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検査研究センター

「がん検診その2」

【学会講演・座長】

・杉並区教育委員会健康講話（2013年7月東京）

第54回日本臨床細胞学会総会学術集会（2013年6月東京）

「最新のウイルス肝炎事情」

口演：子宮頸部2，座長

・杉並区教育委員会健康講話（2013年11月東京）

木口 一成

「脂質異常症」
・臨海メデカル学術大会（2013年8月東京）

第32回日本臨床細胞学会東京都支部学術集会（2013年7月東京）

「最新の腹部超音波診断」

細胞診スライドセミナー：婦人科部門，回答助言者
木口 一成

総合健診部
【学会・研究会】

第52回日本臨床細胞学会秋季大会学術集会（2013年11月大阪）
「細胞診HPV併用検診を考える―LBC導入による精度管理の
取り組み」

第286回関東健康管理研究会（2014年3月東京）
「職域健診を考える」パネリスト
三輪祐一

木口 一成
【講演会講師（三輪祐一）
】
【講習会講師（木口一成）
】

・東京都医師会・慈恵医師会産業医研修会（2013年7月東京）

・八王子市子宮頸がん検診HPV検査検証事業説明会（2013年

「特定健診・保健指導の5年間の総括と今後の展望」
（2013年7月埼玉）
・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー

10月東京）
「細胞診HPV併用検診を考える−併用検診における精度管理」

「職場における健康づくり」

・第22回健康づくり懇話会総会（2013年10月東京）

・平成25年度獨協医科大学産業医講習会（2013年8月栃木）

「細胞診とHPVの併用検診について− LBC/HPV導入による

「職場におけるメンタルヘルス問診とハラスメントについて」

精度管理の取り組み」

「職場における健康づくりの事例」

・豊島区産婦人科医会・医師会合同細胞診勉強会（2014年3月

・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー
（2013年9月埼玉）

東京）

「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

「子宮頸がん併用検診における液状検体細胞診（LBC）使用の
留意点」

用まで」
・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー（2013年12月埼玉）
「職場における健康づくり」

【論文・他】

・ダイヤル・サービス（株）講演会（2014年1月東京）

「労働基準」3月号，p18〜21（2014年3月）

「一般健診結果のわかりやすい説明と二次健診のアドバイスの

職場における健康診断について（第10回）
「子宮がんの予防と

仕方」

検診（特に子宮頸がんについて）
」

・埼玉産業保健推進センター産業保健セミナー
（2014年1月埼玉）

木口 一成

「職場におけるメンタルヘルス問診について」

健康支援センター

【コメンテーター（三輪祐一）
】

【講演会講師（小野良樹）
】

・厚生労働省実務担当者による特定健診・特定保健指導等に

・杉並区教育委員会健康講話（2013年6月東京）

東京都予防医学協会年報

2015年版

第44号

関するワーキンググループ（2013年8月東京）

学会・研究会等での活動

245

・厚生労働省第10回特定健診・特定保健指導の医療費適正化効

「乳がんの早期発見と治療の最前線」

果の検証のためのワーキンググループ（2014年9月東京）
【講習会講師（坂 佳奈子）
】
【総説】

・第11回マンモグラフィ読影指導者講習会（2013年5月名古屋）

・健康開発vol.18 p4〜7 No.2 2013

・第29回精度管理中央委員会マンモグラフィ読影講習会（2013
年7月名古屋）

「人間ドックの将来展望」

・第8回超音波検査従事者のためのマンモグラフィ講習会

三輪祐一

（2013年7月名古屋）
・平成25年度第１回東京都マンモグラフィ読影講習会（2013

がん検診・診断部

年8月東京）

【学会・研究会】
第21回日本乳癌学会総会（2013年6月浜松）

・第10回マンモグラフィ読影指導者講習会（2013年5月名古屋）

「当施設における細胞診の成績」
1）

2）

坂 佳奈子 、野木裕子 、竹井淳子

・神奈川県マンモグラフィ読影講習会（2013年9月横浜）

3）

1）東京都予防医学協会
2）東京慈恵会医科大学
3）聖路加国際病院

・第27回精度管理中央委員会マンモグラフィ読影講習会（2013
年6月名古屋）
・平成24年度第１回東京都マンモグラフィ読影講習会（2013
年6月東京）
・神奈川県マンモグラフィ読影講習会（2013年9月横浜）

