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検査研究センター
第52回予防医学技術研究会（2018年2月長崎）

【学会・研究会】
第58回日本臨床細胞学会総会（2017年5月大阪）

研究発表 細胞診Ⅰ
「液状検体細胞診におけるASC-US 症例

・ワークショップ 7「子宮頸部細胞診の精度管理」

の検討」

基調講演「子宮頸部細胞診の精度管理―採取法・採取器

鎌田久美子，花出有芸，仲本美智子，石山功二，

具・標本作製から細胞診判定まで」

吉田志緒子，長谷川壽彦，伊藤良彌，木口一成

木口一成
「子宮頸部細胞診の精度管理―細胞判定の立場から」
吉田志緒子，石山功二，仲本美智子，小松裕子，伊藤良彌，

平成 29 年度予防医学事業中央会医師協議会（2018 年 3 月
群馬）
「新たながん検診と特定検診・特定保健指導の取り組みに

長谷川壽彦，木口一成
・子宮頸部細胞診・コルポスコピーセミナー

ついて」

「子宮がん検診におけるLBC運用の実際」

テーマ1：第Ⅲ期がん対策推進基本計画

吉田志緒子，石山功二，平良 紫，花出有芸，伊藤良彌，

医師の立場から「科学的根拠に基づくがん検診の実施と精

長谷川壽彦，木口一成

度管理―婦人科がん検診を中心として」

・一般講演 子宮頸部2

木口一成

「ASC-USにおけるHPV-DNA検査の有用性と臨床上の留意点」
永澤侑子，戸澤晃子，横道憲幸，細沼信示，吉岡範人，

第23回「健康づくり懇話会」
（2018年3月東京）

大原 樹，大熊克彰，前田一郎，木口一成，鈴木 直

講演「本会におけるドック女性検診効率化への取り組み」

・ポスター発表 卵巣・卵管7

木口一成，長谷川壽彦，大畠利彦，菅原哲也，加藤京子，

「腹膜播種がサルコイド反応のみであった卵管類内膜癌の

川井三恵，小野良樹

一例」
横道憲幸，戸澤晃子，吉岡範人，大原 樹，大熊克彰，
大川千絵，高木正之，木口一成，鈴木 直

【論文・他】
特集，厚生労働省：職域におけるがん検診に関するマニュ
アル（案）

第58回日本人間ドック学会学術大会（2017年8月埼玉）
シンポジウムⅢ「女性の人間ドックをいかに効率よく行うか」
「本会におけるドック女性検診効率化への取り組み」
木口一成，長谷川壽彦，大畠利彦，菅原哲也，加藤京子，

がんと立ち向かうための予防と治療の知識シリーズ④
「子宮頸がん―検診の現状と課題」予防医学ジャーナル
No.498 p28-31. 2018 .1.30.発刊，予防医学事業中央会
木口一成

川井三恵，小野良樹
がん検診・診断部
第56回日本臨床細胞学会秋期大会（2017年11月福岡）

【学会・研究会】

ポスター発表「腹水細胞診を契機に診断に至った腹膜悪性

第38回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2017年5月宇都宮）

中皮腫の一例」

パネルディスカッション１
「超音波検査において特異度を上

横道憲幸，大原 樹，永澤侑子，吉岡範人，久慈志穂，

げるには」

出浦伊万里，大熊克彰，戸澤晃子，大川千絵，干川晶弘，

坂 佳奈子

高木正之，木口一成，鈴木 直
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第56回日本消化器がん検診学会総会（2017年6月筑波）
「精検 TCS開始二年目をむかえた当施設における大腸内視
鏡検診の現状」

