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・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー

検査研究センター

（2012年3月埼玉）
「職場におけるメンタルヘルス問診に

【講習会講師】
平成24年度子宮頸がん検診従事者講習会

ついて−実施から有効利用まで」

（2013 年 2 月 17 日鳥取）特別講演「東京都予防医学協会に
おける子宮頸がん検診の現状」木口一成

【講習会講師】
・平成24年度獨協医科大学産業医講習会（2012年9月栃木）
「健康増進活動（ＴＨＰと特定健康診査）
」三輪祐一

【コメンテーター】
第47回予防医学技術研究会会議（2013年2月14日福島）
ミニシンポジウム「変革期を迎えた子宮頸がん検診」

【コメンテーター（三輪祐一）
】

木口一成

・厚生労働省第1回実務担当者による特定健診・特定保健
指導等に関するワーキンググループ（2012年7月東京）
・厚生労働省第2回実務担当者による特定健診・特定保健

【著書】
平成25年東京産婦人科医会誌第45号ｐ31〜32
「産婦人科における女性医師の役割」木口一成

指導等に関するワーキンググループ（2012年8月東京）
・厚生労働省第3回実務担当者による特定健診・特定保健
指導等に関するワーキンググループ（2012年8月東京）
・厚生労働省第5回実務担当者による特定健診・特定保健

総合健診部

指導等に関するワーキンググループ（2012年10月東京）

【学会・研究会】
健康開発科学研究会（2012年4月東京）

・厚生労働省第7回実務担当者による特定健診・特定保健

2012フォーラム−産業保健諸制度と倫理の懸隔

指導等に関するワーキンググループ（2012年12月東京）

「特定健康診査の実施上の問題点」三輪祐一
【総説】
労働衛生管理vol.24P.33〜35 No.1 2013

【講演会講師（三輪祐一】
・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー
（2012年7月埼玉）
「職場の健康診断について」

「医師研修会（作業態様に係る特殊健診）を受講して」
三輪祐一

・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー
（2012年9月埼玉）
「職場におけるメンタルヘルス問診に
ついて−実施から有効利用まで」
・平成24年度大宮医師会産業医研修会（2012年10月埼玉）
「定期健診の企画とデータの読み方，および事後指導の

がん検診・診断部
【学会・研究会】
第20回日本乳癌学会総会（2012年6月熊本）
「当施設MMG検診におけるFAD症例の検討」
佳奈子 1） 2），竹井淳子 2），佐藤隆宣 2），木下雅雄 2），

ポイント」

坂

・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー

長束美貴 2），高橋洋子 2），

（2013年2月埼玉）
「職場の健康診断について」

金慶一 2），緒方昭彦 2），高田維茂 2），角田博子 2）

・平成24年度相模原市産業医研修会（2013年2月神奈川）

1）東京都予防医学協会

「定期健診の企画とデータの読み方および事後指導の

2）市ヶ谷乳腺読影委員会

ポイント」
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第22回日本乳癌検診学会（2012年11月沖縄）

