本会の活動から
学術集会への参加等

マにWeb開催され、検査研究センター長・健

・第29回日本乳癌学会学術総会が７月１～３日、

・第28回／第29回日本がん検診・診断学会総会

「乳癌診療の新たな展望」をテーマにハイブリ

と第30回日本婦人科がん検診学会総会・学術講

ッド開催され、がん検診・診断部長の坂佳奈子

演会が９月11 ～ 12日Webで同時開催され、検

が参加。ランチョンセミナーで「利益・不利益

査研究センター長・健康支援センター長の久布

バランスを考慮したトモシンセシス乳がん検診」

白兼行が参加した。

と題する講演を行った。

・第48回日本マススクリーニング学会学術集会

・第57回日本小児循環器学会総会・学術集会が

が９月17 ～ 18日、「マススクリーニング覧古考

７ 月 ９ ～ 11日、「Challenge, Innovation, and

新」をテーマにハイブリッド開催され、小児ス

Creation for the Future――未来に繋げる挑戦

クリーニング科長の小西薫と職員３人が参加。

と創造のこころ」をテーマにハイブリッド開催

ライソゾーム病スクリーニング試験研究につい

され、事業本部地域・学校担当本部長の阿部勝

て石毛信之が発表した。

已がWebで参加した。

・全国労働衛生団体連合会の主催するONLINE

・第63回日本婦人科腫瘍学会学術講演会が７月

研修会が７月３日～８月26日、検査に関する知

16 ～ 18日、
「次世代がん医療を見据えて――基

識や技術、精度管理の向上等を目的にWeb開

礎と臨床の架け橋」をテーマにハイブリッド開

催された。本会ではこのうち７月３日の胃部Ｘ

催され、検査研究センター長・健康支援センタ

線検査、７月10日の腹部超音波検査、８月21日

ー長の久布白兼行がWebで参加した。

の胸部Ｘ線検査の研修会に、検査技師４人が参

・第36回日本臨床栄養代謝学会学術集会が７月

加した。

21 ～ 22日、
「温故知新：栄養療法のこれまで・

久布白兼行理事が本会の新理事長に就任

今・これから」をテーマにハイブリッド開催さ
れ、消化器診断部長の川崎成郎が参加。一般演

康支援センター長の久布白兼行が参加した。

本会理事長小野良樹の逝去による退任に伴い、

題「周術期の栄養管理」で座長を務めた。

令和３年度第３回理事会（臨時）が10月７日に

・第62回日本人間ドック学会学術大会が９月10

開かれた。

～ 24日、
「 2020年代の健診・予防医療を展望す
る――WITH/AFTER CORONA時代の変革へ
の視座」をテーマにWeb開催され、検査研究
センター長・健康支援センター長の久布白兼行
と総合健診部長の川井三恵、消化器診断部長の

臨時理事会では、「理事長選任の件」が決議
され、新理事長に久布白兼行が就任した。

本会評議員の就任
清古愛弓の評議員辞任（辞任日 令和３年６

川崎成郎の他、
関連部署の職員４人が参加した。

月29日）に伴い、石原美千代（特別区保健所長

・第61回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会

会会長）が、また木村博子の評議員辞任（辞任

（同時開催：第21回アジアオセアニア産科婦人

日 令和３年６月30日）に伴い、田口健（東京

科内視鏡学会）が９月11 ～ 13日、「Challenge

都福祉保健局島しょ保健所長）が、令和３年８

for innovation, make a new standard」をテー

月４日に評議員に就任した。
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Web Seminar Information
第299回ヘルスケア研修会