第21回日本がん検診診断学会（2013年7月前橋）
「東京都島嶼地区における乳がん検診成績の検討」

・日本乳がん検診精度管理中央機構主催第１回乳房超音波技
術講習会（2013年10月名古屋）
・平成25年社会保険病院等マンモグラフィ読影講習会（2013

坂 佳奈子

年12月東京）
第31回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2013年9月神戸）

・第１回乳房超音波議事津講習会（2013年12月筑波）

乳がん検診研究会企画 乳がん検診のマンモグラフィを超音

・乳がん検診用マンモグラフィに関する講習会（日本産婦人科

波検査における総合判定について「当施設での総合判定症例

医会主催）
（2014年1月東京）

の検討」

・日本産婦人科乳癌学会第6回乳房超音波講習会（2014年1月東京）

坂 佳奈子

・第１回東京都予防医学協会マンモグラフィ読影講習会（2014
年2月東京）

第23回日本乳癌検診学会総会（2013年11月東京）
「マンモグラフィフィルムリーディング」監修および解説
坂 佳奈子 1）、土井 卓子 2）

・平成25年社会保険病院等乳房超音波講習会（2014年2月東京）
・横浜市マンモグラフィ講習会（2014年3月横浜）
・埼玉県医師会マンモグラフィ読影講習会（2014年3月浦和）

1）東京都予防医学協会
2）湘南記念病院

内分泌科
【学会・研究会】

第23回日本乳癌画像研究会（2014年3月香川）

第86回日本内分泌学会（ 2013年4月仙台）

シンポジウム 乳がん早期発見の意味を考える「当施設にお

シンポジウム「妊娠と甲状腺疾患：子どもの神経発達におけ

ける発見乳癌の特徴」

る母体T4の役割」

坂 佳奈子

百渓尚子

【講演会講師（坂 佳奈子）
】

渋谷区産婦人科医会東京産科婦人科学会渋谷支部合同総会・

・マンモグラフィセミナー（2013年7月神田）

学術講演会（2013年5月東京）

「ソフトコピー診断のコツとポイント」
・足立区健康大学講座（2013年10月足立区）
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第76回臨床内分泌懇話会（2013年11月東京）
「バセドウ病：母体と胎児にとっての至適治療」

検体検査部
検体検査1科、2科
【学会・研究会】

百渓尚子

第48回予防医学技術研究会議（2014月2月愛媛）
広島竹原地区医師会学術講演会（2013年11月広島）
「妊娠と甲状腺疾患：母児への至適対応」

「ルミパレスPrestoⅡにおけるHBs抗体改良試薬についての
検討」

百渓尚子

小澤利奈、木村陽子、斉藤友良、大野直子、白石一美

板橋区女性健康支援センターセミナー（平成25年12月東京）

生理機能検査1、2科
【学会・研究会】

百渓尚子

第38回日本超音波検査学会学術集会（2013年6月愛媛）
【総説（百渓尚子）
】

パネルディスカッション健診領域「腹部カテゴリー分類と健

・内分泌疾患 甲状腺の異常：正常妊娠と甲状腺、甲状腺疾

診−健診領域の底上げのために」

患と妊娠．内科学書 第８版．中山書店．東京．2013; p.128-

神宮字広明

130.
・産科疾患の診断・治療・管理 甲状腺疾患合併妊娠．産婦
人科研修ノート 改訂第2版．診断と治療社．2014, p.348-352.
・特集：妊婦の内科疾患の実地診療のすすめかた−ポイント
と留意点 甲状腺疾患．Medical Practice．2013；30：1545-

日本超音波医学会関東甲信越地方会 第25回学術集会（2013
年10月東京）
「健診時に発見された石灰化像を伴うFNH」
田中珠紀
「ケースカンファレンス（症例検討会）
」

1548. 共著：岩間彩香
・特集：慢性疾患と妊娠・周産期・トランジション 甲状腺

日下和子

疾患．小児科診療．2013；76：1901-1908.
・橋本病患者が被っている社会的不利益の現状．日本医事新
報．2013，No.4674．p13-15．共著：岩間彩香
・甲状腺疾患への対応 日野原重明・猿田享男（監）
，小川哲
平・田村政紀（編）健診・人間ドックフォローアップ ハンド