「東京都における乳癌検診の現状と問題点〜がん検診に

プレデンシャルシンポジウム「日本のすみずみまで乳がん

関する意識調査より」

検診を」

坂 佳奈子 1），小野良樹 1），広松恭子 2），角田博子 3）

「東京都における乳癌検診の現状と問題点〜がん検診に

1）東京都予防医学協会

関する意識調査より」

2）東京都福祉保健局

坂 佳奈子 1），小野良樹 1），広松恭子 2），角田博子 3）

3）東京都がん部会委員

1）東京都予防医学協会
2）東京都福祉保健局
3）東京都がん部会委員

内分泌科
【学会・研究会】
第85回日本内分泌学会（2012年4月名古屋）

【講演会講師（坂 佳奈子）
】

教育講演「妊娠合併甲状腺疾患への対応」百渓尚子

・マンモグラフィセミナー「乳がんの現状と検診の課題」
（2012年6月21日FUJI FILM大宮営業所）

【講演会講師（百渓尚子）
】

・平成24年度診療放射線技師研修会

・第2回西東京臨床甲状腺研究会（2012年7月東京）

「乳癌の検診と臨床」
（2013年3月14日結核予防会）

「甲状腺疾患と妊娠 専門家が是非伝えたい情報Update」
・第284回東京産婦人科医会臨床研究会（2012年7月東京）

【講習会講師（坂 佳奈子）
】

「妊娠と甲状腺」

・第85回乳房超音波講習会（2012年7月静岡）

・平成 24 年度北多摩西部保健医療圏周産期医療ネット

・第86回乳房超音波講習会（2012年9月東京）

ワークグループ研修会（2012年7月東京）

・第88回乳房超音波講習会（2013年1月栃木）

「甲状腺機能異常と妊娠〜よりよい周産期管理のための診

・第3回対がん協会超音波講習会（2013年2月清瀬）

断のポイントと治療戦略」

・平成24年度社会保険病院等乳房超音波講習会

・2012秋季藻類シンポジウム（2012年10月東京）

（2013年3月品川）

「ヨウ素過剰摂取の作用さまざま：臨床医の立場から 」

・第 10 回マンモグラフィ読影指導者講習会

・第40回内分泌代謝研究会（2012年10月東京）

（2012 年 5 月名古屋）
・第27回精度管理中央委員会マンモグラフィ読影講習会
（2012年6月名古屋）

「ヨードの出る幕」
・第7回滋賀内分泌カンファレンス（2012年2月大津）
「バセドウ病と妊娠update」

・平成24年度第一回東京都マンモグラフィ読影講習会
（2012年6月東京）

【福島での講演（百渓尚子）
】

・神奈川県マンモグラフィ読影講習会（2012年9月横浜）

・第20回菊池記念こども保健医学研究所講演会（2011年11

・第28回結核予防会マンモグラフィ技術講習会

月郡山）

（2012年9月清瀬）

「甲状腺と放射線−この関連について一緒に学びましょう」

・第28回精度管理中央委員会マンモグラフィ読影講習会

・郡山市震災後子どもの心のケアプロジェクト

（2012年10月名古屋）

一周年記念フォーラム ランチョンセミナー（2012年3月

・マンモグラフィ更新講習会（2012年10月東京）

郡山）
「甲状腺を知ろう−甲状腺の病気と甲状腺健診」

・平成24年社会保険病院等マンモグラフィ読影講習会

・郡山市教職員研修講座（2012年10月郡山）

（2012年12月東京）

「甲状腺と甲状腺診断」

・平成24年度第二回東京都マンモグラフィ読影講習会

・郡山市震災後子どものケアプロジェクト事業（2012 年

（2012年12月東京）

10 月郡山）

・横浜市マンモグラフィ講習会（2013年3月横浜）

「甲状腺を知ろう−甲状腺の病気と甲状腺健診」
・PEP Kids Koriyama 1周年記念フォーラム（2012年12月郡山）
「体の健康管理―親子の甲状腺教室」

【論文】
日本乳癌検診学会誌 vol. 22. No1.Mar.2013
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常任学術顧問

【論文】
Naoko Momotani，Saika Iwama，and Ko Momotani：

【学会・研究会】

Neurodevelopment in Children Born to Hypothyroid

日本総合健診医学会第41回大会：ランチョンセミナー

Mothers Restored to Normal Thyroxine（T4）Concentration

（2013年1月仙台）
「当協会における子宮頸がん検診の取り

by Late Pregnancy in Japan：No Apparent Influence of

組みと今後の動向」長谷川壽彦

Maternal T4 Deﬁciency．J Clin Endocrinol Metab. 2012 97
【講習会講師（長谷川壽彦】
】

（4）
：1104−8．

・平成24年度がん検診受託機関講習会（2012年10月東京）
「ベセスダシステムの適正な運用」

【総説】

・平成24年度がん検診受託機関講習会（2012年10月東京）

からだの科学．No.278，夏 2012

「ベセスダシステムの適正な運用」

「妊娠と甲状腺疾患」百溪尚子
日本臨床．Vol.70，No11．Nov.2012
「妊娠時のバセドウ病・甲状腺機能低下症の管理」

・予防医学事業中央会医師協議会（平成25年3月東京）
採血事故「危機管理〜採血事故対応とその対策」

百渓尚子，岩間彩香
日本医師会雑誌．Vol.141，No.11．Feb．2013
「甲状腺疾患−診断と治療 妊娠・出産と甲状腺疾患」

【論文】
日本臨床細胞学会茨城県支部会誌 Vol27 p12-26. 2012
「ベセスダシステムの適正な運用−細胞診標本の適正・

百渓尚子，岩間彩香
東京産婦人科医会誌．No.45.Jan2013.