第1回

職域におけるハラスメント加害者への
再発防止支援の取り組みについて
講

師

北折 一 氏

中村 洸太 氏

ピースマインド株式会社
EAPスーパーバイザー

配信期間

2021年9月15日～12月14日（予定）

配信方法

以下のURLまたは右の二次元コード
からアクセスしてください。

https://www.yobouigaku-tokyo.or.jp/healthcare_cc/next.html

聴 講 料

無料

主

健康管理コンサルタントセンター
東京都予防医学協会

催

あら、できた！
現場で使えるナッジセミナー
講

25

2021 AUTUMN

東京都予防医学協会 広報室
03-3269-1131 内線2241、2242

元NHK科学・環境番組部専任ディレクター

竹林 正樹 氏

青森県立保健大学、横浜市行動デザインチーム所属ほか

開催方法

①第１部オンデマンド配信 ②第２部ライブ配信

配 信 日

①11月1～30日
②11月27日 13:00～16:30（休憩あり）

聴 講 料

①7,700円（税込） ②22,000円（税込）

申込方法

以下のURLまたは右の二次元
コードからアクセスしてください。
https://www.jfpa.or.jp

主
問い合わせ

師

催

問い合わせ

日本家族計画協会（JFPA）
日本家族計画協会
（JFPA）
03-3269-4785

◉個人情報の取扱いについて
日頃より、公益財団法人東京都予防医学
協会の機関誌「よぼう医学」をご愛読くだ
さりありがとうございます。
本会では、
「よぼう医学」を送付させていただいている
皆様について、送付に必要な情報（氏名、住所、所属、役
職など）を送付名簿として保持しております。
これらの個人情報の収集、保存、利用につきましては、
本会の「個人情報の取り扱いについて」に沿って適正に管
理しております。送付名簿からの削除や変更を希望される
場合には、お手数ですが、下記広報室までご連絡ください。

◉送付先の変更・送付中止について
送付先の変更・送付中止を希望される場合には、広報室
までお知らせください。

Eメール koho@yobouigaku-tokyo.jp
F A X 03-3269-7562
T E L 03-3269-1131

あ な た の 健 康 づ く り を 全 力 サ ポ ー ト！
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健康管理コンサルタントセンター
コンサルテーションのご案内

健康管理相談を
お引き受けします
健康管理コンサルタントセンターの幹事であ
る医師が事業所、学校、各種団体の健康
管理をアドバイスいたします
（予約制・無料）
。

お問い合わせ・
お申し込みは事務局まで
健康管理コンサルタントセンター 事務局
東京都新宿区市谷砂土原町1-2
公益財団法人東京都予防医学協会 広報室内
TEL 03-3269-1131 内線2241、2242

●発行人
●発行所

久布白兼行
公益財団法人東京都予防医学協会
〒162-8402 東京都新宿区市谷砂土原町1-2
TEL：03-3269-1121
FAX：03-3260-6900
URL：https://www.yobouigaku-tokyo.or.jp

●企 画
●編 集
●デザイン
●印 刷

広報企画委員会
広報室
大谷達也（有限会社アイル企画）
大日本印刷株式会社

●
『よぼう医学』は本会ホームページ（https://www.yobouigaku-tokyo.or.jp/）
からもご覧いただけます。
※本誌掲載の記事、写真、イラストなどの無断転載をお断りします。
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NEC ネクサソリューションズは、未来を見通す視線で
人々が安心して暮らせる健康長寿社会づくりに ICT から貢献します
私たちは、次の３つの環境づくりを通じてお客様に貢献します
1．医療現場の情報環境づくり

お客様内の医療業務をよりよくする情報環境づくり

2．地域医療を連携する情報環境づくり

患者様・受診者様を中心に、医療・介護・福祉施設などの
地域医療を連携する情報環境づくり

3．お客様のための情報環境づくり

信頼される安定した医療の継続を実現するお客様経営のための
情報環境づくり

より良い医療現場の実現を目指して情報をお届けします

https://www.nec-nexs.com/supple/medical/

いま知りたい医療業界の情報をお届けする Web 情報サイト

スマートフォン・タブレットでも
ご覧いただけます

＜人気コンテンツ＞

医療業界の旬な話題・経営に役立つ情報をご紹介するコラム記事

お客様経営に効く IT 活用情報 [ いよいよ始まるオンライン資格確認は病院にとって必要か ]
注目記事

プレゼンに役立つ医療系イラスト素材やパワーポイントテンプレート
・・・その他、IT 導入事例やセミナー情報、便利なお役立ちサービスが満載
会員に登録いただくと、業務に役立つ情報をメールでお届けいたします（登録無料）。その他、会員特典も多数ご用意しています。

お客様センター

0120-224-107 〒108-8338 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビル

営業時間 9：00 〜12：00／13：00〜 17：00 ※土・日・祝日及び当社指定休日を除く