第23回日本乳癌検診学会学術集会（2013年11月東京）
「当会で発見された非浸潤性乳管癌（DCIS）の超音波所見につ
いての検討」
小林和美

ブック改訂2版中外医学社，東京，p198-204, 2014.
日本人間ドック健診協会研修講演会（2013年11月東京）
シンポジウム「腹部超音波がん検診基準−当会基準との比較

呼吸器科

を中心に」

【学会・研究会】
第21回日本がん検診・診断学会総会（2013年7月前橋）

神宮字広明

理事長講演「理想的ながん検診とは」
第48回予防医学技術研究会（2014年2月）

金子昌弘

「学校心臓検診で病院紹介となった児童・生徒の追跡調査につ
第21回日本がん検診・診断学会総会（2013年7月前橋）

いて」

シンポジウム3．日常臨床の場におけるがん検診「日常診療で

岩崎綾乃

健診目的で撮影される胸部Ｘ線と発見肺がん」
金子昌弘

【総説】
気管支学 35巻3号：p241-242，2013
「気管支ファイバースコープ試作１号機から将来の気管支鏡を占う」
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【講演会講師】

1）東京都予防医学協会

全衛連超音波検査講習会（2013年11月東京）

2）駿河台日本大学病院小児科

神宮字広明

3）福井大学医学部看護学科・小児科

日本消化器がん検診学会関東甲信越超音波部会初心者講習会

第40回日本マススクリーニング学会（2013年8月大阪）

（2013年2月東京）

「新生児タンデムマススクリーニングにおけるGC/MSの運用

矢島晴美，神宮字広明

成績−東京都における2012年度実績」
藤川研人 1）、渡辺和宏 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）

【コメンテーター】
全衛連生理機能検査講習会（2014年2月東京）

1）東京都予防医学協会

神宮字広明

2）駿河台日本大学病院小児科

母子保健検査部

第40回日本マススクリーニング学会（2013年8月大阪）
「ライソゾ―ム病（ファブリー病、糖原病Ⅱ型、ムコ多糖症Ⅰ

母子保健検査１科、２科

型・Ⅱ型）スクリーニング法の基礎的検討」

【学会・研究会】

鈴木 健 1）、藤川研人 1）、大和田 操 1）、田中あけみ 2）、大橋

第48回予防医学技術研究会議（2014年2月愛媛）
「子宮頸がん検診における採取器具変更における現状について」

十也 3）、衛藤義勝 3）、北川照男 1）

井内直美、小松裕子、吉田志緒子、石山功二、伊藤良彌、木

1）東京都予防医学協会

口一成、長谷川壽彦

2）大阪市立大学大学院発達小児医学
3）東京慈恵会医科大学小児科

【講習会講師（吉田志緒子）
】
・平成25年度第１回立山カンファレンス（2013年9月富山）

第3回アジア先天代謝異常学会/第55回日本先天代謝異常学

「ベセスダ判定の現状と問題点」

会（2013年11月千葉）

・平成25年度日臨技首都圏支部・関甲信支部 病理細胞診検査

「Newborn screening for inborn errors of metabolism using
tandem mass spectrometry

研究会（2014年2月東京）
「子宮頸部の細胞診（従来法）−ASC判定症例の検討を中心に−」

on 200,000 babies in Tokyo, Japan」

・第31回埼玉県細胞検査士学術集会（2014年3月埼玉）

石毛信之 1）、藤川研人 1）、渡辺和宏 1）、穴澤 昭 1）、石毛美夏 2）、

「ASC-H判定症例の現状」

大和田操 1）、北川照男 1）
1）東京都予防医学協会

小児スクリーニング科

2）駿河台日本大学病院小児科

【学会・研究会】
第86回 日本内分泌学会学術集会（2013年4月仙台）

第48回予防医学技術研究会議（2014年2月愛媛）

「東京都における先天性副腎過形成症マススクリーニング23
年間の報告」
1）

「タンデムマスの機器管理状況について」
渡辺和宏、藤川研人、石毛信之、間下充子、世良保美、穴澤 昭、

1）

1）

2）

小西 薫 、長谷川智美 、穴澤 昭 、鹿島田健一 、北川照男

1）

大和田 操

1）東京都予防医学協会
放射線部

2）東京医科歯科大学病院

【学会・研究会】
第23回日本乳癌検診学会総会（2013年11月東京）

第40回日本マススクリーニング学会（2013年8月大阪）

「マンモグラフィ検査における最適な（乳房）圧迫への試み〜

「C5-OH軽度高値が遷延した低出生体重児例について」
1）

1）

1）

1）

2）

石毛信之 、藤川研人 、渡辺和宏 、穴澤 昭 、石毛美夏 、
3）

重松陽介 、大和田 操
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みゆき 1）、大竹真央 1）、坂 佳奈子 1）、小野良樹 1）、村本綾子 2）、

