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検査研究センター

【講習会講師（木口一成）
】

・渋谷区医師会・産婦人科医会合同講習会（2014年5月渋谷）

【学会講演・座長】

日本臨床細胞学会総会秋季大会学術集会（2014年6月神奈川）

教育講演「子宮頸部報告様式としてのベセスダシステムの

ランチョンセミナー「子宮頸がん検診の実際」座長

導入と取り扱い」

木口一成

・葛飾区・江戸川区産婦人科医会合同（2014年9月葛飾）
特別講演「子宮頸部報告様式としてのベセスダシステムの

日本ヒト細胞学会（2014年8月東京）

導入と取り扱い」

一般演題「幹細胞，薬剤感受性」座長

・東京都産婦人科医会主催，平成27年度がん検診対策担当

木口一成

者会議（2014年9月東京）
特別講演「子宮がん検診の現状とLBC導入のメリットにつ

日本婦人科がん検診学会総会・学術集会（2014年11月大阪）
ワークショップ：
「子宮頸部細胞診の精度管理―採取法，
採取器具，標本作製」

いて」
【論文・他】

群馬県臨床検査技師会雑誌2014年3月，p1-4

木口一成

「ベセスダシステム時代の子宮頸がん検診の精度管理と液
状化検体細胞診の有用性について」

日本臨床細胞学会福島県支部総会並びに学術集会（2014年

木口一成

11月福島）
ランチョンセミナー「ベセスダシステム時代の子宮頸がん
細胞診の精度管理と液状化検体細胞診の有用性について」
木口一成

総合健診部
【学会・研究会】

日本総合健診医学会「診療ガイドライン報告書」分担執筆
（2014年5月）

日本臨床細胞学会群馬県支部総会並びに学術集会（2015年

三輪祐一

2月群馬）
特別講演「ベセスダシステム時代の子宮頸がん検診の精度

日本総合健診医学会健診事業推進委員会座談会「健診機関

管理と液状化検体細胞診の有用性について」

における産業医活動の質の向上」
（2014年6月）

木口一成

（総合健診41巻5号，p1）
三輪祐一

茨城県子宮がん検診従事者講習会/日本臨床細胞学会茨城
県支部総会ならびに学術集会（2015年3月茨城）
「ベセスダシステム時代の子宮頸がん細胞診の精度管理と
LBCによる精度管理向上の可能性について」

健康開発科学研究会保健指導・健診部会「健診機関の基準
範囲のあり方①」
（2014年11月）
三輪祐一

木口一成
第286回関東産業健康管理研究会「健診判定と就業判定」
指定発言（健康管理2014年9月号，p15-16）
三輪祐一
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第286回関東産業健康管理研究会「職域健診を考える」
（健
康管理2014年9月号，p19-23）

第53回日本消化器がん検診学会総会（2014年6月福井）
「当施設における胃がん検診の成績」
坂 佳奈子

三輪祐一

【講演会講師（三輪祐一）
】

・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー（2014
年7月埼玉）
「メンタル問診と事後措置およびハラスメント対策」

第22回日本がん検診診断学会総会（2014年7月東京）
「マンモグラフィ・超音波併用検診における乳がん検診の
有効性の関東〜当施設でのJ-STARTの結果より〜」
坂 佳奈子

・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー（2014
年9月埼玉）
「初めて産業医業務を担当される先生方へ」

