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学会・研究会等での活動

検査研究センター（木口一成）

【学会・研究会】

第60回日本臨床細胞学会（2019年6月東京）

ワークショップ「コンパニオン診断の未来」座長

第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会（2019

年9月奈良）

シンポジウム「子宮がん検診の今後」シンポジスト

第37回ヒト細胞学会学術集会（2019年東京）

招請講演「婦人科疾患と糖脂質」

豊島区医師会講演会（2019年12月東京）

特別講演「東京都における子宮頸がん検診の現状と課題」

20th International congress of cytology（ICC） （Sydney, 

Australia）,2019.5.5-10.

A clinical Trial to Verify the Effi  ciency of the LC-1000 

Exfoliative Cell Analyzer as a New Method of Cervical 

Cancer Screening

Nakamura M, Ueda M, Iwata T, Kiguchi K, Mikami Y, 

Kakuma T, Aoki D（共同演者）

【論文】

Acta Cytol. 63（5）:391-400,2019,8

A clinical Trial to Verify the Effi  ciency of the LC-1000 

Exfoliative Cell Analyzer as a New Method of Cervical 

Cancer Screening

Nakamura M, Ueda M, Iwata T, Kiguchi K, Mikami Y, 

Kakuma T, Aoki D（共著）

Human Cell, 32 （4）447-452,2019.10

Involvement of the MDR1 gene and glycolipids in 

anticancer drug-resistance of human ovarian carcinoma-

derived cells

Tanaka K, Kiguchi K, Mikami M, Aoki D, Iwamori M（共著）

予防医学Ｎｏ．06（2020.9）

話題：「ＨＰＶワクチンをめぐって」

東京産婦人科医会ＴＡＯＧニュースＮｏ．152原稿（2020.1）

「ＨＰＶワクチン接種の現状と接種再開への動向」ｐ2

細胞病理診断部（久布白兼行）

【学会・研究会】

第71回日本産科婦人科学会学術講演会（2019年4月名古

屋）

International session座長

第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（2019年7月新潟）

一般口演「子宮体癌」座長

第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会（2019年9月

京都）

一般演題「子宮体癌」座長

第59回日本婦人科がん検診学会（2019年9月奈良）

スポンサードシンポジウム「子宮頸がん検診の今後」座長

第58回日本臨床細胞学会秋期大会（2019年11月岡山）

一般演題「卵巣4」座長

【講演会講師】

・足立区産婦人科医会合同学術講演会（2019年6月東京）

「子宮頸がん検診におけるLBCとHPV」

・調布産婦人科医会夏季例会（2019年7月東京）

「子宮がん検診・細胞診液状検体の方向性」

【論文・著書】

女性医学ガイドブック　更年期医療編2019年度版　日本

女性医学会編　金原出版

2019年11月（分担執筆）
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健康支援センター（金子昌弘）