会学術集会（2014年2月東京）

乙訓伸次 2）

入門講座「胃上部の撮影」

1）東京都予防医学協会

・第19回埼玉CTテクノロジーセミナー（2014年3月さいたま）

2）富士フィルム株式会社

低線量肺がんCT検診「肺がん検診CTの実態」

第23回日本乳癌検診学会総会（2013年11月東京）
「当施設の検診マンモグラフィ撮影における工夫」
佐々木 みゆき、富樫聖子、小見戸友恵、高橋知子、伊藤裕美、

【 講習会講師（古賀知子）
】
・第1回東京都予防医学協会マンモグラフィ読影講習会（2014
年2月東京）

大竹真央、坂 佳奈子、小野良樹
健康増進部
「マンモグラフィ撮影技師の読影力向上の取組み」
伊藤裕美、富樫聖子、小見戸友恵、高橋知子、佐々木 みゆき、
大竹真央、坂 佳奈子、小野良樹

【学会・研究会】
第86回日本産業衛生学会（2013年5月松山）
「特定保健指導実施後のアンケート調査からみた参加者のニーズ」
加藤京子 1）、石林陽子 1）、穴原静絵 1）、佐藤義久 1）、三輪祐一 1）、

【 講習会講師（佐藤清二）
】

小野良樹 1）、須賀万智 2）

・第18回胃X線精度管理研究委員会レベルアップ講習会（2013

1）東京都予防医学協会
2）東京慈恵会医科大学

年4月藤枝）
・第25回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部胃Ｘ線検査
レベルアップセミナー（2013年8月）
・第19回胃X線精度管理研究委員会レベルアップ講習会（2013

第54回日本人間ドック学会学術大会（2013年8月浜松）
「特定保健指導参加率向上への取り組みとその効果」
穴原静絵 1）、加藤京子 1）、石林陽子 1）、宮本麻美 1）、横山亜希子 1）、

年12月東京）
・第35回消化管造影技術研修会（2014年1月東京）

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

【 講習会講師（富樫聖子）
】
・第18回胃X線精度管理研究委員会レベルアップ講習会（2013

第48回予防医学技術研究会（2014年2月松山）

年4月藤枝）
・第19回胃X線精度管理研究委員会レベルアップ講習会（2013

「人間ドック 弁当を使った食の情報提供の試みに関するアン
ケート調査」

年12月東京）
・平成25年度東京都マンモグラフィ読影講習会（2013年12月

鶴田浩子 1）、石元三千代 1）、松村えり子 1）、田代淑子 1）、佐藤
義久 1）、加藤京子 1）、河野陽子 1）、神埜明恵 1）、武井陽子 1）、丸

東京）
・第1回東京都予防医学協会マンモグラフィ読影講習会（2014

茂貴子 1）、大畠利彦 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

年2月東京）
・第46回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会放射線部

2）東京慈恵会医科大学

会学術集会（2014年2月東京）入門講座「胃読影の基礎」

【 講習会講師（草苅正典）
】
・第19回胃X線精度管理研究委員会レベルアップ講習会（2013
年12月東京）

【 講習会講師（黒木幹夫）
】
・第35回消化管造影技術研修会（2014年1月東京）
・第46回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会放射線部
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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，会議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
2013 4月 東京
4月 東京

