター

細胞病理診断科
【学会・研究会】

第38回日本マス・スクリーニング学会（2011年10月福井）

第37回東京都細胞検査士会学術集会（2011年6月）
「ベセスダシステム2001 導入後の諸問題」
平良 紫

「自動時間分解蛍光測定法（AutoDELFIA法）によるTSH
と17OHP測定の検討」
桜井恭子 1），小西 薫 1），穴澤 昭 1），鈴木 健 1），
北川照男 1），小野 真 2），鹿島田健一 2），杉原茂孝 3）

第20回日本婦人科がん検診学会（2011年11月東京）
「無料クーポンによる子宮頸がん検診受診についての報
告」

1）東京都予防医学協会
2）東京医科歯科大学
3）東京女子医科大学東医療センター

花出有芸，久保田有紀，吉田志緒子，楠奈々子，長谷川
壽彦，伊藤良彌，田口直樹

第38回日本マス・スクリーニング学会（2011年10月福井）
「ろ紙血液中アシルカルニチンの保存期間と保存温度によ

第46回予防医学技術研究集会（2012年2月群馬）
「当会における細胞診・ＨＰＶテスト併用検診の現状と課

る安定性の検討」
－有機酸・脂肪酸代謝異常症患者の検体を用いた検討

題」

石毛信之 1），藤川研人 1），穴澤 昭 1），石毛美夏 2），

久保田有紀，古旗真弓，吉田志緒子，池田なほみ，

大和田 操 1），北川照男 1），

橋本敦子，長谷川壽彦，伊藤良彌

1）東京都予防医学協会
2）駿河台日本大学病院

【講演会講師】
大分県細胞診従事者講習会（2011年9月大分）
「子宮内膜細胞診－子宮体癌の診断」
吉田志緒子

第38回日本マス・スクリーニング学会（2011年10月福井）
「透析患者8,000余例の血漿を用いたファブリー病スク
リーニング」
鈴木 健 1），石毛信之 1），穴澤 昭 1），

小児スクリーニング・分析検査科
【学会・研究会】

大和田 操 1），北川照男 1），小林正久 2），
大橋十也 2），衛藤義勝 2），草野英二 3）

第100回東京新生児研究会（2011年9月東京）
「タンデムマス法を用いた新生児マス・スクリーングのこ
れまでの実績と今後の展望」

1）東京都予防医学協会
2）東京慈恵会医科大学
3）自治医科大学

石毛信之
第53回日本先天代謝異常学会（2011年11月千葉）
第38回日本マス・スクリーニング学会（2011年10月福井）
「大震災緊急シンポジウム－検査機関での備えはどうある

「ライソゾーム病GSDⅡ型，MPSⅠ型およびMPSⅡ型の
新生児スクリーニング（第2報）
」

べきか」

藤川研人 1），鈴木 健 1），穴澤 昭 1），大和田 操 1），

穴澤 昭，鈴木 健

田中あけみ 2），北川照男 1），
1）東京都予防医学協会

第38回日本マス・スクリーニング学会（2011年10月福井）

2）大阪市立大学医学部小児科

「東京都における低出生体重児2回目採血のシステム変更

東京都予防医学協会年報
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第53回日本先天代謝異常学会（2011年11月千葉）
「タンデムマス・スクリーニングで発見されたMCAD欠

第34回消化管造影技術研修会（2012年1月東京）
佐藤清二

損症4例のアシルカルニチンプロファイルの経時的変化」
石毛信之 1），藤川研人 1），穴澤 昭 1），石毛美夏 2），
大和田 操 1），北川照男 1）

平成23年度 第2回東京都マンモグラフィ読影医師講習会
（2012年1月東京）

1）東京都予防医学協会

高橋知子

2）駿河台日本大学病院
NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構
第46回予防医学技術研究会議（2012年2月群馬）
「タンデムマス法導入における課題等について」
石毛信之 ，藤川研人 ，間下充子 ，鈴木 健 ，
1）