第11回日本乳癌学会中四国地方会（2014年9月）
「デジタルマンモグラフィおよび動画エコーグランプリ」

・平成26年度獨協医科大学産業医講習会（2014年9月栃木）

総合監修および解説

「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

坂 佳奈子

て」
「職場における健康づくりの事例」
・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー（2014

第33回日本乳腺甲状腺超音波医学会総会（2014年10月大分）

年12月埼玉）

用語診断基準委員会企画「JABTS BC-02報告 DCIS超

「メンタル問診と事後措置およびハラスメント対策」

音波画像解析 乳管の異常を示すDCIS」

・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー（2015

坂 佳奈子

年1月埼玉）
「初めて産業医業務を担当される先生方へ」

第24回日本乳癌画像研究会（2015年2月東京）
ワークショップ１石灰化の経時的変化「検診施設における

【コメンテーター（三輪祐一）
】

MMGカテゴリー3以上の石灰化の取り扱いについて」

・厚生労働省第9回実務担当者による特定健診・特定保健指

坂 佳奈子

導等に関するワーキンググループ（2014年8月東京）
・厚生労働省第10回実務担当者による特定健診・特定保健

The World Federation for Ultrasound in Medicine and

指導等に関するワーキンググループ（2014年9月東京）

Biology（WFUMB）
（2015年3月アメリカ・フロリダ）

・厚生労働省第 10 回特定健診・特定保健指導の医療費適

「Characteristic of ultrasonographic Breast Imaging of

正化効果の検証のためのワーキンググループ（2014 年 9

Ductal Carcinoma in Situ with abnormarities of the Duct」

月東京）

Kanako Ban

・厚生労働省第13回保険者による健診・保健指導に関する
検討会（2014年11月東京）

【講演会講師（坂 佳奈子）
】

・広島医師会主催講演会「精査でも役立つ総合判定の考え
がん検診・診断部
【学会・研究会】

方」
（2014年7月広島）
・Fuji Filmマンモグラフィセミナー「ソフトコピー診断の

第32回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2014年5月横浜）

コツとポイント」
（2014年9月東京）

シンポジウム１ 超音波検診で検出できる乳癌「超音波検診

・香川県医師会主催平成26年度香川県乳がん検診従事者講

で検出できる乳癌・検出困難な乳がん」

習会「これからの乳がん検診と精度管理」
（2014年11月香川）

坂 佳奈子

・中野区医師会主催乳癌検診研修会「これからの乳がん検
診と精度管理」
（2015年3月東京）

用語診断基準委員会企画 朝から生討論「非腫瘤性病変の
カラードプラ」コメンテーター

【講習会講師（坂 佳奈子）
】

坂 佳奈子

・第 12 回マンモグラフィ読影指導者講習会（2014 年 5 月
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第49回予防医学技術研究会（2015年2月沖縄）

名古屋）
・平成 26 年度第 1 回東京都マンモグラフィ読影講習会

「巡回検診画像デジタルシステム−生理機能検査中心に」
田島 美和子

（2014 年 7 月東京）
・第 2 回精中機構主催乳房超音波技術講習会（2014 年 8 月
名古屋）

【講習会講師（神宮字広明）
】

・第 1 回精中機構主催乳房超音波読影講習会（2014 年 9 月

・全衛連腹部超音波検査研修会中級コース（2014年9月東京）

名古屋）

・全衛連超音波検査講習会（2014年11月東京）

・第 32 回マンモグラフィ講習会（2014 年 10 月名古屋）

・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 33 回マンモグラフィ更新講習会（2014 年 10 月東京）

習会（2015年2月東京）

・第8回日本産婦人科乳腺医学会乳房超音波講習会
（2015 年 1 月東京）

【コメンテイター】

・平成 26 年度第 2 回東京都マンモグラフィ読影講習会

全衛連生理機能検査講習会（2015年2月東京）

（2015 年 1 月東京）

神宮字 広明

・第 5 回乳房超音波技術講習会（2015 年 2 月東京）
・横浜市マンモグラフィ講習会（2015 年 2 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）