坂 佳奈子
・ランチョンセミナー「ゼロから学ぶ３Dマンモグラフィ」
坂 佳奈子

坂 佳奈子 1），小野良樹 1），鈴木康元 2）
1）公益財団法人東京都予防医学協会

第40回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2018年3月東京）

2）松島クリニック

・教育委員会企画「妊娠・授乳期の正常乳腺と良悪性病変
の超音波画像」

第39回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2017年5月大宮）

「妊娠期の良性疾患の超音波画像の変化」

・教育委員会企画「US画像上良悪性の判定の紛らわしい病

坂 佳奈子

変」

・乳がん検診研究部会企画「混合性腫瘤のカテゴリーを考

坂 佳奈子

える」

・乳がん検診研究部会企画「検診にカラードプラを使う？使

「当施設におけるカテゴリー３以上の混合性パターン腫瘤に
ついて」

わない？」
「カラードプラが有効だった症例，有効でなかった症例」
坂 佳奈子

矢島晴美，石山美奈子，北尾智子，小林和美，坂 佳奈子，
小野良樹

・特別企画「乳がん検診における超音波検査体制の現状と
【講演会講師】

展望」
「任意型施設における教育システム・レポートについて」
坂

佳奈子，矢島晴美，北尾智子，小林和美，田中珠紀，

（坂 佳奈子）
・第17回横須賀三浦乳がん研究会「高濃度乳房問題とMG・

小野良樹

USの総合判定」
（2017年6月横須賀）

・一般演題「超音波画像のみで線維腺腫と診断が困難で

・平成29年度乳房集団検診読影技術研修会「高濃度乳房問

あった症例の特徴」

題とMG・USの総合判定」
（2017年7月長野）

田中珠紀，矢島晴美，北尾智子，妹尾かおる，石山美奈子，

・第 45回筑後地区乳腺カンファレンス「高濃度乳房問題と

田島美和子，小林和美，池田佐智子，坂 佳奈子，小野良樹

MG・USの総合判定」
（2017年8月久留米）
・乳癌トリプルアセスメント研究会「高濃度乳房問題と

WFUMB 2017 TAIPEI（台湾）

MG・USの総合判定」
（2017年9月大阪）

ポスターセッション「A Questionnaire Survey on Working
Environments for Sonographers Engaged in Breast

【講習会講師】

Ultarasonographic Screening in Japan.」

（坂 佳奈子）

Tokyo Health Service Association Kanako Ban,

・第14回マンモグラフィ読影指導者講習会（2017年5月東京）

JABTS Hiroko Tsunoda, Hidemitsu Yasuda,

・第60回マンモグラフィランクアップ試験（2017年6月東京）

Etsuo Takada

・平成 29 年度第一回東京都マンモグラフィ読影講習会
（2017年7月東京）

第27回日本乳癌検診学会総会（2017年11月徳島）

・第7回乳房超音波医師対象講習会（2017年9月東京）

特別企画「乳がん検診の基礎知識〜チームワーク医療のた

・第2回仙台市医師会乳房超音波講習会（2017年11月仙台）

めに知っておくこと」

・平成 29 年度第二回東京都マンモグラフィ読影講習会

「４・総合判定」

（2018年1月東京）

坂 佳奈子

・第10回乳房超音波技術講習会（2018年1月東京）

・シンポジウム４「マンモグラフィと超音波検査の総合判定

・第 4回東京都予防医学協会乳房超音波講習会（2018 年 3

における現状と課題」

月東京）

「同時併用方式で総合判定を行う際のシステム上の課題―
同時併用方式の利点と問題点」
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・第3回乳房超音波医師講習会（2018年3月東京）

検診検査部

矢島晴美，妹尾かおる，池田佐智子

【学会・研究会】
第39回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会（2017 年9月

【コメンテーター】
全衛連生理機能検査講習会グループ討議（2018年2月東京）

大宮）
「超音波画像のみで線維腺腫と診断が困難だった症例の特徴」

神宮字広明

田中珠紀，矢島晴美，北尾智子，妹尾かおる，石山美奈子，
田島美和子，小林和美，池田佐智子，坂 佳奈子，

母子保健検査部

小野良樹

母子保健検査一科・二科
【学会・研究会】

第 29回 日本超音波医学会関東甲信越地方会学術集会

第58回日本臨床細胞学会総会（2017年5月大阪）
・子宮頸部細胞診・コルポセミナー

（2017年11月東京）
・
「健診腹部超音波検査で要受診となった所見の検討」
1）

1）

1）

1）

杉山仁美 ，神宮字広明 ，矢島晴美 ，北尾智子 ，
1）

1）

1）

池田佐智子 ，坂 佳奈子 ，小野良樹 ，水口安則

2）

1）公益財団法人東京都予防医学協会
2）国立がん研究センター中央病院

「子宮頸がん検診におけるLBC運用の実際」
吉田志緒子
・ワークショップ：子宮頸部細胞診の精度管理
「子宮頸部細胞診の精度管理−細胞判定の立場から−」
吉田志緒子