不適正」長谷川壽彦

「妊娠と甲状腺」百渓尚子
検体検査部
生理機能一科，二科

呼吸器科

【学会・研究会】

【学会・研究会】
第20回日本がん検診・診断学会総会（2012年7月東京）

第53回日本人間ドック学会学術大会（2012年9月東京）

理事長講演「がん検診の精度を高めるのになすべきこと」

教育講演 追加発言「腹部超音波がん検診基準の判定基準

金子昌弘

を使用して」神宮字広明

第53回日本肺癌学会総会（2012年10月岡山）

第72回消化器がん検診学会関東甲信越地方会第14回超音

ワークショップ14「遠隔画像診断を導入した肺がんＣＴ

波部会学術集会（2012年9月東京）

検診システムの構築」金子昌弘

パネルディスカッション「良いレポートとは「こう書いて
います 超音波レポート」神宮字広明

第20回日本ＣＴ検診学会学術集会（2013年2月東京）
オープニングトーク：20回記念講演
「第20回大会を記念して―過去19回を振り返る」

日本人間ドック健診協会研修講演会（2012年11月東京）
シンポジウム「精度管理〜追跡調査について」

金子昌弘

神宮字広明

平成24年度肺がん検診研究委員会（2013年2月茨城）

第22回日本乳癌検診学会学術集会（2012年11月沖縄）

「肺がん検診の精度を高めるために」金子昌弘

「東京都予防医学協会における健診システム運用について」
池田佐智子，矢島晴美，神宮字広明，石山美奈子，
田島美和子，坂佳奈子，小野良樹

【講習会講師】
肺がん検診従事者講習会（2013年1月東京）
「肺がん検診の現状とその有効性」金子昌弘

第46回予防医学技術研究会（2013年2月福島）
「血圧脈派検査装置Vasera VS-1500の使用経験（第二報）
」
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北堀浄子，杉山邦子，田中孝枝，矢島晴美，神宮字広明，

小児スクリーニング科
【学会・研究会】

三輪祐一

第39回日本マス・スクリーニング学会（2012年8月大阪）
「学校心臓検診一次検診で指摘されたQT延長について」

「ライソゾ―ム病（ファブリー病，糖原病Ⅱ型，ムコ多糖

信太彩子 1），白石和美 1），矢島晴美 1），神宮字広明 1），

症Ⅰ型・Ⅱ型）スクリーニング法の基礎的検討」

杉山仁美 1），阿部勝巳 1），浅井利夫 2）

鈴木 健 1），藤川研人 1），大和田 操 1），田中あけみ 2），

1）東京都予防医学協会

大橋十也 3），

2）東京女子医科大学

衛藤義勝 3），北川照男 1），
1）東京都予防医学協会

「学校心臓検診で抽出された右脚ブロックおよび発見され

3）東京慈恵会医科大学小児科

たASDの検討」
1）

2）大阪市立大学大学院発達小児医学

1）

1）

1）

杉山仁美 ，神宮字広明 ，矢島晴美 ，白石和美 ，
阿部勝巳 1），信太彩子 1），豊岡千絵 1），岩崎綾乃 1），
1）

日高理恵子 ，浅井利夫

2）

第39回日本マス・スクリーニング学会（2012年8月大阪）
「新生児タンデムマス・スクリーニングにおけるGC/MS

1）東京都予防医学協会

の運用成績−東京都における2012年度実績」

2）東京女子医科大学

藤川研人 1），石毛信之 1），穴澤 昭 1），石毛美夏 2），
大和田 操 1），北川照男 1），

【講習会講師】
全衛連超音波検査講習会（2012年11月東京）

1）東京都予防医学協会
2）駿河台日本大学病院小児科

神宮字広明
第39回日本マス・スクリーニング学会（2012年8月大阪）
日本消化器がん検診学会関東甲信越超音波部会初心者

「C5-OH軽度高値が遷延した低出生体重児例について」

講習会（2013 年 2 月東京）

石毛信之 1），藤川研人 1），穴澤 昭 1），石毛美夏 2），

矢島晴美，神宮字広明

重松陽介 3），大和田 操 1），北川照男 1），
1）東京都予防医学協会

【コメンテイター】
全衛連生理機能検査講習会（2013年2月東京）

2）駿河台日本大学病院小児科
3）福井大学医学部看護学科・小児科

神宮字広明
第54回日本先天代謝異常学会（2012年11月岐阜）
検体検査科
【学会・研究会】
第47回予防医学技術研究会議（2013年2月福島）
「多項目自動血球分析装置XN-2000の使用経験について」
斉藤友良，木村陽子，大野直子