【学会・研究会】

第8回日本タバコフリー学会学術大会（2019年9月東京） 

・大会長講演「喫煙者のいない社会の実現を」

・ランチョンセミナー 「低線量肺がんCT検診現場での禁煙

指導の実際 」座長

・シンポジウム 「喫煙者ゼロの職場を目指そう！」座長

がん検診・診断部（坂　佳奈子）

【学会・研究会】

第27回日本乳癌学会（2019年7月東京）

画像セミナー「マンモグラフィ読影解説」

ワークショップ「乳房トモシンセシスを学ぶ～検診編」

2019WFUMB Congress （2019年9月メルボルン）

e-poster「Problem of Breast ultrasonography during 

Pregnancy」

第29回日本乳癌検診学会総会（2019年11月福井）

・全国集計委員会企画「なぜ？全国集計が伸び悩んでいる

のか～アンケート調査からわかったこと」

・ランチョンセミナー10「トモシンセシスを用いた乳がん検

診の可能性」

日本消化器がん検診学会（2019年11月神戸）

「当施設での大腸がん検診の現状と問題点」

第29回日本乳癌画像研究会（2020年2月大阪）

シンポジウム1　トモシンセシスをどう読み解くか？

「トモシンセシスの任意型検診での活用」

【講演会講師】

・第46回お茶の水乳腺研究会～乳がん検診～（2019年6月

順天堂大学）

「高濃度乳房問題とトモシンセシスによる乳がん検診の可能

性」

・九州乳房画像研究会（2019年7月福岡）

「総合判定の方法と問題点」

・第5回Advanced　Breast　Conference（2019年8月東京）

トモアドバイザリーミーティング関東2019

「トモシンセシスによる乳がん検診の可能性」

・第42回マンモグラフィ講習会（2019年4月名古屋）

・第17回マンモグラフィ読影指導者講習会（2019年5月名

古屋）

・第68回マンモグラフィランクアップ試験（2019年6月東

京）

・茨城県マンモグラフィ精度管理技術講習会（2019年9月つ

くば）

・第43回マンモグラフィ講習会（2019年10月名古屋）

・第2回乳房超音波更新講習会（2020年1月名古屋）

・第14回乳房超音波講習会（2020年1月名古屋）

・令和元年東京都マンモグラフィ読影講習会（2020年1月東

京）

・第154回155回デジタルマンモグラフィソフトコピー診断

講習会（2020年2月東京）

【論文・書籍】

・日本乳腺甲状腺超音波医学会誌　vol.8　No.3 2019p12-14 

「乳がん検診研究部会活動報告　The activity report of 

Research Group for Breast Cancer Screening of JABTS 」

・J.Med　Ultrasonics　Doi. 10.1007/s 10396-019-00981-8

「Characteristic of ultrasonogrphic images of ductal 

carcinoma in situ with abnormalities of the ducts」 

・月刊新医療　2020年1月号第47番第1号「最先端の乳房

X線撮影　トモシンセシスの乳がん検診の活用方法」

・乳癌の診断と治療「トモシンセシス」金原出版（共著）

検診検査部

生理機能検査一科・二科

検体検査一科・二科

【学会・研究会】

日本超音波医学会 第31回関東甲信越地方会学術集会

（2019年10東京）

・特別企画【けんしん】シンポジウム「腹部超音波スク

リーニングの走査法を見直す」

－腹部超音波スクリーニングでのポイント－

神宮字広明

・一般演題「腹部超音波検査にて発見した胆嚢癌の1切

除例」

程田琴美

超音波スクリーニング研修講演会2019五反田（2019年

12東京）
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「ライブセミナー：実践！腹部スクリーニング」

神宮字広明

第54回全国予防医学技術研究会（2020年2月岩手）

・「施設内心電図検診のペーパーレス化」

大木智代

・「学校貧血検査における新判定基準導入後の成績」

藤川研人

【講習会講師】

・全衛連腹部超音波検査研修会中級コース（2019年9月

東京）

神宮字広明

・全衛連腹部超音波検査研修会基礎コース（2019年11月

東京）

神宮字広明，北尾智子

・全衛連生理機能検査講習会グループ討議（2020年2月

東京）

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

講習会（2020年2月東京）

神宮字広明，矢島晴美

・第4回乳房超音波医師講習会（2020年3月東京）

矢島晴美，妹尾かおる，池田佐智子

【司会】

・第44回日本超音波検査学会学術集会（2019年4月横浜）

検診部会企画「貴方に今足りないものは何か？知識か，

技術か？」

神宮字広明

・日本超音波検査学会 第135回医用超音波講義講習会

（2019年10月大阪）

検診領域「一歩進んだ腹部超音波検診のために」

「確実に学びたい肝腫瘤性病変」

「覚えておきたい婦人科疾患」

神宮字広明

母子保健検査部

母子保健検査一科二科

【学会・研究会】

第56回　日臨技　首都圏支部・関甲信支部　医学検査学

会（2019年10月東京）

テーマ：「AGC・AIS判定の追跡結果とその検討」

石山功二

第35回山梨県臨床細胞学会学術集会（2020年2月山梨）

講演：「子宮内膜細胞診　－類内膜癌Ｇ1判定ポイント－」

吉田志緒子

第31回山梨県細胞従事者講習会（2020年2月山梨）

テーマ：「子宮内膜細胞診－類内膜癌Ｇ1判定のポイント－

症例提示，解説」

吉田志緒子

第54回全国予防医学技術研究会（2020年2月岩手）

テーマ：「本会の女性検診センターで実施された子宮頸が

ん検診の成績と追跡報告」

田中美希

小児スクリーニング科

第61回日本先天性代謝異常学会（2019年10月秋田）　

・「東京都におけるメープルシロップ尿症マススクリーニン

グの成績と二次検査の有用性について」

渡辺和宏1），長谷川智美1），石毛信之1），小西薫1），石毛美夏2）

1）東京都予防医学協会

2）日本大学小児科

・スクリーニング座長

石毛信之

第46回日本マススクリーニングﾞ学会（2019年11月沖縄）

「タンデムマス・スクリーニングにおける血清ＭＳ/ＭＳ検

査体制」

（血清検体とろ紙検体の違い），Second tier testの現状と

問題点

石毛信之

第1回東京都連絡協議会（2020年1月東京）　

・「2017～2018年度の東京都先天性代謝異常等検査実施報

告」

小西薫

・「要精査例の追跡調査と診断された症例について―2018

年度実施成績」

石毛信之
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第54回全国予防医学技術研究会（2020年2月岩手）