検体検査 1 科
【学会・研究会】

第49回予防医学技術研究会（2015年2月沖縄）

・第1回東京都予防医学協会超音波講習会（2015年3月東京）

「汎用自動分析装置のヘリコバクター・ピロリ抗体検査の
基礎的検討」
大平 咲子

検体検査部

生理機能検査１科，２科
【学会・研究会】

母子保健検査部

第39回日本超音波検査学会学術集会（2014年6月名古屋）

母子保健検査１科，２科

パネルディスカッション「健診施設精度管理アンケート調査」

【講習会講師（石山功二）
】

神宮字 広明

・東京都臨床検査技師会 北支部研修会（2014年4月東京）

日本超音波医学会関東甲信越地方会第26回学術集会（2014

「子宮頸がんの細胞診」

年10月東京）

・東京都臨床検査技師会 東支部研修会（2014年6月東京）

「3年間の経過観察後切除された転移性肝腫瘍を伴う膵

「子宮頸がんの細胞診」

neuroenddocrinetumor（NET）の１例」

・東京都臨床検査技師会 西支部研修会（2014年9月東京）

石山 美奈子

「子宮頸がんの細胞診」

「検診超音波検査にて発見した肝細胞癌の1切除例」
小針 友理子

・東京都臨床検査技師会 南支部研修会（2014年11月東京）
「子宮頸がんの細胞診」

「特別企画」けんしん 今日から役立つけんしんエコー：
座長

小児スクリーニング科

神宮字 広明

【学会・研究会】

消化器（11）消化管②・けんしん：座長
神宮字 広明

第41回日本マス・スクリーニング学会（2014年8月広島）
「東京都における24年間の先天性副腎過形成症マス・スク
リーニングの成績」

日本人間ドック健診協会研修講演会（2014年10月東京）

橋本敦子 1)，小西 薫 1)，長谷川智美 1)，穴澤 昭 1)，辻 敦美 2)，

シンポジウム「超音波の精度管理−全国調査より」

鹿島田健一 2)

神宮字 広明

1）東京都予防医学協会
2）東京医科歯科大学病院
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第41回日本マス・スクリーニング学会（2014年8月広島）
「新生児乾燥ろ紙血C5高値例のLC-MS/MS法による2次検

「タンデムマス・スクリーニングの指標の正常値分布と
カットオフ値−全国調査結果の解析と今後の課題」

査法の検討」

・平成26年度先天性代謝異常・内分泌疾患マス・スクリー

石毛信之 1)，藤川研人 1)，渡辺和宏 1)，世良保美 1)，穴澤 昭 1)，

ニング基礎理論研修会（2014年10月東京）

石毛美夏 2)，大和田 操 1)，北川照男 1)

「タンデムマス・スクリーニング技術と実際」

1）東京都予防医学協会
放射線部

2）駿河台日本大学病院小児科

【学会・研究会】
第41回日本マス・スクリーニング学会（2014年8月広島）

「マンモグラフィ検査における最適な（乳房）圧迫への試み

「ボイトラー法に用いる濾紙の検討」
1)

1)

1)

1)

1)

間下充子 ，渡辺和宏 ，世良保美 ，穴澤 昭 ，大和田操 ，
望月孝一

第24回日本乳癌検診学会総会（2014年11月前橋）

2）

〜第2法 12×24サイズ『FS(Fit Sweet)圧迫板』の使用経験」
根本夕紀 1)，富樫聖子 1)，小見戸友恵 1)，古賀知子 1)，

1）東京都予防医学協会

伊藤裕美 1)，佐々木みゆき 1)，八木真央 1)，坂

2）技術部会ボイトラー法等検査改善ワーキンググループ

小野良樹 1)，村本綾子 2)，乙訓伸次

加奈子 1)，

1）東京都予防医学協会
第56回日本先天代謝異常学会/第12回アジア先天代謝異

2）富士フィルム株式会社

常症シンポジウム（2014年11月宮城）
「東京都のタンデムマス・スクリーニングにおけるイソ吉
草酸血症偽陽性について」
1)

・第27回日本消化器画像診断情報研究会 岩手大会（2015

1)

1)

1)

1)

石毛信之 ，渡辺和宏 ，長谷川智美 ，世良保美 ，穴澤 昭 ，
2)

1)

【講習会講師 他（佐藤清二）
】

1)