1）

1）

石毛美夏 ，大和田 操 ，北川照男
2）

1）

1）

第15回講習会（2012年1月東京）
「NPO胃X線検診 基準撮影法」
草苅正典

1）

1）東京都予防医学協会

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

2）駿河台日本大学病院

第15回講習会（2012年1月東京）
「胃がんX線検診 読影の手順」

第46回予防医学技術研究会議（2012年2月群馬）

富樫聖子

「作業環境測定と個人ばく露量測定の関係について」
渡辺和宏，井上ひとみ，佐藤雅幸，吉田志緒子，

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構

世良保美，諸角 聖

第15回講習会（2012年1月東京）
佐藤清二

放射線部
【学会・研究会】

平成23年度

山形県胃がん検診X線撮影従事者講習会

第27回診療放射線技師総合学術大会（2011年9月青森）

（2012年3月米沢）

ベーシックセミナー18（消化管）

「胃がんX線検診基準撮影法マニュアル」

「胃がんX線検診 新しい基準撮影法」

佐藤清二

佐藤清二
健康増進部
日本消化器がん検診学会 第36回 部会研究会総会（2011年
10月名古屋）
第7回 部会研修会 パネルディスカッション
「胃がん検診の精度管理に求める将来」
佐藤清二

【学会・研究会】
第46回予防医学技術研究会（2012年2月群馬）
「特定保健指導実施後の生活習慣改善について」
加藤京子 1），櫻田陽子 1），小林那菜 1），穴原静絵 1），
佐藤義久 1），三輪祐一 1），小野良樹 1），須賀万智 2）
1）東京都予防医学協会

【講習会講師】

2）東京慈恵会医科大学

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構
第14回講習会（2011年6月大阪）
佐藤清二

第84回日本産業衛生学会（2011年5月東京）
「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」

第34回消化管造影技術研修会（2012年1月東京）
「胃X線検査の基礎Ⅰ－基準撮影法について」
黒木幹夫

加藤京子 1），櫻田陽子 1），小林那菜 1），穴原静絵 1），
佐藤義久 1），三輪祐一 1），小野良樹 1），須賀万智 2）
1）東京都予防医学協会
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 開催 開催
年度 月
地