・一般演題 けんしん１
（座長）
第52回予防医学技術研究会議（2018年2月長崎）

神宮字広明

「液状化検体細胞診におけるASC-US 症例の検討」
第52回予防医学技術研究会（2018年2月長崎）

鎌田久美子

・
「学校心臓検診１次検診で抽出された児童・生徒の２次検
小児スクリーニング科

診の結果について」

【学会・研究会】

大場由里加
・
「小児生活習慣病健診におけるHbA1c 導入結果について」

第44回日本マス・スクリーニング学会（2017年8月秋田）

佐藤由佳

・
「東京都における新生児マススクリーニング要精密検査児

・全体討論「健診リスク回避への取り組み」
（座長）

の追跡調査」

神宮字広明

小倉 薫 1），橋本敦子 1），間下充子 1），世良保美 1），杉原茂孝 2）
1）東京都予防医学協会

第 40回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会（2018年3月

2）東京女子医科大学

東京）

・
「フェニルケトン尿症スクリーニング―40 年間の成績と今
後の課題」

「当施設におけるカテゴリー３以上の混合性パターン腫瘤」

渡辺和宏 1），石毛信之 1），間下充子 1），鈴木 健 2），
大和田 操 1）

矢島晴美

1）東京都予防医学協会
【講習会講師】

2）城西大学薬学部

・全衛連腹部超音波検査研修会中級コース
（2017年9月東京）

・シンポジウム2「タンデムマススクリーニングの現状と課題」

神宮字広明

「鑑別診断のための２次検査・特殊検査体制」

・全衛連超音波検査講習会初心者コース（2017年11月東京）

石毛信之

神宮字広明
・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

第59回日本先天代謝異常学会 /第15回アジア先天代謝異

習会（2018年2月東京）

常症シンポジウム（2017年10月川越）

神宮字広明，矢島晴美

・
「東京都におけるＶＬＣＡＤ欠損症スクリーニングの現状
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と今後に向けた検討」

山本絵莉 1），横山亜希子 1），三輪祐一 1），金子昌弘 1），

石毛信之 1），渡辺和宏 1），長谷川智美 1），小西 薫 1），

小野良樹 1），須賀万智 2）

間下充子 1），世良保美 1），石毛美夏 2），大和田操 1）

1）東京都予防医学協会

1）東京都予防医学協会

2）東京慈恵会医科大学

2）日本大学医学部
・口演4：スクリーニング 座長
石毛信之

第52回予防医学技術研究会議（2018年2月長崎）
「人間ドックにおける保健相談の現状と課題―受診者への
アンケート結果から」

第52回予防医学技術研究会議（2018年2月長崎）
「フェニルケトン尿症スクリーニング―40年間の成績と今後

吉田静絵 1），加藤京子 1），石林陽子 1），綱本京子 1），
山本絵莉 1），菅原哲也 1），川井三恵 1），金子昌弘 1），須賀万智 2）

の課題」

1）東京都予防医学協会

長谷川智美，渡辺和宏，石毛信之，間下充子，大和田 操

2）東京慈恵会医科大学

第36回日本マススクリーニング学会技術部会研修会（2018
年3月神奈川）
・教育講演Ⅱ「新生児タンデムマス・スクリーニング精密検
査例の臨床経過」座長
世良保美
・教育企画「新しい検査法とタンデムマス検査集計報告」座長
石毛信之
・教育企画「新しい検査法とタンデムマス検査集計報告」
「1蛍光リーダーを用いたボイトラー法とアンケート報告」
間下充子

