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学会・研究会等での活動

検査研究センター・細胞病理診断部（久布白兼行）

【学会・研究会】

第72回日本産科婦人科学会学術講演会（2020年4月東京・

Web）

一般演題座長

第61回日本臨床細胞学会（2020年6月Web）

テクノアカデミー座長

第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（2020年7月仙台・

Web）

一般演題座長

第60回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会（2020年11

月大阪・Web）

ワークショップ「子宮体癌」座長

第59回日本臨床細胞学会秋期大会（2020年11月岡山）

一般演題「婦人科・その他」座長　

がん検診・診断部（坂　佳奈子）

【学会・研究会】

第45回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会（2020年9月

Web）

乳腺用語診断基準委員会企画「乳房超音波診断ガイドライ

ン第4版改訂のポイント～要精検基準の変更」

第28回日本乳癌学会総会（2020年10月Web）

・パネルディスカッション

「乳癌個別化検診に向けて～検診の功罪」

・ポスターp-11-7

「浸潤性乳管癌腺管形成型の超音波画像の特徴」

第57回日本消化器がん検診学会大会（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30回日本乳癌検診学会（2020年11月仙台）

・教育セミナー

「乳房超音波診断ガイドライン第4版改訂のポイント」

・ワークショップ2

「トモシンセシスによる乳がん検診の可能性と問題点」

第30回日本乳癌画像研究会

シンポジウム2「超音波診断を極める」

基調講演「乳房超音波診断ガイドラインに基づく考え方」

【講習会講師】

・令和２年度東京都マンモグラフィ読影講習会（2020年12

月12日～13日）

・令和２年度東京都マンモグラフィ技術講習会（2021年3月

20日～21日）

【論文】

・B-mode ultrasound diagnostic flowchart for solid 

breast masses: JABTS BC-01 study journal of Medical 

Ultrasonics

https://doi.or/10.107/s10396-202-01072-0

Takanori Watanabe, Takuhiro Yamaguchi, Eriko Tohno, 

Hiroko Tsunoda, Setsuko Kaoku, Kanako Ban et.al

・Breast cancer screening using digital tomosynthesis 

compared to digital mammography alone for Japanese 

women

Breast Cancer 28:459-464, 2021.

Kanako Ban, Hiroko Tsunoda, Seiko Togashi,et.al

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】

・第45回日本超音波検査学会学術集会（2020年12月Web）

パネルディスカッション

「腹部超音波検診の標準走査法を考える－全衛連腹部超音
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波検査精度管理調査より」

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81回 細胞検査士ワークショップ（2021年3月熊本・

Web）

「閉経後のスメアについて －扁平上皮系病変を中心に－ 」

石山功二

小児スクリーニング科

第47回日本マススクリーニング学会（2020年9月Web）　

・「東京都における二次検査の実施状況」

渡辺和宏

・「二次疾患をすべての検査施設で実施すべきか？」

石毛信之

第60回日本臨床化学会年次学術集会（2020年11月Web）

「新生児マススクリーニングにおける質量分析法の応用」

石毛信之

2021年度日本マススクリーニング学会検査技術者研修会・

基礎から専門まで（2021年1月～2月Web）

「検査機関と精査医療機関の連携」

石毛信之

第2回東京都連絡協議会（2020年1月東京）　

「2019年度の東京都先天性代謝異常等検査実施報告」

「副腎過形成症検査 二次検査法変更について」

小児スクリーニング科（資料配布のみ）

日本マススクリーニング学会技術部会第39回研修会（2021

年3月）

全体討議座長

石毛信之

放射線部

一科・二科・三科

【学会・研究会】

第30回日本乳癌画像研究会（2021年2月Web）

「２Ｄ撮影を省略したトモシンセシス乳がん検診の可能性」

細谷小百合１），坂佳奈子１），岩井望１），富樫聖子１），伊藤裕美１），

佐々木みゆき１），八木真央１），吉田恵実１），森本恵１），

荒木智恵子１），稲垣麻美２），川上睦美１），川口祐子１），

高橋洋子１）

１）東京都予防医学協会

２）いながき乳腺クリニック

【講習会講師】

・令和２年度東京都マンモグラフィ読影講習会（2020年12

月東京）

富樫聖子，佐々木みゆき

・令和２年度東京都マンモグラフィ技術講習会（2021年3月

東京）

富樫聖子

健康増進部

【論文・書籍】

日本栄養士会雑誌　:63（12）, 673‐680.2020

「食育の視点を取り入れた受診者志向の人間ドックを目指し

て―PDCAサイクルを導入した5年間の取り組み」

鶴田浩子
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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。