研修会・会議名＜参加人数＞
日本細胞診断学推進協会・細胞検査士会＜1＞
SMBCコンサルティング ビジネスマナーと仕事の進め方＜1＞

開催 開催 開催
年度 月
地
2013 10月 東京

研修会・会議名＜参加人数＞
第 18 回あきる野市健康のつどい＜ 1 ＞

10月 東京

平成 25 年度副安全運転管理者講習＜ 1 ＞

4月 名古屋 第22回デジタルマンモグラフィ技術講習会＜1＞

10月 東京

第30回NPO法人マンモグラフィ検診精度管理委員会マンモグラフィ検診講習会＜1＞

4月 東京

新宿労働基準協会 「人事・労務担当者のための労働基準法基礎」講座＜1＞

10月 東京

東京産業保健推進センター日医認定産業医セミナー＜ 1 ＞

5月 東京

第23回健康スポーツ医学講習会＜1＞

10月 東京

新宿労働基準協会リスクアセスメント担当者養成講習＜ 1 ＞

5月 東京

新宿労働基準協会 「人事・労務担当者のための労災保険法基礎」講座＜1＞

10月 東京

第 8 回ひかり協同法律事務所事例で学ぶ労働法セミナー＜ 2 ＞

6月 東京

第79回NPO法人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＜3＞

10月 東京

日本経済青年協議会管理者基礎研修コース＜ 1 ＞

6月 東京

東京都看護協会褥瘡ケアの基本と褥瘡予防＜1＞

10月 福井

第 58 回予防医学事業推進全国大会＜ 6 ＞

6月 東京

第30回日本小児保健協会小児保健セミナー

10月 長野

平成 25 年度予防医学事業推進関東甲信越地区会議＜ 5 ＞

6月 東京

新宿労働基準協会「人事・厚生担当者のための法律基礎」講座＜1＞

11月 東京

東京都ブレイブサークル運営委員会TOKYO健康ウォーク2013＜1＞

6月 東京

平成25年度日本労働安全衛生コンサルタント会東京支部研修会＜1＞

11月 東京

東京労働基準協会連合会第 1 種衛生管理者準備試験講習＜ 3 ＞

6月 東京

平成25年度日本人間ドック健診協会特別講演会＜1＞

11月 東京

社団法人全国社会保険協会連合会社会保険病院等マンモグラフィ講習会講師＜1＞

6月 兵庫

第10回婦人科悪性腫瘍研究機構婦人科がん会議＜1＞

11月 東京

平成 25 年度関東地方協議会定例会議＜ 2 ＞

6月 栃木

第15回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部超音波研修会＜1＞

11月 東京

全衛連純音（気導）聴力検査研修会＜ 2 ＞

6月 徳島

がん研究開発費柿沼班平成25年度小松小班会議＜1＞

11月 東京

全衛連腹部超音波検査講習会＜ 2 ＞

6月 東京

東京都看護協会リンパ浮腫の基礎知識と看護の実際＜1＞

11月 大阪

平成 25 年度全衛連運営研究協議会＜ 6 ＞

7月 東京

PKU親の会・関東総会＜1＞

12月 東京

東京都医師会平成25年度第二回がん検診受託医療機関講習会講師＜1＞

7月 東京

第94回健康管理研究協議会＜1＞

12月 東京

独立行政法人労働者健康福祉機構快適職場づくりとメンタルヘルス対策＜1＞

7月 名古屋 第29回マンモグラフィ講習会＜1＞

12月 東京

つくば総合健診センター主催乳房超音波技術講習会講師＜ 1 ＞

7月 東京

恩賜財団母子愛育会先天性代謝異常症等検査技術者研修会＜1＞

12月 東京

第 2 回東京都マンモグラフィ読影講習会講師＜ 1 ＞

7月 東京

日本経済青年協議会管理者基礎研修コース＜2＞

12月 東京

労働衛生機関職員研修会＜ 3 ＞

7月 東京

新宿労働基準協会「知っておきたい労働時間管理の基礎知識」＜1＞

12月 東京

全衛連医師研修会＜ 1 ＞

7月 東京

第8回ひかり協同法律事務所事例で学ぶ労働法セミナー＜2＞

12月 東京

平成 25 年度保健指導研修会＜ 1 ＞

7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超音波検査従事者のためのマンモ読影講習会＜1＞

2014 1月 東京

多摩市教育委員会小児生活習慣病予防健診事後相談会取材＜1＞

7月 東京

検体検査研修会＜1＞

1月 東京

東京都看護協会災害時の管理者の対応と危機管理＜ 2 ＞

8月 東京

AIDS文化フォーラムINよこはま2013＜1＞

1月 東京

メンタルヘルス面接指導研修会Ⅱ＜ 2 ＞

8月 台湾・韓国 海外研修＜10＞

1月 東京

VDT 健康診断研修会＜ 5 ＞

8月 東京

第64回関東甲信越静学校保健大会＜1＞

2月 東京

産業看護講座基礎コース等 15 回後期＜ 1 ＞

8月 東京

第1回東京都マンモグラフィ読影講習会＜2＞

2月 徳島

平成 25 年度第 2 回大松小班会議＜ 1 ＞

8月 東京

J-START2013全国連絡会議＜2＞

2月 東京

平成 25 年度社会保険病院等乳房超音波技術講習会講師＜ 1 ＞