放射線部
【学会・研究会】
第118回東京胃会（2017年9月東京）
レクチャー「胃がんのX 線読影に必要な基本像―基本的な
事柄（手順）
」
佐藤清二
第30回日本消化器画像診断情報研究会千葉大会（2018 年2
月幕張）
技師講演「救命可能な胃癌発見をめざして―新・胃X 線撮
影法が出来るまで」
富樫聖子

健康増進部
【学会・研究会】
第90回日本産業衛生学会（2017年5月東京）
「外部労働衛生機関での健診受診後電話フォローの有用性
についての考察」
加藤京子 1），石林陽子 1），吉田静絵 1），綱本京子 1），
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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

研修会・会議名＜参加人数＞

開催 開催 開催
年度 月
地

研修会・会議名＜参加人数＞

2017 4月 東京

日本人間ドック健診協会 同友会春日クリニック施設見学会in東京＜２＞

11月 東京

2017 年度第 2 回 AMED 佐川班運営委員会＜１＞

4月 東京

日本人間ドック健診協会 第9回これからの健診事業を考える会＜３＞

11月 東京

平成29年度日本マススクリーニング学会検査技術者専門研修会＜１＞

4月 名古屋 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 第37回マンモグラフィ読影講演会＜1＞

11月 東京

フクダ電子 心電図講習会 基礎 A＜２＞

5月 名古屋 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 第15回マンモグラフィ指導者研修会＜１＞

11月 東京

健康運動指導士養成講習会＜１＞

5月 東京

NPO法人日本人間ドック健診協会第10回これからの健診事業を考える会＜３＞

11月 東京

産業ジュニア・リーダー養成コース＜５＞

5月 東京

健康と経営を考える会 第4回健康と経営を考える会シンポジウム＜５＞

11月 東京

日本人間ドック健診協会 平成 29 年度保険者交流会＜３＞

5月 東京

公益財団法人東京都保健医療公社東京都がん検診センター
平成29年度マンモグラフィ研修会（読影補助編）＜１＞

11月 熊本

平成 29 年度全衛連運営研究協議会＜１＞

11月 東京

腹部超音波検査研修会（基礎コース）＜１＞

11月 新潟

平成 29 年度関東地区協議会定例会議＜１＞

11月 東京

実務向上研修（C コース）＜１＞

11月 仙台

第 2 回仙台市医師会乳房超音波講習会＜１＞

11月 東京

純音（気導）聴力検査研修会＜１＞

12月 東京

平成 29 年マンモグラフィ研修会（ポジショニング入門）＜１＞

12月 東京

第 4 回日本婦人科腫瘍学会研修会＜１＞

12月 東京

健診機関職員研修会（基礎コース）＜６＞
フクダ電子 心電図講習会 基礎 B＜２＞

6月 東京

熱中症予防対策シンポジウム＜１＞

6月 東京

オプティマソリューションズ
Pマーク取得事業者のための改正個人情報保護法対応セミナー＜１＞

6月 東京
6月 東京
6月 東京

公益社団法人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＜１＞
公益社団法人東京労働基準協会連合会 有機溶剤作業主任者技能講習＜１＞
一般社団法人新宿労働基準協会 実務基礎講座「事例に学ぶ雇用保険・社会保険」＜２＞

6月 東京

NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構
第60回マンモグラフィ読影試験＜１＞

6月 東京

公益社団法人東京労働基準協会連合会 特化物・四アルキル鉛技能講習＜１＞

12月 東京

6月 仙台

日本医療研究開発機構（AMED）佐川班
AMED佐川班運営委員会・全国連絡会議＜２＞

12月 東京
2018 1月 東京

平成 29 年度保健指導研修会＜２＞
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 第10回乳房超音波技術講習会＜１＞