「東京都におけるタンデムマス・スクリーニングの導入と
成績」
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），
1）東京都予防医学協会
2）駿河台日本大学病院小児科

母子保健検査部
細胞病理診断科
【講習会講師】
愛知県細胞診従事者講習会（2012年6月愛知）
「ベセスダ判定の現状と問題点」
吉田志緒子

第54回日本先天代謝異常学会（2012年11月岐阜）
「ハイリスクスクリーニングで診断されたFabry病患者の
CKD stagingについて」
鈴木 健 1），石毛信之 1），大和田 操 1），大橋十也 2），
衛藤義勝 2），北川照男 1），
1）東京都予防医学協会
2）東京慈恵会医科大学小児科
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第47回予防医学技術研究会議（2013年2月福島）
「東京都におけるタンデムマス・スクリーニングの実施状況」

・第73回神奈川消化管撮影技術研究会（2012年5月 横浜）
「初心者のための読影のポイント」

藤川研人 1），石毛信之 1），間下充子 1），穴澤 昭 1），

・第94回東京胃会（2012年9月 東京）

石毛美夏 2），大和田操 1），北川照男 1）

基礎講座「胃がんX線検診 読影の手順」

1）東京都予防医学協会

・第17回胃X線精度管理研究委員会（2012年11月 東京）
レベルアップ講習会「胃がんX線検診 読影の手順」

2）駿河台日本大学病院小児科

・日本消化器がん検診精度管理評価委員会関東甲信越支部
講習会（2012年12月 長野）
「胃がんX線検診 読影の手順」

放射線部

・日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会放射線部会

【学会・研究会】
第28回日本診療放射線技師学術大会（2012年9月 名古屋）

（2013年2月 山梨）

パネルディスカッション「NPO基準撮影法の検証と精度

レベルアップセミナー「胃がんX線検診 読影の手順」

管理について」富樫聖子

・福島県放射線技師会・消化器撮影分科会第26回消化器
研究会（2013年3月 郡山）

第22回日本乳癌検診学会総会（2012年11月 沖縄）

「胃がんX線検診読影の手順−陥凹型を中心に」

ポスターディスカッション「東京都予防医学協会における
乳がん検診デジタルシステム運用の実際」

【講習会講師（草刈正典）
】

高橋知子，富樫聖子，小見戸友恵，大竹真央，坂 佳奈子，

・第17回胃X線精度管理研究委員会 レベルアップ講習会

小野良樹

（2012年11月 東京）
「NPO胃X線検診 基準撮影法」

日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会

【講習会講師（黒木幹夫）
】

第45回放射線部会学術集会（2013年3月横浜）

・第34回消化管造影技術研修会（2013年2月東京）

公開講演「胃がん早期発見へ−診療放射線技師の挑戦」

「胃X線検査の基礎Ⅰ−基準撮影法Ⅰ・Ⅱ」

富樫聖子
健康増進部
【学会・研究会】

【講習会講師（佐藤清二）
】
・第17回いわき地区画像研究会（2012年10月 いわき）

第47回予防医学技術研究会（2013年2月福島）
「本会特定保健指導における効果の検討」

「胃がん検診における撮影技術」
・第17回胃X線精度管理研究委員会 レベルアップ講習会

穴原静絵 1），加藤京子 1），石林陽子 1），佐藤義久 1），

（2012年11月 東京）

三輪祐一 1），小野良樹 1），須賀万智 2）

・第34回消化管造影技術研修会（2013年2月東京）

1）東京都予防医学協会
2）東京慈恵会医科大学

【講習会講師（富樫聖子）
】
・第16回胃X線精度管理研究委員会 レベルアップ講習会
（2012年4月 札幌）

第85回日本産業衛生学会（2012年5月名古屋）
「行動変容ステージに影響する生活背景について」

・日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会放射線部会レ

石林陽子 1），加藤京子 1），小林那菜 1），穴原静絵 1），

ベルアップセミナー（2012年4月 東京）

佐藤義久 1），三輪祐一 1），小野良樹 1），須賀万智 2）

「胃がんX線検診 読影の手順」

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
2012 4月 東京

学会名＜参加人数＞
東電福島第一原発 健康相談等事業支援窓口相談担当者会議＜1＞

開催 開催 開催
年度 月
地
2012 10月 徳島

学会名＜参加人数＞
胸部 CT 計算機診断支援グループ会議＜ 1 ＞

4月 韓国

Busan Inje University 招待＜1＞

10月 東京

ひかり協同法律事務所 事例で学ぶ労働法セミナー＜ 2 ＞

4月 東京

SMBCコンサルティング ビジネスマナーと仕事の進め方＜8＞

10月 東京

平成 24 年度マス・スクリーニング基礎理論研修会＜ 4 ＞

4月 東京

厚生労働省 日本自閉症協会 世界自閉症啓発デー2012シンポジウム＜1＞

10月 東京

東京交通安全協会 副安全運転管理者講習会＜ 1 ＞

4月 東京

日本学術会議臨床医学委員会感覚器分科会＜1＞

10月 東京