8月 東京

保健師・看護師等研修会（労働衛生コース）＜2＞

2月 京都

第 9 回婦人科病理診断講習会婦人科病理診断の基本＜ 1 ＞

8月 盛岡

第31回全国情報統計研修会＜4＞

2月 東京

横浜市医師会主催マンモグラフィ読影講習会講師＜ 1 ＞

9月 東京

日本対がん協会リレーフォーライフジャパン2013東京上野＜1＞

2月 東京

全衛連生理機能検査研修会＜ 1 ＞

9月 神奈川 神奈川県医師会主催マンモグラフィ講習会＜1＞

2月 東京

全衛連胸部 X線検査研修会＜ 1 ＞

9月 東京

第51回健康管理研究協議会総会＜1＞

2月 東京

肺がん CT 検診認定技師更新講習会＜ 1 ＞

9月 東京

第8回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 仙台

平成 25 年度全国業務研修会＜ 4 ＞

9月 東京

東京都看護協会看護実践にいかすコーチング＜1＞

2月 愛媛

第 48 回予防医学事業技術研究会議＆技術委員会＜ 9 ＞

9月 東京

第60回日本小児保健協会学術大会＜5＞

3月 東京

東京労働基準協会連合会第1種衛生管理者準備試験講習＋試験（実施日未定）＜1＞

9月 名古屋 第26回デジタルマンモグラフィ技術講習会＜1＞

3月 埼玉

平成25年度埼玉県医師会乳がんマンモグラフィ読影講習会講師＜1＞

9月 東京

社団法人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＞

3月 東京

日本慢性腎臓病対策協議会＜ 1 ＞

9月 東京

乳がん検診ガイドライン公開フォーラム＜1＞

3月 香川

第 23 回日本乳癌画像研究会＜ 1 ＞

9月 東京

社会福祉施設の職場を安全に＜1＞

3月 東京

ANAビジネスソリューション㈱医療現場の接遇研修ベーシックマナーコース＜1＞

10月 東京

平成25年度先天性代謝異常・内分泌疾患マス・スクリーニング基礎理論研修会＜1＞

3月 東京

労働衛生機関渉外担当者等研修会＜ 1 ＞

10月 東京

第1回NPO法人日本乳がん検診精度管理中央委員会乳房超音波技術講習会＜1＞

3月 石川

平成 25 年度医師協議会＜ 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

学会名＜参加人数＞

2013 4月 神奈川 第69回日本放射線技術学会 総会学術大会＜１＞

開催月

開催地

2013 09月 東京

学会名＜参加人数＞
第31回日本乳腺甲状腺超音波医学会＜1＞

4月 福岡

第113回日本外科学会定期学術集会＜１＞

10月 神奈川 第72回日本癌学会学術集会＜1＞

4月 東京

第110回日本内科学会総会＜３＞

10月 東京

第21回日本消化器関連学会週間＜1＞

4月 広島

第116回日本小児科学会学術集会＜１＞

10月 東京

第51回日本消化器がん検診学会＜1＞

4月 東京

第53回日本呼吸器学会学術講演会＜１＞

10月 東京

第21回日本消化器関連学会週間＜1＞

4月 福島

第30回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会＜１＞

10月 東京

第47回日本内分泌学会学術総会＜1＞

4月 仙台

第86回日本内分泌学会学術総会＜2＞

10月 神奈川 第45回日本臨床検査自動化学会＜2＞

5月 アメリカ 国際新生児スクリーニング学会＜１＞

10月 東京

第47回日本内分泌学会学術総会＜2＞

5月 札幌

第65回日本産科婦人科学会学術講演会＜２＞

10月 東京

第25回日本超音波医学会関東甲信越地方会学術集会＜4＞

5月 愛媛

第86回日本産業衛生学会＜６＞

10月 東京

第65回日本器管食道科学会総会ならびに学術講演会＜1＞

5月 大阪

第86回日本超音波医学会＜１＞

11月 大阪

第52回日本臨床細胞学会秋期大会＜3＞

5月 東京

第54回日本臨床細胞学会総会＜７＞

11月 秋田

第63回全国学校保健研究大会、第44回全国学校保健・学校医大会＜2＞

6月 仙台

第52回日本消化器がん検診学会＜２＞

11月 東京

第23回日本乳癌検診学会総会＜10＞

6月 松山

第38回日本超音波検査学会学術集会＜１＞

11月 熊本

第22回日本婦人科がん検診学会＜4＞

6月 東京

第125回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会＜１＞

11月 和歌山 第56回日本甲状腺学会＜1＞

6月 大宮

第25回日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡セミナー＜１＞

11月 東京

第54回日本肺癌学会総会肺癌集検セミナー＜1＞

6月 静岡

第21回日本乳癌学会学術総会＜１＞

11月 東京

第28回肺がん集検セミナー＜2＞