学会名＜参加人数＞

開催 開催 開催
年度 月
地

学会名＜参加人数＞

2011 ４月 東京

SMBCコンサルティング 新入社員１日セミナー（ビジネスマナーと仕事の進め方）＜２＞

4月 東京

日本循環器管理研究協議会 脂質異常の知識と保健指導の技術＜１＞

2011 10 月 神奈川 日本経済青年協議会 管理者（課長クラス）基礎研修コース＜１＞
10 月 東京

日本人間ドック学会 人間ドック健診施設機能評価公式講習会＜３＞

4月 東京

ぱる新宿 中小企業で働く方のための新人社員研修＜４＞

10 月 東京

アークレイ オーションアカデミー２０１１＜１＞

5月 東京

厚生労働省 日本医師会 2011年世界禁煙デー記念シンポジウム＜１＞

11 月 宮城

平成23年度 全衛連運営研究協議会＜４＞

5月 徳島

森山班 胸部ＣＴ計算診断支援グループ会議＜１＞

11 月 東京

平成23年度 特定保健指導研修会＜１＞

5月 名古屋 マンモグラフィ読影指導者研修会・委員会＜１＞

11 月 東京

平成23年度関東地方協議会定例会議＜２＞

5月 甲府

一般社団法人全国給水衛生検査協会 平成23年度総会・研修会＜３＞

11 月 東京

純音（気導）聴力検査研修会＜２＞

6月 東京

SMBCコンサルティング 定年退職・再雇用者へわかりやすく説明する年金・社会保険のしくみと手続き＜１＞

11 月 東京

東京都福祉保健局 TOKYO健康ウォーク＜１＞

6月 東京

日本労働衛生コンサルタント会 研修会＜１＞

11 月 東京

東京都簡易専用水道検査機関協議会 平成23年度 技術研修会＜３＞

6月 大阪

SRL Up date Forum呼吸器疾患専門医からのメッセージ＜１＞

11 月 東京

日本人間ドック健診協会 平成23年度研修交流会＜２＞

6月 東京

水・環境分析技術支援ネットワーク 改正上水試験方法から読み解く告示法と水質基準＜１＞

11 月 東京

健康開発科学研究会 特定健康診査・特定保健指導の制度を検証する＜１＞

6月 日光

関東甲信越地方超音波部会＜３＞

12 月 東京

日本労働安全衛生コンサルタント会 労働安全衛生関係法令基礎研修会＜１＞

6月 東京

健康管理研究協議会例会＜３＞

12 月 東京

平成23年度簡易専用水道検査全国技術研究発表会＜１＞

7月 東京

公益認定移行申請事務講演会・意見交換会＜２＞

12 月 東京

東京都看護協会 災害介護 減災にむけた医療施設での備えとは＜３＞

7月 東京

検体検査精度管理研修会＜１＞

12 月 東京

㈱リンケージ 次年度健康診断実施に対する情報交換会＜１＞

7月 神奈川 日本経済青年協議会 管理者（課長クラス）基礎研修コース＜２＞

12 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、試験＜２＞

7月 東京

恩賜財団母子愛育会 平成23年度先天性代謝異常症等検査技術研修会＜２＞

12 月 東京

日本乳腺甲状腺超音波診断会議＜２＞

7月 東京

社団法人日本病院会 国際モダンホスピタルショウ2011＜１＞

12 月 東京

健康診断機関職員研修会＜７＞

7月 東京

日本循環器管理研究協議会 保健指導レベルアップセミナー＜１＞

7月 大阪

国際細胞検査士資格認定試験＜１＞

1 月 静岡

財団法人静岡県予防医学協会＜１＞

7月 東京

ひかり共同法律事務所 事例で学ぶ労働法セミナー＜１＞

1 月 東京

メンタルヘルス事後指導研修会Ⅰ＜１＞

7月 東京

J－START研究班主催 平成23年度第1回班会議＜１＞

1 月 東京

平成23年度 生理機能検査研修会＜１＞