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 ＞

4月 東京

2012 LOVE49全国街頭予防啓発アクション＜1＞

10月 東京

㈱エスアンドシー 医療現場での接遇セミナー＜ 2 ＞

4月 東京

衛生管理者受験準備講習（試験代支給）＜3＞

11月 東京

関東地方協議会定例会議＜ 2 ＞

4月 東京

新宿労働基準協会 労災保険法基礎講座＜1＞

11月 東京

新宿労働基準協会 パート・有期契約社員等雇用間講習＜ 1 ＞

4月 東京

ぱる新宿 新入社員研修＜3＞

11月 東京

東京都看護協会 外来看護師に求められる役割＜ 1 ＞

5月 徳島

第3次対がん総合戦略研究事業分野森山班 胸部CT計算機診断支援会議＜1＞

11月 東京

中央労働災害防止協会 実務向上研修 Bコース＜ 1 ＞

5月 東京

東京都看護協会 災害看護危機管理論＜1＞

12月 山梨

平成 24 年度関東甲信越地区会議＜ 5 ＞

5月 東京

日本作業環境測定協会 第一種講習 特定化学物質＜1＞

12月 東京

東京都看護協会 アサーショントレーニング 考え方と方法＜ 1 ＞

6月 東京

日本人間ドック健診協会 通常総会＜2＞

12月 東京

第2回東京都福祉保健局 東京都マンモグラフィ読影医師講習会＜1＞

6月 東京

2012年世界禁煙デー記念シンポジウム＜1＞

12月 東京

保健指導研修会＜ 1 ＞

12月 東京

健康診断施設職員研修会＜ 5 ＞

6月 名古屋 マンモグラフィ精度管理中央委員会 第14回技術講習会＜3＞
6月 東京

日本労働安全衛生コンサルタント会＜1＞

2013 1月 大阪

6月 東京

東京都看護協会 中堅看護師に求められるリーダーシップの理論と定義＜1＞

1月 東京

産業医学振興財団 平成 24 年度産業保健実践講習会＜ 1 ＞
東京労働基準協会連合会 特定化学物質及び四アルキル作業主任者講習会＜1＞

7月 東京

日本CT検診学会「夏期セミナー2012」＜3＞

1月 東京

J-START 第 2 回研究班会議＜ 1 ＞

7月 東京

家族計画協会 SRHセミナー 100回記念大会＜1＞

1月 京都

シスメックス㈱カスタマートレーニング＜ 1 ＞

7月 福井

日本看護協会出版会 すぐに生かせる医療安全のための実践的マネジメント＜1＞

1月 東京

メンタルヘルス事後指導研修Ⅰ＜ 1 ＞

7月 東京

東京都医師会 慈恵医師会産業医研修会＜1＞

1月 東京

VDT 健康診断研修会＜ 6 ＞

7月 東京

平成24年度先天性代謝異常症等技術研修会＜2＞

2月 福島

第 47 回予防医学技術研究会議＜ 13 ＞

7月 東京

J-START平成24年度第1回研究班運営委員会＜1＞

2月 ネパール 日本乳腺甲状腺超音波学会 ネパール合同カンファレンス＜ 1 ＞

7月 東京

ひかり協同法律事務所 事例で学ぶ労働法セミナー＜2＞

2月 徳島

胸部 CT 計算機診断支援グループ会議＜ 1 ＞

7月 名古屋 マンモグラフィ精度管理中央委員会 第16回技術講習会＜2＞

2月 東京

第 3 回乳房超音波講習会＜ 1 ＞

7月 東京

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＞

2月 東京

平成24年度 東京都保健医療公社 第2回乳がん検診従事者講習会＜3＞

7月 神戸

シスメックス㈱カスタマートレーニング＜1＞

2月 東京

選別聴力検査研修会＜ 2 ＞

7月 東京

PKU親の会関東支部総会＜1＞

2月 東京

メンタルヘルス事後指導研修Ⅱ＜ 1 ＞

8月 韓国・台湾 台湾・韓国 研修＜7＞

2月 東京

生理機能検査研修会＜ 1 ＞

8月 京都

J-START 2012全国連絡会議＜2＞

2月 東京

肺がん CT 検診認定技師更新講習会＜ 1 ＞

8月 東京

検体検査研修会＜1＞

2月 東京

胸部 X線検査研修会＜ 2 ＞

8月 東京

医師研修会（作業態様に係る特殊健診）＜5＞

2月 静岡

平成 24 年度 全国業務研修会＜ 5 ＞

8月 鳥取

第30回全国情報統計研修会＜4＞

3月 東京

平成 24 年度第 2 回東京地区協議会＜ 2 ＞

9月 東京

ひかり協同法律事務所 事例で学ぶ労働法セミナー＜2＞

3月 東京

中央労働災害防止協会 実務向上研修 Cコース働く人の健康づくり＜1＞

9月 東京

聖路加サマースクール 絆で挑む乳がん診療＜1＞

3月 神奈川 マンモグラフィ読影講習会＜ 5 ＞

9月 東京

第一種衛生管理者免許試験＜1＞

3月 東京

第一種衛生管理者受験準備講習＜ 4 ＞

9月 東京

日本感染管理支援協会 感染管理セミナー（集中講座）＜5 ＞

3月 東京

中央労働災害防止協会 衛生工学衛生管理者講習（2日コース）＜1＞

10月 高知

第57回予防医学事業推進全国大会＜5＞

3月 東京

日本対がん協会 平成 24 年度診療放射線技師研修会＜ 1 ＞

10月 東京

東京都看護協会 看護実践にいかすリスクマネジメント＜ 2 ＞
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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