6月 東京

事例で学ぶ労働法セミナー＜２＞

1月 東京

フクダ電子 心電図講習会 初級＜１＞

6月 東京

平成29年度新生児スクリーニング事業基礎研修会＜２＞

1月 東京

ストレスチェック面接指導研修会Ⅰ・Ⅱ＜１＞

7月 東京

第3期特定健診・特定保健指導の円滑な実施にむけての説明会＜２＞

1月 大阪

日本人間ドック協会 関西地区情報交換会＜１＞

7月 東京

日本人間ドック健診協会 平成29年度通常総会／特別講演会・懇親会＜３＞

1月 東京

東北大学 J-START 事務局 平成 29 年度全国連絡会議＜２＞

7月 東京

一般社団法人日本経済青年協議会
管理者（次長・課長クラス）基礎研修コース＜６＞

1月 東京

メンタルヘルス事後指導研修会Ⅰ・Ⅱ＜１＞

1月 東京

公益社団法人日本作業環境測定協会 特定化学物質四アルキル鉛等作業主任者技能講習＜１＞

1月 東京

平成 29 年度第 2 回東京都マンモグラフィ読影講習会＜１＞

2月 東京

フクダ電子 心電図講習会 基礎 A＜１＞

2月 東京

生理機能検査研修会＜１＞

2月 東京

第 9 回 DCIS研究会＜１＞

2月 東京

実務向上研修（Bコース）＜１＞

2月 東京

健診機関職員研修会（専門コース）＜２＞

7月 東京

中央労働基準協会 労災保険実務講座＜１＞

7月 東京

平成29年度第1回東京都マンモグラフィ読影講習会＜１＞

7月 東京
7月 東京
7月 東京
8月 東京
8月 東京

検体検査研修会＜２＞
事例で学ぶ労働法セミナー＜２＞
肺がんCT検診認定機構 平成29年度第2回総務委員会＜１＞
中央労働基準協会 労災保険実務講座＜１＞
第11回これからの健診事業を考える会＜３＞