7月 栃木

日本乳腺甲状腺超音波診断会議＜１＞

1 月 東京

日本消化器がん検診学会 消化菅造影技術研修会＜２＞

8月 東京

医師研修会（有害化学物質特殊健診）＜２＞

2 月 東京

VDT健康診断研修会＜２＞

8月 台湾・韓国 台湾・韓国研修旅行＜７＞

2 月 愛媛

全国業務研修会＜５＞

8月 静岡

全国情報統計研修会＜４＞

2 月 東京

選別聴力検査研修会＜１＞

8月 東京

医師研修会（有害化学物質特殊健診）＜１＞

2 月 東京

慶応大学病院 KEMS研究会＜３＞

2012 1 月 東京

水・環境分析技術支援ネットワーク 水質検査における精度向上と信頼性確保のための講習会＜２＞

8月 東京

（財）安全衛生技術試験協会 平成23年度 第1回作業環境士試験 有機＋特化＜１＞

2 月 名古屋 日本乳癌画像研究会＜２＞

8月 東京

（財）安全衛生技術試験協会 平成23年度 第1回作業環境士試験 金属＜１＞

2 月 東京

メンタルヘルス事後指導研修会Ⅱ＜１＞

8月 東京

（財）安全衛生技術試験協会 平成23年度 第1回作業環境士試験 特定化学物質＜１＞

2 月 東京

第一種衛生管理者受験準備講習＜１＞

8月 東京

㈱法研 東日本大震災医療･介護公開シンポジウム＜２＞

2 月 東京

健康管理研究協議会 健康管理研究協議会例会＜２＞

9月 東京

労働衛生サービス機能評価 「施設認定実務責任者研修会」＜１＞

2 月 群馬

予防医学技術研究会議＜９＞

9月 東京

日本対がん協会 リレーフォーライフ2011吉祥寺＜２＞

2 月 東京

日本対がん協会・結核予防会 乳房超音波講習会＜１＞

9月 東京

日本家族計画協会 保健指導プラスワンセミナー＜１＞

2 月 東京

胸部エックス線検査研修会＜２＞

9月 東京

平成23年度 第１回乳がん検診従事者講演会＜２＞

2 月 東京

肺がんCT検診認定技師認定更新講習会＜１＞

9月 東京

（財）東京都保健医療公社 23年度細胞診従事者講習会＜１＞

2 月 東京

THP指導者のための実務向上研修＜１＞

9月 東京

社団法人 東京都臨床検査技師会血液検査研究班研修会＜１＞

3 月 東京

平成23年度予防医学事業中央会 医師協議会＜２＞

9月 大坂

日本乳腺甲状腺超音波診断会議＜１＞

3 月 東京

危機管理研究会 市民公開講座＜１＞

平成23年度予防医学事業推進関東甲信越地区会議＜５＞

3 月 東京

日本慢性腎臓病対策協議会 世界腎臓デーに合わせたＣＫＤ啓発イベント＜１＞

10月 神奈川 予防医学事業推進全国大会＜５＞

3 月 東京

日本対がん協会・結核予防会共賛 平成23年度診療放射線技師研修会＜２＞

10月 名古屋 NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 マンモグラフィ講習会＜１＞

3 月 神奈川 社団法人 日本病院会 診療報酬改定に伴う説明会＜１＞

10月 東京

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＜５＞

3 月 東京

10月 東京

保健指導レベルアップセミナー 糖尿病の知識と保健指導の技術＜１＞

3 月 神奈川 日本経済青年協議会 管理者（課長クラス）基礎研修コース＜１＞

10月 東京

作業環境測定士登録講習 有機溶剤＜１＞

10月 新潟
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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