7月 東京

第15回日本産業衛生学会産業看護講座基礎コース＜１＞

11月 千葉

第3回アジア先天代謝異常学会第55回日本先天代謝異常学会＜3＞

7月 名古屋 第16回日本高齢消化器病学会総会＜１＞

12月 岐阜

第40回日本肝臓学会西部会後期教育講演会＜1＞

7月 東京

第49回日本小児循環器学会総会・学術集会＜6＞

12月 東京

日本超音波医学会超音波診断講習会講師＜1＞

7月 東京

第54回日本婦人科腫瘍学会日本婦人科腫瘍学会＜１＞

12月 京都

第55回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜3＞

7月 前橋

第21回日本がん検診・診断学会＜１＞

7月 東京

第54回日本婦人科腫瘍学会日本婦人科腫瘍学会＜１＞

1月 東京

第42回日本総合健診医学会＜3＞

7月 前橋

第21回日本がん検診・診断学会＜１＞

2月 千葉

第21回日本ＣＴ検診学会学術集会＜4＞

7月 東京

第54回日本婦人科腫瘍学会日本婦人科腫瘍学会＜１＞

2月 東京

第46回日本消化器がん検診学会放射線部会学術集会＜3＞

7月 前橋

第21回日本がん検診・診断学会＜２＞

2月 大阪

第32回日本マススクリーニング学会技術部会研修会＜1＞

7月 東京

日本乳腺甲状腺超音波医学会＜２＞

3月 東京

第36回日本人間ドック学会専門医研修会＜1＞

8月 大坂

第40回日本マス・スクリーニング学会学術集会＜4＞

3月 東京

第78回日本循環器学会総会＜1＞

8月 静岡

第54回日本人間ドック学会学術大会＜6＞

3月 大阪

第20回日本産婦人科乳腺医学会＜2＞

9月 東京

第2回日本タバコフリー学会＜6＞

3月 広島

日本マススクリーニング学会技術部会＜1＞

2014 1月 東京

第48回日本成人病（生活習慣病）学会市民公開講座取材＜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，ジョイセフ評議員，
日本家族計画協会評議員，母子保健推進会議理事，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

全国労働衛生団体連合会理事

清水

秀人

日本臨床細胞学会監事（名誉会員）
，日本産婦人科乳腺学会監事，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理事・乳がん検診班委員長，
東京都生活習慣病がん部会学術委員，NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ部門読影委員・超音波部門実行委員，
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検診認定機構代表理事，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，日本臨床細胞学会専門医・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，日本悪性腫瘍研究機構（JGOG）功労会員，米国がん学会（AACR）active member

木口

一成

日本臨床細胞学会細胞検査士会委員会委員，東京都臨床細胞学会理事・東京都細胞検査士会幹事

吉田志緒子

日本臨床細胞学会細胞検査士会小委員会委員，東京都臨床細胞学会理事・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評議員，日本先天代謝異常学会評議員

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理事・評議員，日本先天代謝異常学会評議員

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

岡本美恵子

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，
日本人間ドック健診協会超音波検査技師委員

神宮字広明

予防医学事業中央会教育研修専門委員会検査ワーキンググループ

森

郁子

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会委員

池田

悠

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，
東電福島原発緊急作業従事者に対する疫学的研究リサーチコーディネーター

加藤

京子

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25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

市谷超音波カンファレンス事務局

企画調整課
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