「新生児マススクリーニングにおける自動システム導入の効

果」

橋本敦子1），小倉薫1），長谷川智美1），渡辺和宏1），石毛信

之1），小西薫1），鹿島田健一2），杉原茂孝3），

1）東京都予防医学協会

2）東京医科歯科大学小児科

3）東京女子医科大学東医療センター小児科

放射線部

一科・二科・三科

【学会・研究会】

第3回胃X線読影勉強会（2019年6月東京）

「胃X線撮影のこころ構え」

富樫聖子

第4回胃X線読影勉強会（2019年11月東京）

「胃がんＸ線検診の基準撮影法について」

草苅正典

第29回日本乳癌検診学会総会（2019年11月福井）

・「任意型検診におけるデジタルブレストトモシンセシスを

用いた乳がん検診成績 第2報」

富樫聖子

・「乳房密度評価ソフトウェアQuantraを用いた乳房構成に

評価に関する検討」

佐々木みゆき

東京都放射線技師会2019年度第1地区研修会（2019年12月）

「当施設における肺がんＣＴ検診と技師の役割」

池田　悠

【講習会講師】

・令和元年度東京都マンモグラフィ読影講習会（2020年1

月）

富樫聖子，佐々木みゆき

・令和元年度東京都マンモグラフィ撮影講習会（2020年2

月）

富樫聖子

健康増進部

【学会・研究会】

第60回日本人間ドック学会学術大会（2019年7月岡山） 

「人間ドックにおける保健相談の現状と課題 ～受診者への

アンケートの結果から～」 

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）

1）公益財団法人　東京都予防医学協会

2）東京慈恵会医科大学

第54回予防医学学術技術研究会（2020年2月岩手）

「特定保健指導3ヵ月プログラムの効果：6ヵ月プログラム

との比較」

山本 絵莉1），加藤 京子1），石林 陽子1），吉田 静絵1），和田 

清香1），佐川 裕美1），

中村 明美1），田波 遙香1），菅原 哲也1），川井 三恵1），金子 

昌弘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，会議への参加状況は表に示したとおりである。

開催
年度

開催
月

開催
地 研修会・会議名＜参加人数＞

2019 4月 東京 2019年度人間ドック健診施設機能評価Ver.4.0公式講
演会＜１＞

4月 東京 NPO法人日本人間ドック健診協会　関東地区健診施
設経営研究会＜３＞

4月 名古屋NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 第41回マ
ンモグラフィ読影講習会＜１＞

4月 東京 公益社団法人東京労働基準協会連合会　有機溶剤作業
主任者技能講習会＜１＞

5月 名古屋NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第17回
マンモグラフィ指導者研修会＜１＞

5月 東京 第156回マンモグラフィ技術部門更新講習会2日目＜
２＞

6月 埼玉 国立保健医療科学院　生活習慣病対策健診・保健指導
の企画・運営・評価に関する研修＜１＞

6月 東京 公益財団法人東京防災救急協会　上級救命講習＜１＞

6月 東京 一般社団法人新宿労働基準協会　健康経営の基礎知識
と進め方＜１＞

6月 東京 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 第68回マ
ンモグラフィ読影試験＜１＞

7月 東京 公益社団法人東京労働基準協会連合会中央労働基準協
会支部　2019年度労災保険実務講座＜１＞

7月 東京 一般社団法人日本経済青年協議会　管理者基礎研修
コース＜３＞

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
(第14回)＜１＞

7月 東京 公益社団法人東京都看護協会　明日からいかせる人材
育成　社会人基礎力を身につける関わり方＜１＞　

7月 東京 2019年度日本マススクリーニング学会検査技術者基
礎研修会＜２＞

7月 東京 公益財団法人東京都臨床検査技師会　東支部初級研修
会（血液）＜１＞

8月 東京 公益社団法人東京労働基準協会連合会中央労働基準協
会支部　2019年度労災保険実務講座＜１＞

8月 東京 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会　令
和元年度労働衛生研修会＜１＞

8月 東京 公益社団法人東京労働基準協会連合会　第1種衛生管
理者受験準備講習会+試験＜１＞

8月 東京 平成31年度水質管理責任者資格講習(乙)＜１＞

8月 東京 日本産業衛生学会　産業保健看護専門家制度委員会認
定基礎研修(Aコース)＜１＞

9月 東京
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第2回乳
房超音波医師更新講習会　第12回乳房超音波医師通
常講習会＜１＞