年2月岩手）
「ＶＳ読影会」症例提示解説

石毛美夏 ，大和田操 ，北川照男 ，

・日本消化器がん検診学会関東甲信越支部 第47回放射線

1）東京都予防医学協会

部会学術集会（2015年3月長岡）
「市川賞」受賞

2）駿河台日本大学病院小児科

・第21回胃Ｘ線精度管理研究委員会レベルアップ講習会
（2014年11月東京）

第49回予防医学技術研究会議（2015年2月沖縄）
「東京都における24年間の先天性副腎過形成症マス・スク

・東京都診療放射線技師会第一地区勉強会（2014 年 10 月，
11 月，2015 年 1 月東京）

リーニングの成績」

第 1 回「基準撮影法について」

長谷川智美 1)，小西 薫 1)，橋本敦子 1)，穴澤 昭 1)，辻 敦美 2)，

第 2 回「読影に必要な基礎知識」

鹿島田健一 2)

第 3 回「所見用語と症例検討の実際」

1）東京都予防医学協会
2）東京医科歯科大学病院

【講習会講師（富樫聖子）
】
・日本消化器がん検診学会関東甲信越支部放射線部会 第

第33回日本マス・スクリーニング学会技術部会研修会
（2015年3月札幌）
シンポジウム
「外部精度管理を受ける立場から2014年度に実施された

32回胃Ｘ線検診レベルアップセミナー（2014年9月新潟）
「胃Ｘ線撮影 読影の基礎 −正しい用語の使い方−」
・第21回胃Ｘ線精度管理研究委員会レベルアップ講習会
（2014年11月東京）

QCについて」
【講習会講師（草苅正典）
】

石毛信之

・第21回胃Ｘ線精度管理研究委員会レベルアップ講習会
【講習会講師（石毛信之）
】

（2014年11月東京）

・平成26年度先天性代謝異常症等検査技術者研修会（2014
年7月東京）
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健康増進部
【学会・研究会】
第87回日本産業衛生学会（2014年5月岡山）
「健診時の特定保健指導初回面接の効果の検討」
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)，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

第55回日本人間ドック学会学術大会（2014年9月浜松）
「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」
鶴田浩子 1) 石元三千代 1) 佐藤義久 1) 加藤京子 1)，
河野陽子 1)，丸茂貴子 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
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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
2014 4月 東京

240

研修会・会議名＜参加人数＞
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＜ 1 ＞

開催 開催 開催
年度 月
地
2014 9月 東京

研修会・会議名＜参加人数＞
第一種衛生管理者 試験＜ 1 ＞

4月 東京

2014春LOVE49全国街頭予防啓発アクション＜1＞

9月 東京

平成 26 年度東京産婦人科医会 がん検診対策担当者会議＜ 1 ＞

4月 東京

東京都がん検診センター平成26年度マンモグラフィ研修会＜1＞

11月 新潟

平成26年度関東地方協議会＜1＞

5月 東京

第72回日本消化器内視鏡技師会＜3＞

11月 東京

腹部超音波検査研修会＜ 1 ＞

5月 名古屋 第12回NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 マンモグラフィ指導者研修会＜ 1 ＞