開催月 開催地開催方法 研修会・会議名＜参加人数＞

2020 4月 WEB
開催

第72回日本産科婦人科学会総会・学術講演会
＜２＞

5月 WEB
開催 第93回日本産業衛生学会＜２＞

6月 WEB
開催 第61回日本臨床細胞学会総会春期大会＜４＞

6月 WEB
開催

第139回関東連合産科婦人科学会総会・学術集
会＜２＞

8月 WEB
開催 第106回日本消化器病学会総会＜１＞

8月 WEB
開催 第120回日本外科学会定期学術集会＜２＞

8月 WEB
開催 第123回日本小児科学会学術集会＜１＞

9月 WEB
開催 第99回日本消化器内視鏡学会総会＜１＞

9月 WEB
開催

第45回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会
＜１＞

9月 WEB
開催

第47回日本マススクリーニング学会学術集会
＜５＞

9月 WEB
開催

第12回日本ヘルスコミュニケーション学会学
術集会＜１＞

9月 WEB
開催 第44回日本消化器内視鏡学会セミナー＜１＞

9月 WEB
開催 第59回日本消化器がん検診学会総会＜２＞

10月 WEB
開催 第28回日本乳癌学会学術総会＜１＞

10月 東京 第39回東京都臨床細胞学会総会・学術集会
＜１＞

10月 WEB
開催

第9回婦人科腫瘍の緩和医療を考える会総会・
学術集会＜１＞

10月 WEB
開催 第34回関東臨床細胞学会学術集会＜１＞

10月 東京 第305回東京産婦人科医会臨床研究会＜１＞

開催月 開催地開催方法 研修会・会議名＜参加人数＞

11月 WEB
開催

第28回日本消化器関連学会週間
（JDDW2020KOBE）＜１＞

11月 WEB
開催

第140回関東連合産科婦人科学会総会・学術集
会＜２＞

11月 横浜 第59回日本臨床細胞学会秋期大会＜２＞

11月 仙台 第30回日本乳癌検診学会学術総会＜１＞

11月 WEB
開催

第56回日本小児循環器学会総会・学術集会
＜１＞

11月 WEB
開催 第61回日本人間ドック学会学術大会＜８＞

12月 WEB
開催 日本超音波医学会第93回学術集会＜２＞

12月 WEB
開催

第60回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会
＜１＞

12月 WEB
受講 第59回日本臨床細胞学会秋期大会＜４＞

12月 WEB
開催 第45回日本超音波検査学会学術集会＜１＞

2021 1月 WEB
開催 第55回日本小児腎臓病学会学術集会＜１＞

1月 WEB
開催 第62回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜１＞

2月 WEB
開催 第17回日本婦人科がん会議＜１＞

2月 WEB
開催

第42回日本エンドメトリオーシス学会学術講
演会＜１＞

2月 WEB
開催 第30回日本乳癌画像研究会＜２＞

2月 WEB
開催

第29回日本産婦人科がん検診学会総会・学術
講演会＜２＞

3月 WEB
開催 第27回日本産婦人科乳腺医学会＜１＞

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 開催地開催方法 学会名＜参加人数＞

2020 6月 eラー
ニング

東京商工会議所　健康経営アドバイザー研修
（更新）＜１＞

6月 eラー
ニング

東京商工会議所　健康経営アドバイザー研修
（初級）＜１＞

8月 東京 令和2年度パワーハラスメント相談窓口担当者
研修相談対応コース（第3回）＜１＞

8月 WEB
開催

日本専門医機構認定共通講習
令和2年度医療倫理講習会＜１＞

9月 eラー
ニング

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント　
健康経営支援セミナー＜１＞

10月 WEB
開催 第5回胃がん検診専門技師研修会＜２＞

10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＜４＞

11月 横浜 WEB
開催

令和2年度予防医学事業推進関東甲信越地区会
議＜１＞

12月 通信
講座

株式会社キャリアカレッジジャパン　マインド
フルネス実践講座＜２＞

12月 東京 放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究
甲状腺超音波検査従事者講習会B+C＜１＞

12月 東京 東京消防庁　甲種防火管理再講習＜１＞

開催月 開催地開催方法 学会名＜参加人数＞

2021 1月 WEB
開催

2021年度日本マススクリーニング学会検査技
術者研修会・基礎から専門まで＜１＞

1月 eラー
ニング

東京商工会議所　健康経営エキスパートアドバ
イザー更新＜１＞

1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＞

1月 東京 第16回乳房超音波技術通常講習会＜１＞

2月 WEB
開催

公益財団法人健康・体力づくり事業財団　生涯
スポーツ・体力つくり全国会議2021＜１＞

2月 WEB
開催

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント　
健康経営優良法人2022対策セミナー実践編
＜１＞

2月 eラー
ニング

一般財団法人能力開発推進協会　マインドフル
ネススペシャリスト資格（試験）＜１＞　

3月 東京 公益社団法人東京労働基準協会連合会＜２＞　
第1種衛生管理者受験準備講習会＋試験

3月 eラー
ニング

東京商工会議所　健康経営エキスパートアドバ
イザー更新＜１＞

3月 eラー
ニング

一般財団法人能力開発推進協会　マインドフル
ネススペシャリスト資格（試験）＜１＞　



東京都予防医学協会年報　2022年版　第51号222 学会・研究会等での活動

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 鎌 田 久 美 子

東京都臨床細胞学会理事，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

日本マススクリーニング学会技術部会災害対策ワーキンググループ委員 渡 辺　 和 宏

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，東京胃会世話人代表 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

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

2022年3月時点

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

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，第
61回日本臨床細胞学会総会プログラム委員，第59回日本臨床細胞学会秋期大会プログラム委員，日本産科婦人科内視鏡学会理
事・社会保険委員会委員，日本人間ドック学会遺伝学的検査アドバイザー，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，杉並区教育委員会安全衛生委員会委員，慶應義塾大学臨床研
究審査委員会技術専門員，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

久 布 白 兼 行

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理事，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，日本家族計画協会社員，
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，「運動器検診の手引き」作成委員会委員 阿 部　 勝 己

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・教育研修委員，
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，
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