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
(第14回)＜２＞

9月 茨城 公益社団法人茨城県診療放射線技師会　2019年度茨
城県マンモグラフィ精度管理技術講習会＜１＞

10月名古屋公益社団法人日本栄養士会「日本人の食事摂取基準
(2020年版)」研修会＜１＞

10月東京
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第3回乳
房超音波医師更新講習会　第1回乳房超音波技術更新
講習会 ＜１＞

10月名古屋NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第42回
マンモグラフィ読影講習会＜１＞

10月東京 NPO法人日本人間ドック健診協会　採血時の問題点
と対応＜２＞

11月東京 NPO法人日本乳癌検査制度管理中央機構　乳房超音
波講習会＜１＞

11月東京 日本産業衛生学会産業看護部会　第5回登録者認定試
験準備講座＜１＞

開催
年度

開催
月

開催
地 研修会・会議名＜参加人数＞

11月東京 一般社団法人日本経済青年協議会　産業ジュニア・リー
ダー養成コース＜１＞

11月東京 公益社団法人東京労働基準協会連合会　特定化学物質及び
四アルキル鉛等作用主任者講習会＜１＞

11月東京 フクダ電子株式会社　心電図講習会　基礎Ａ＜１＞

11月東京 日本人間ドック学会　第2回遺伝学的検査アドバイザー研
修会＜１＞

12月東京 フクダ電子株式会社　心電図講習会　基礎Ｂ＜２＞

12月東京 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第168回マ
ンモグラフィ技術更新講習会＜１＞

12月東京 特定非営利活動法人(NPO)日本感染管理支援協会　2019
年度感染対策セミナー＜２＞

12月東京 "公益社団法人東京労働基準協会連合会
第1種衛生管理者受験準備講習会＋試験＜２＞"

12月東京 東京消防庁　防火・防災管理講習＜１＞

12月東京 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
者技能講習会＜１＞

2020 1月 東京 公益社団法人東京都看護協会　感染管理に必要な基礎知識
＜１＞

1月 名古屋
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第2回乳房
超音波技術更新講習会/第14回乳房超音波技術通常講習
会＜１＞

1月 東京 東北大学J-START研究班事務局　令和元年度第1回運営
委員会・全国連絡会議＜２＞

1月 東京 2020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＜２＞

2月 徳島 徳島大学大学院理工学研究部仁木登教授　肺がんCADe/
CADxに関する研究の打ち合わせ＜１＞

2月 東京 日本人間ドック健診協会　関東・東日本地区健診施設経営
研究会＜１＞

2月 東京 第27回日本CT検診学会学術集会＜６＞

2月 栃木 公益財団法人栃木県保健衛生事業団　令和元年度栃木県乳
房超音波医師講習会＜１＞

2月 東京 令和元年度東京都マンモグラフィ技術講習会＜１＞

2月 東京 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第170回マ
ンモグラフィ技術更新講習会＜１＞

2月 東京 第21回肺がんCT検診認定技師更新講習会＜１＞

2月 東京 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会　第7回臨技乳房超
音波技術講習会＜１＞

2月 東京
NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第154回・
第155回デジタルマンモグラフィソフトコピー診断講習
会＜１＞

2月 兵庫 一般社団法人明石市医師会　明石市乳癌検診研修会＜１＞

3月 名古屋NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 第4回乳房超
音波医師更新講習会＜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。

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，
予防医学事業中央会学術審査委員長

小野　良樹

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　 登

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経営研究会関東・東日本地区代表，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，
日本学校保健会「学校心臓検診の実際」「学校検尿のすべて」改訂委員会委員 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，
日本癌治療学会評議員，日本婦人科乳腺学会評議員，日本人間ドック学会「女性の人間ドック健診の在り方に関する委員会」委員，
東京産婦人科医会理事（がん対策担当），
Active Member of American Association for Cancer (AACR)，Member of International Academy of Cytology (MIAC)，
Member of International Gynecologic Cancer Society (IGCS)