11月 東京

第3回NPO法人日本がん検診精度管理中央機構2014年度乳房超音波技術講習会＜ 1 ＞

6月 東京

東京産業保健推進センター研修 【職場における生活習慣病の予防】＜ 1 ＞

11月 東京

新宿労働基準協会 パート労働者の雇用管理実務講習＜ 1 ＞

6月 東京

第1回成育代謝異常症研究会 関東タンデムマス・スクリーニング・フォーラム＜6 ＞

11月 香川

平成 26 年度香川県乳がん検診従事者等講習会＜ 1 ＞

6月 東京

第30回NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 デジタルマンモグラフィ技術講習会＜1 ＞

11月 東京

第 1 回東京都がん検診センター 乳がん検診従事者講演会＜ 1 ＞

6月 東京

日本労働衛生コンサルタント会東京支部 平成26年 労働安全衛生研修会＜ 1 ＞

11月 東京

全国公益法人協会 公益法人実践簿記会計＜ 1 ＞

6月 東京

日本人間ドック健診協会 平成26年度通常総会・特別講演会＜ 2 ＞

11月 東京

第 29 回日本女性医学学会学術集会＜ 1 ＞

7月 東京

検体検査研修会＜1＞

11月 東京

J-START 研究班事務局 平成 26 年度 J-START 全国連絡会議＜ 2 ＞

7月 東京

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＜ 1 ＞

11月 東京

東京都福祉保健局 Tokyo健康ウォーク＜ 1 ＞

7月 東京

東京産業保健推進センター研修【快適職場づくりとメンタルヘルス対策及び法令に関して】＜ 1 ＞

12月 東京

平成 26 年度保健指導研修会＜ 2 ＞

7月 東京

社会福祉法人恩師財団母子愛育会総合母子保健センター 平成26年度先天性代謝異常症等検査技術者研修会＜ 1 ＞

12月 東京

保健師・看護師等研修会（保健指導コース）＜ 1 ＞

7月 東京

第93回NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 マンモグラフィ技術部門更新講習会＜1 ＞

12月 東京

労働衛生機関職員研修会基礎コース＜ 5 ＞

7月 東京

ひかり共同法律事務所 【事例で学ぶ労働法セミナー】＜2 ＞

12月 東京

第33回NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 デジタルマンモグラフィ技術講習会＜ 1 ＞

7月 東京

第1回東京都福祉保健局 東京都マンモグラフィ読影講習会＜ 1 ＞

12月 東京

第 42 回日本産業精神保健学会研修セミナー＜ 1 ＞

7月 東京

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＜ 1 ＞

12月 千葉

公益財団法人安全衛生技術試験協会 第一種衛生管理者免許試験＜ 1 ＞

7月 東京

第22回日本がん検診・診断学会総会＜1＞

7月 東京

PKU親の会・関東 総会＜1＞

1月 盛岡

平成 26 年度医師協議会＜ 2 ＞

7月 東京

第29回日本不整脈学会 第31回日本心電学会合同学術大会＜1 ＞

1月 東京

メンタルヘルス面接指導研修会Ⅰ ( 医師 ) ＜ 2 ＞

8月 千葉

第32回全国情報統計研修会＜4＞

1月 東京

VDT 健康診断研修会＜ 6 ＞

8月 東京

選別聴力検査研修会＜1＞

1月 東京

第2回東京都看護協会 楽しく看護を続けるために，誰もが身につけたい看護管理の基礎＜ 1 ＞

8月 東京

実務向上研修Ａコース【今どき若者とのコミュニケーションのとり方＜1 ＞

1月 東京

第37回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部 消化管造影技術研修会＜ 1 ＞

8月 神奈川 第21回AIDS文化フォーラムin横浜＜1＞

1月 徳島

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 打合せ＜ 1 ＞

8月 千葉

第18回日本ムコ多糖症研究会＜1＞

2月 鹿児島 平成 26 年度全国業務研修会＜ 4 ＞

8月 東京

2015 1月 東京

生化学検査研修会＜ 2 ＞

第1回東京都保健医療公社東京都がん検診センター 東京都マンモグラフィ技術講習会＜1 ＞

2月 沖縄

第 49 回予防医学技術研究会議＜ 8 ＞

8月 名古屋 NPO法人日本がん検診精度管理中央機構2014年度乳房超音波講習会実行委員会＜ 1 ＞

2月 東京

メンタルヘルス渉外担当者等研修会＜ 3 ＞

8月 熊本