8月 東京

平成29年度PKU親の会・関東総会

8月 東京

東京商工会議所 健康経営アドバイザー研修初級＜３＞

8月 埼玉
8月 東京

2017年第2回人間ドック健診専門医研修会＜１＞
認定施設実務責任者研修会＜１＞

8月 神戸

第35回全国情報統計研修会＜５＞

9月 東京

東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学研究 甲状腺超音波検査講習会Ａ＜１＞

9月 横浜

神奈川県医師会 マンモグラフィ読影講習会＜１＞

9月 東京

NPO法人日本乳がん検診・精度管理中央機構
講習会実行委員会・試験委員会、第7回乳房超音波医師講習会＜１＞

9月 東京

事例で学ぶ労働法セミナー＜２＞

9月 東京

心理的影響調査に係る構造化面接実施研修会＜１＞

9月 東京

選別聴力検査研究会＜１＞

9月 東京
10月 水戸

腹部超音波検査研修会（中級コース）＜１＞
平成29年度予防医学事業推進関東甲信越地区会議＜６＞

2月 名古屋 平成 29 年度 全国業務研修会＜３＞
2月 東京

VDT・眼科領域健康診断研修会＜２＞

2月 東京

第 12 回これからの健診事業を考える会＜１＞

2月 東京

平成 29 年度第 2 回東京都マンモグラフィ技術講習会＜１＞

2月 東京

公益社団法人日本作業環境測定協会 有機溶剤作業主任者技能講習＜１＞

2月 東京

肺がん CT 検診認定技師更新講習会＜１＞

2月 東京

胸部エックス線検査研修会＜１＞

2月 静岡

第 27 回日本乳癌画像研究会＜１＞

2月 東京

第 15 回肺がん CT 検診認定技師更新講習会＜１＞

2月 東京

オプティマソリューションズ 「Ｐマークの審査はどう変わる？」
JISQ15001 改正対応セミナー＜１＞

2月 東京

産業ジュニア・リーダー養成コース＜４＞

2月 長崎

第 52 回予防医学技術研究会議＜１０＞

3月 東京

フクダ電子 心電図講習会 基礎 B＜１＞

3月 東京

第 48 回人間ドック検診認定医・専門医研修会＜１＞

3月 東京

公益社団法人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＜２＞

3月 横浜

日本マススクリーニング学会・技術部会 第 36 回研修会＜５＞

オプティマソリューションズ JISQ15001改正・緊急解説セミナー＜１＞

3月 群馬

平成 29 年度予防医学事業中央会 医師協議会＜３＞

10月 東京

一般社団法人日本経済青年協議会 管理者（次長・課長クラス）基礎研修コース＜３＞

3月 東京

第 23 回マンモグラフィ読影技術講習会＜１＞

10月 千葉

第62回予防医学事業推進全国大会＜５＞

3月 東京

健康運動指導士養成講習会＜１＞

11月 東京

健康経営アドバイザー研修（初級）＜１＞

3月 千葉

公益社団法人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

11月 東京

フクダ電子 心電図講習会 初級＜２＞

10月 東京
10月 徳島
10月 東京

健康運動指導士養成講習会＜１＞
徳島大学大学院理工学研究部 多元計算解剖モデルを利用した
腫瘍診断支援システムに関する研究打合せ＜１＞
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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

2017 4月 横浜
4月 広島

学会名＜参加人数＞

8 月 埼玉

第 58 回日本人間ドック学会学術大会＜１１＞

8 月 札幌

第 51 回日本側彎症学会＜２＞

8 月 福岡

第 45 回筑後地区乳腺カンファランス＜１＞

8 月 広島

第 25 回日本がん検診・診断学会総会＜１＞

4月 東京

健保連東京産業保健師・看護師連絡協議会 腸内細菌が健康寿命を
決める！〜大切な腸内環境コントロール〜＜１＞

4月 東京

日本消化器病学会 第103回日本消化器病学会総会＜１＞

5月 東京

日本呼吸器学会第57回日本呼吸器学会学術講演会＜１＞
日本外科学会 第117回日本外科学会定期学術集会＜１＞
第90回日本産業衛生学会＜８＞

5月 東京

第78回日本消化器内視鏡技師学会＜２＞

5月 大阪

第58回日本臨床細胞学会総会＜５＞

5月 宇都宮

第38回日本乳腺甲状腺超音波医学会
日本超音波医学会第90回学術集会＜２＞

5月 大阪
5月 東京

学会名＜参加人数＞

公益社団法人日本産科婦人科学会
日本産科婦人科学会 第69回学術講演会＜２＞
日本内科学会 第114回日本内科学会総会・講演会＜３＞

4月 横浜

開催地

第73回日本放射線技術学会総会学術大会＜１＞

4月 東京

4月 東京

開催月

第58回日本臨床細胞学会総会＜１＞
厚生労働省東京都医師会 タバコフリーサミット＜１＞

6月 東京

第52回日本小児腎臓病学会学術集会＜１＞

6月 新潟

第14回日本婦人科がん会議＜１＞

6月 筑波

第56回日本消化器がん検診学会総会＜３＞

7月 浜松

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会＜３＞

7月 博多

第25回日本乳癌学会＜１＞

7月 熊本

第59回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜１＞

8月 秋田

第44回日本マススクリーニング学会学術集会＜３＞

8 月 神奈川 第 77 回日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会＜３＞
9 月 仙台

第 26 回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会＜４＞

9 月 横浜

日本臨床検査自動化学会第 49 回大会＜２＞

9 月 埼玉

第 39 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会＜２＞

10 月 福岡

第 55 回日本消化器がん検診学会大会 (JDDW2017) ＜３＞

10 月 埼玉

第 59 回日本先天代謝異常学会
第 15 回アジア先天代謝異常症シンポジウム＜２＞

10 月 東京

第 44 回日本産婦人科医会学術集会＜２＞

11 月 徳島

第 27 回日本乳癌検診学会学術総会＜３＞

11 月 東京

第 29 回関東甲信越地方会学術集会＜２＞

11 月 東京

第 35 回関東消化器内視鏡技師学会＆内視鏡機器取扱講習会＜２＞

11 月 三重

平成 29 年度全国学校保健・安全研究大会
第 48 回全国学校保健・学校医大会＜２＞

11 月 福岡

第 56 回日本臨床細胞学会 秋期大会＜２＞

11 月 東京
2018 2 月 新潟
3 月 東京

第 5 回アジア婦人科腫瘍学会＜１＞
第 25 回日本 CT 検診学会学術集会＜２＞
第 40 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会＜２＞