木口　一成

開催月 開催地 学会名＜参加人数＞

2019
3月
～4
月

名古屋第30回日本医学会総会2019中部市民展示「健康未来
EXPO2019」＜１＞

4月 名古屋第71回日本産科婦人科学会学術講演会＜２＞

4月 横浜 第75回日本放射線技術学会総会学術大会＜１＞

4月 大阪 第119回日本外科学会定期学術集会＜１＞

4月 名古屋第116回日本内科学会総会・講演会＜１＞

4月 横浜 第44回日本超音波検査学会学術集会＜１＞

5月 石川 第105回日本消化器病学会総会＜１＞

5月 東京 公益社団法人日本放射線技術学会東京支部　第73回東
京支部春期学術大会＜１＞

5月 名古屋第92回日本産業衛生学会＜３＞

5月 東京 日本超音波医学会　日本乳腺甲状腺超音波医学会　
Ultrusonic Week 2019＜１＞

5月 東京 第55回日本肝臓学会総会＜１＞

5月 東京 第97回日本消化器内視鏡学会総会＜１＞

6月 岡山 第58回日本消化器がん検診学会総会＜１＞

6月 東京 第60回日本臨床細胞学会総会(春期大会)＜７＞

6月 東京 第25回日本家族性腫瘍学会学術集会＜１＞

6月 東京 第137回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会＜２＞

6月 東京 第66回日本小児保健協会学術集会＜１＞

6月 札幌 第55回日本小児循環器学会　総会・学術集会＜１＞

7月 新潟 第61回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜２＞

7月 東京 第27回日本乳癌学会学術総会＜１＞

7月 東京 第5回国際ライソゾーム病フォーラム＜１＞

7月 岡山 第60回日本人間ドック学会学術大会＜８＞

8月 東京 第38回日本思春期学会総会・学術集会＜１＞

開催月 開催地 学会名＜参加人数＞

8月 東京 第26回日本産業精神保健学会＜１＞

8月 横浜 第27回日本がん検診・診断学会総会＜４＞

9月 京都 第59回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会＜１＞

9月 東京 第35回日本診療放射線技師学術大会＜３＞

9月 東京 第11回日本ヘルスコミュニケーション学会学術集会＜１＞

9月 奈良 第28回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会＜３＞

9月 群馬 第79回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会
＜３＞

10月 横浜 日本臨床検査自動化学会第51回大会＜１＞

10月 福島 第43回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会＜１＞

10月 東京 日本超音波医学会　第31回関東甲信越地方会学術集会
＜６＞

10月 東京 第37回ヒト細胞学会学術集会＜１＞

10月 秋田 第61回日本先天代謝異常学会総会　第17回アジア先
天代謝異常症シンポジウム＜２＞

11月 東京 第23回日本摂食障害学会学術集会＜２＞

11月 群馬 第53回日本側彎症学会学術集会＜３＞

11月 福井 第29回日本乳癌検診学会学術総会＜５＞

11月 岡山 第58回日本臨床細胞学会総会(秋期大会)＜２＞

11月 埼玉 令和元年度全国学校保健・安全研究大会　第50回全国
学校保健・学校医大会＜３＞

11月 沖縄 第46回日本マススクリーニング学会学術集会＜１＞

11月 神戸 第27回日本消化器関連学会週間(JDDW2019KOBE)＜
４＞

2020 2月 大阪 第29回日本乳癌画像研究会＜１＞

2月 京都 第35回日本臨床栄養代謝学会学術集会＜１＞

3月 大阪 日本マススクリーニング学会技術部会　第38回研修会
＜２＞
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学会・委員会・研究会等の名称 協力者・協力部門

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・
用語診断基準委員会委員長，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理事・
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，
東京都生活習慣病検診管理指導協議会委員および同がん部会委員

坂　佳奈子

東邦大学医学部客員教授，日本婦人科腫瘍学会専門医・指導医・評議員，日本臨床細胞学会専門医・教育研修指導医・評議員，
日本産科婦人科内視鏡学会理事・社会保険委員会委員，日本産婦人科内視鏡学会『産婦人科内視鏡手術ガイドライン2019年版』
評価委員，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，
子宮頸がん征圧をめざす専門家会議「e-oncologia子宮頸がん予防コース/子宮頸がん予防に関する国際オンラインプログラム」
チューター，日本エンドメトリオーシス学会理事，第22回アジアオセアニア産婦人科内視鏡学会組織委員，
国際婦人科癌学会（International Gynecologic Cancer Society） active member，Journal of Gynecologic Oncology, 
Editorial Board Member，Japanese Journal of Clinical Oncology, reviewer，Journal of Obstetrics and Gynecology Research, 
reviewer，Human Cell, reviewer Journal of Gynecology Research, reviewer，
日本臨床細胞学会誌査読員，日本婦人科腫瘍学会雑誌査読委員

久布白兼行

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，日本臨床栄養代謝学会認定医・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　成郎

東京都細胞検査士会幹事 鎌田久美子

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理事・評議員，日本マススクリーニング学会技術部会長，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

日本消化器がん検診学会関東甲信越支部代議委員，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，
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

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・評価委員会副委員長 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

肺がんCT検診認定機構技師認定委員会東日本実行委員 黒木　幹夫

肺がんCT検診認定機構技師認定委員会東日本実行委員 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，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

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 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