2012 4月 韓国

学会名＜参加人数＞
第2回アジア先天性代謝異常学会 第12回アジアヨーロッパ先天性代謝異常研究会＜2＞

開催月

開催地

2012 9月 大阪

学会名＜参加人数＞
第46回日本小児内分泌学会学術集会＜1＞

4月 神戸

第64回日本産婦人科学会 講演会＜3＞

9月 東京

4月 京都

第109回日本内科学会総会＜1＞

9月 名古屋 第28回日本診療放射線技師学術大会＜1＞

第50回健康管理研究協議会 記念総会＜1＞

4月 名古屋 第85回日本内分泌学会＜1＞

10月 神戸

4月 岡山

第28回日本乳腺甲状腺超音波診断会議＜1＞

10月 神奈川 第44回日本臨床検査自動化学会＜2＞

第50回日本消化器がん検診学会大会＜1＞

5月 東京

第85回日本超音波医学会 学術集会＜1＞

10月 東京

第21回日本婦人科がん検診学会総会＜10＞

5月 名古屋 第85回日本産業衛生学会＜7＞

10月 山梨

第124回関東連合産科婦人科学会総会 学術集会＜1＞

5月 東京

10月 北九州 第29回日本乳腺甲状腺超音波診断会議＜1＞

第35回日本呼吸器内視鏡学会 学術集会＜1＞

6月 神奈川 第55回日本腎臓学会 学術集会＜1＞

10月 仙台

第18回NPO法人マンモグラフィ精度管理中央委員会 技術講習会＜2＞

6月 千葉

第53回日本臨床細胞学会総会＜1＞

11月 新潟

第51回日本臨床細胞学会総会＜5＞

6月 熊本

第51回日本消化器がん検診学会＜1＞

11月 岡山

第53回日本肺癌学会総会 第27回肺がん集検セミナー 評議委員会＜3＞

6月 千葉

第53回日本臨床細胞学会総会＜6＞

11月 沖縄

第22回日本乳癌検診学会学術総会＜5＞

6月 熊本

第51回日本消化器がん検診学会＜1＞

11月 岐阜

第54回日本先天代謝異常学会＜3＞

6月 三重

第9回婦人科悪性腫瘍研究機構 婦人科がん会議＜1＞

11月 岡山

第53回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜2＞

6月 東京

第48回日本循環器病予防学会 日本循環器管理研究協議会総会＜1＞

11月 東京

第22回日本産業衛生学会 産業医・産業看護全国協議会＜1＞

6月 青森

第15回日本高齢消化器学会＜1＞

11月 福岡

第55回日本甲状腺学会＜1＞

6月 東京

第123回関東連合産科婦人科学会総会 学術集会＜1＞

11月 熊本

第62回全国学校保健研究大会 ＜1＞

6月 栃木

第14回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会 超音波部会研修会＜2＞

11月 熊本

第43回日本医師会 全国学校保健・学校医大会＜1＞

6月 熊本

第20回日本乳癌学会総会＜1＞

11月 東京

第11回婦人科悪性潰瘍研究機構年次会議＜1＞

6月 東京

第47回日本小児腎臓病学会 学術集会＜3＞

6月 東京

第92回健康管理研究協議会 例会＜4＞

1月 仙台

第41回日本総合健診医学会＜4＞

7月 京都

第48回日本小児循環器学会 学術集会＜3＞

1月 徳島

第5回呼吸機能イメージング研究会 学術集会＜1＞

7月 東京

第24回日本運動器科学会＜2＞

1月 東京

第75回マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 技術部門更新講習会＜2＞

7月 東京

第20回日本がん検診診断学会＜5＞

1月 栃木

第88回日本乳腺甲状腺超音波医学会＜1＞

7月 東京

第52回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜3＞

2月 東京

第20回日本CT検診学会 学術集会＜6＞

8月 大阪

第30回日本ヒト細胞学会学術集会＜1＞

2月 東京

第22回日本乳癌画像研究会＜1＞

8月 東京

第39回日本マススクリーニング学会学術集会＜4＞

2月 東京

第93回健康管理研究協議会 例会＜1＞

8月 京都

国際小児思春期糖尿病学会サイエンススクール 2012 ＜ 1 ＞

2月 東京

第 14 回慶応大学病院 KEMS研究会＜ 3 ＞

9月 東京

第53回日本人間ドック学会 学術大会＜12＞

3月 名古屋 第 31 回日本マススクリーニング学会技術部会＜ 3 ＞

9月 長野

第31回日本思春期学会総会・学術集会＜1＞

3月 神奈川 第 45 回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会＜ 2 ＞