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，神奈川県予防医学協会理事，
日本高齢消化器病学会名誉会員，日本消化吸収学会功労会員，日本成人病学会評議員，ジョイセフ理事，予防医学事業中央会理事，
東京都がん対策推進協議会委員，東京都職域連携がん対策事業アドバイザー，全国労働衛生団体連合会腹部超音波専門委員会顧問

小野

予防医学事業中央会理事，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，公益社団法人母子保健推進会議理事

小 川

全国労働衛生団体連合会理事，日本家族計画協会理事，東京都産業保健健康診断機関連絡協議会理事，日本人間ドック健診協会企画広報委員長，
予防医学事業中央会評議員

大畠

利彦

東京思春期保健研究会幹事，日本小児心電図研究委員会委員

阿部

勝己

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参与，日本がん検診・診断学会名誉理事長，
日本ＣＴ検診学会名誉会員，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，日本婦人科がん検診学会理事，日本がん検診・診断学会功労会員，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・乳がん検診部会長，
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・査読委員，日本乳癌画像研究会世話人

坂

東邦大学医学部産科婦人科学講座（大橋）教授，慶應義塾大学医学部客員教授，日本産科婦人科学会専門医・指導医・代議員・社会保険委員会委員，
日本婦人科腫瘍学会専門医・指導医・理事・婦人科腫瘍専門医試験委員会小委員長，日本臨床細胞学会専門医・教育研修指導医・評議員，
東京都臨床細胞学会理事・会計委員会副委員長，日本HPV研究会世話人，日本病理学会病理専門医制度運営委員会主催 細胞診講習会講師，
日本産科婦人科内視鏡学会理事，日本外科系学会社会保険連合手術委員会委員・手術コーディングワーキンググループ委員，
ベストドクター（The Best Doctors in JapanTM）選出（2010-2019）
，国際婦人科癌学会（International Gynecologic Cancer Society）active member

久布白兼行
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学会・委員会・研究会等の名称

協力者・協力部門

東京慈恵会医科大学外科学講座講師（非常勤）
，関東地方会評議員，日本消化器内視鏡学会専門医・指導医，
日本静脈経調栄養学会認定医・専門医・代議員・学術評議員，PEG・在宅医療学会学術評議員，日本平滑筋学会評議員，
NPO法人PEGドクターズネットワーク理事

川崎

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

東京都臨床細胞学会理事，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技術部会運営委員

間下

充子

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，日本医用マススペクトル学会社員（評議員）
，
日本医用マススペクトル学会東部会世話人

石毛

信之

予防医学事業中央会共有化専門委員

吉原

律子

日本消化器がん検診学会関東甲信越支部代議員，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，
超音波スクリーニングネットワーク委員，予防医学事業中央会教育研究専門委員会生理機能検査ワーキンググループ委員，
日本超音波検査学会専門部会検診領域委員，予防医学事業中央会常任技術委員

神宮字広明

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

予防医学事業中央会共有化専門委員

大野

直子

予防医学事業中央会共有化専門委員

大平

咲子

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

坂川

良美

予防医学事業中央会教育研修専門委員会生理機能検査ワーキンググループ委員

信太

彩子

東京胃会代表世話人，日本消化器がん検診精度管理評価機構理事，日本放射線技術学会東京支部消化器撮影技術研究班班員

佐藤

清二

日本消化器がん検診精度管理評価機構理事，日本放射線技術学会東京支部消化器撮影技術研究班班員，東京胃会常任世話人

富樫

聖子

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

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CT検診学会技術部会部員

黒木

幹夫

日本CT検診学会技術部会部員

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，予防医学事業中央会常任技術委員，
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，
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 28 年度先天性代謝異常症等検査技術研修会で講義

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

生理機能
検
査
一科・二科
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