学会名＜参加人数＞

開催月

開催地

学会名＜参加人数＞

第28回日本医学会総会＜１＞

９月 長野

第71回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会＜１>

４月 神戸

第84回日本内分泌学会学術総会＜１＞

９月 青森

第27回診療放射線技師総合学術大会<1>

４月 東京

第51回日本呼吸器学会学術講演会＜１＞

10月 神奈川 第43回日本臨床検査自動化学会<1>

５月 東京

第97回日本消化器病学会＜１＞

10月 旭川

平成23年度日本遠隔医療学会学術大会<1>

５月 東京

第84回日本産業衛生学会＜11＞

10月 福岡

第49回日本消化器がん検診学会<1>

５月 東京

第50回日本消化器がん検診学会＜４＞

10月 福岡

第19回日本消化器関連学会<1>

５月 福岡

第52回日本臨床細胞学会総会＜４＞

10月 岡山

第21回日本乳癌検診学会<6>

５月 東京

第84回日本超音波医学会＜１＞

10月 東京

第50回日本臨床細胞学会秋期大会

６月 福岡

第46回日本小児腎臓病学会＜１＞

10月 東京

第50回日本臨床細胞学会秋期大会<7>

６月 東京

第121回関東連合産科婦人科学会学術集会＜１＞

10月 静岡

第61回全国学校保健研究大会、第42回全国学校保健・学校医大会<1>

６月 浜松

第23回日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡セミナー＜１＞

10月 岡山

第38回日本マス・スクリーニング学会<4>

６月 浜松

第34回日本呼吸器内視鏡学会 学術集会＜１＞

10月 静岡

第42回全国学校保健・学校医大会<1>

６月 千葉

第37回日本肺癌学会 肺癌診断会および画像診断セミナー＜１＞

10月 名古屋 第36回日本消化器がん検診学会 部会研究会<3>

2011 ４月 東京

６月 つくば 第36回日本超音波検査学会＜１＞

10月 東京

７月 東京

第14回日本高齢消化器病学会＜１＞

10月 神奈川 第122回関東連合産科婦人科学会学術集会<1>

７月 福岡

第46回日本小児循環器学会 学術集会＜３＞

10月 東京

第23回日本超音波医学会 関東甲信越地方会学術集会<2>

７月 札幌

第50回日本婦人科腫瘍学会 学術講演会＜２＞

11月 大坂

第52回日本肺癌学会総会 第26回肺がん集検セミナー<2>

７月 東京

日本CT検診学会 2011年＜１＞

11月 東京

第20回日本婦人科がん検診学会<10>

８月 横浜

第75回日本循環器学会＜１＞

11月 大坂

第54回日本甲状腺学会<1>

11月 千葉

第53回日本先天代謝異常学会<2>

８月 名古屋 第19回日本がん検診・診断学会＜７＞
８月 東京

第114回日本小児科学会学術集会＜３＞

８月 大坂

第52回日本人間ドック学会＜４＞

１月 東京

第40回日本総合健診医学会<3>

８月 大坂

第63回日本産婦人科学会学術講演会＜１＞

１月 東京

第19回日本産業ストレス学会in TOKYO<2>

９月 名古屋 第58回日本小児保健協会学術集会＜１＞

２月 長野

第19回日本ＣＴ検診学会学術集会<4>

９月 仙台

第19回日本乳癌学会 学術総会＜１＞

３月 東京

第30回日本マス・スクリーニング学会技術部会 <8>

９月 埼玉

第20回日本脂質栄養学会＜１＞

３月 東京

第18回日本産婦人科乳癌学会<1>

３月 福岡

第76回日本循環器学会学術集会<1>

９月 神奈川 第25回日本臨床細胞学会関東連合会学術集会＜２＞

2012 １月 東京

第33回日本臨床栄養学会総会<1>

第46回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会<1>

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，日本先天代謝異常学会名誉会員，日本先天異常学会名誉会員，
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，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，東京都健康推進プラン策定委員，
新宿区健康づくり推進協議会副委員長，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，
関東連合産科婦人科学会監事，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医学会教育委員・試験委員，
東京都生活習慣病がん部会学術委員，マンモグラフィ検診精度管理中央委員会読影委員，日本超音波医学会試験委員，

坂

日本産婦人科がん検診学会評議員，日本産婦人科乳癌学会評議員，日本臨床細胞学会功労会員，
日本産婦人科腫瘍学会功労会員

伊藤

良彌

日本呼吸器内視鏡学会名誉会員，日本肺癌学会特別会員，日本気管食道科学会幹事，日本がん検診・診断学会理事長，
日本ＣＴ検診学会理事長，肺がんＣＴ検診認定機構幹事，日本タバコフリー学会副代表理事

金子

昌弘

聖マリアンナ医科大学産婦人科学教室客員教授，日本臨床細胞診断学協会専務理事，日本産科婦人科学会認定専門医・功労会員，
日本婦人科腫瘍学会専門医・名誉会員，日本婦人科がん検診学会理事，日本がん検診・診断学会評議員，日本乳癌学会評議員，
日本ヒト細胞学会理事，日本産科婦人科内視鏡学会評議員，日本悪性腫瘍科学治療法機構（JGOG）功労会員，日本レーザー治療学会評議員

木口

一成

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

日本臨床細胞学会情報処理委員会役員，日本細胞診断学推進協会代議員会代議員，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理事，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，東京都臨床検査技師会病理・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

日本マス・スクリーニング学会評議員

石毛

信之

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，超音波スクリーニングネットワーク委員

矢島

晴美

日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会常任世話人，人間ドック学会人間ドック画像検査判定ガイドライン作成小委員会腹部超音波委員，
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

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副委員長

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委員

黒木

幹夫

日本臨床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23 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，
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

小児スクリ
ーニング科・
分析検査科

市谷超音波カンファレンス事務局

企画調整課
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祐一

佳奈子
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