9月 埼玉

第72回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会＜ 3 ＞

3月 東京

9月 兵庫

第1回日本タバコフリー学会学術大会＜1＞

3月 神奈川 第 77 回日本循環器学会学術集会＜ 1 ＞

9月 札幌

第71回日本癌学会学術総会＜1＞

2013 1月 千葉

第20回日本産業ストレス学会＜1＞

第 19 回日本産婦人科乳癌学会＜ 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名誉会員，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，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，ジョイセフ理事，
日本家族計画協会理事，母子保健推進会議理事，日本対がん協会評議員，ふれあい福祉協会監事，神奈川県予防医学協会理事

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，全国労働衛生団体連合会腹部超音波専門委員会委員長

小野

良樹

日本臨床細胞学会監事（名誉会員）
，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，
日本臨床細胞学会細胞診専門医会顧問，細胞検査士資格認定試験運営委員会顧問，日本婦人科がん検診学会名誉会員

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監事，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検診認定機構監事，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，日本臨床細胞学会功労会員，日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・功労会員，
日本婦人科腫瘍学会名誉会員，日本がん治療認定医，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，日本産婦人科乳癌学会評議員，
日本ヒト細胞学会理事，日本悪性腫瘍科学治療法機構（JGOG）功労会員，米国がん研究学会（AACR）active member

木口

一成

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，
東京都生活習慣病検診管理指導協議会研修部会委員

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支部超音波研修委員会常任世話人，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支部常任世話人，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支部超音波研修委員会常任世話人，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

日本消化器がん検診学会関東甲信越支部放射線部会世話人，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

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班班長，東京胃会世話人

富樫

聖子

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

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学会関東甲信越支部放射線部会世話人，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

肺がんCT検診認定制度検討委員

池 田

日本産業保健師会理事，予防医学事業中央会保健指導委員会委員，全国労働衛生団体連合会保健指導等調査委員会委員

加藤

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

母子保健
検
査
一科・二科

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・
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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