第11回婦人科悪性腫瘍研究機構 婦人科がん会議＜1＞

2月 東京

生理機能検査研修会＜ 1 ＞

8月 広島

第97回NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 マンモグラフィ技術部門講習会＜ 1 ＞

2月 東京

肺がん CT 検診認定技師の更新講習会＜ 1 ＞

8月 名古屋 第2回NPO法人日本がん検診精度管理中央機構2014年度乳房超音波技術講習会＜1 ＞

2月 東京

東京都看護協会 看護にいかすリフレクション＜ 1 ＞

8月 名古屋 第2回日本がん検診精度管理中央委員会 乳房超音波技術講習会 講師＜ 1 ＞

2月 東京

公益財団法人日本対がん協会 第 5 回乳房超音波技術講習会＜ 1 ＞

8月 東京

2月 横浜

横浜市医師会主催 マンモグラフィ読影講習会＜ 1 ＞

8月 台湾・韓国 海外研修＜6＞

3月 東京

東電原発従事者への疫学的研究 担当者会議＜ 2 ＞

9月 東京

労働衛生サービス機能評価【施設認定実務責任者研修会】＜ 1 ＞

3月 浦和

平成 26 年度埼玉県医師会マンモグラフィ読影講習会＜ 1 ＞

9月 東京

身体機能低下を防ぐ実践セミナー＜1＞

3月 東京

第 21 回日本産婦人科乳腺医学会 市民公開講座＜ 1 ＞

9月 東京

第52回全国大学保健管理研究集会＜1＞

3月 東京

日本慢性腎臓病対策協議会 ストップ・ザ・腎不全〜CKDのチーム医療＜1＞

9月 東京

第1回日本がん検診精度管理中央委員会 乳腺超音波読影講習会＜ 1 ＞

3月 東京

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＜ 1 ＞

9月 東京

ひかり共同法律事務所 【事例で学ぶ労働法セミナー】＜2 ＞

3月 東京

国立がん研究センターがん対策情報センター 全国がん検診指導者講習会＜ 1 ＞

9月 東京

第2回日本労働衛生コンサルタント会東京支部 労働安全衛生研修会＜ 1 ＞

3月 アメリカ aium hosting WFUMB ＜ 1 ＞

9月 東京

公益財団法人 東京都臨床検査技師会血液形態検査（血液像・骨髄像）実技講習会＜1 ＞

日本心臓財団 健康ハートの日＜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

2014 4月 京都
4月 東京

学会名＜参加人数＞

開催月

開催地

学会名＜参加人数＞

第114回日本外科学会定期学術集会＜1＞

7月 宇都宮 第56回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜3＞

第118回日本眼科学会総会 市民公開講座＜1＞

7月 東京

第22回日本がん検診・診断学会総会＜6＞

4月 神奈川 第70回日本放射線技術学会＜1＞

8月 広島

第41回日本マススクリーニング学会学術大会＜4＞

4月 東京

第41回日本内科学会講演会＜2＞

9月 福岡

第55回日本人間ドック学会＜6＞

4月 東京

第111回日本内科学会講演会＜1＞

9月 広島

第11回日本乳癌学会中国四国地方会＜1＞

4月 京都

第37回日本呼吸器内視鏡学会 学術集会＜1＞

9月 神奈川 第73回日本癌学会学術集会＜1＞

4月 東京

第66回日本産婦人科学会臨時総会学術講演会＜3＞

11月 石川

第64回全国学校保健研究大会 第45回全国学校保健・学校医大会＜2＞

4月 東京

第100回日本消化器病学会総会＜1＞

11月 群馬

第24回日本乳癌検診学会学術総会＜6＞

4月 福岡

第87回日本内分泌学会 学術総会＜1＞

11月 山口

第53回日本臨床細胞学会秋期大会＜5＞

4月 大阪

第54回日本呼吸器学会 学術講演会＜1＞

11月 宮城

第56回日本先天代謝異常学会総会 第12回アジア先天代謝異常症シンポジウム＜2＞

5月 横浜

第87回日本超音波医学会＜2＞

11月 高知

第66回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会＜1＞

5月 岡山

第87回日本産業衛生学会＜4＞

11月 大阪

第57回日本甲状腺学会学術集会＜1＞

5月 東京

第50回日本肝臓学会総会＜1＞

11月 大阪

第23回日本婦人科がん検診学会学術総会＜5＞

6月 横浜

第55回日本臨床細胞学会総会＜7＞

6月 福井

第53回日本消化器がん検診学会＜2＞

1月 東京

平成26年度保険者交流会＜1＞

6月 神戸

第37回日本人間ドック学会 人間ドック健診認定医・専門医研修会＜1＞

2月 大阪

第22回日本CT検診学会学術集会＜3＞

6月 東京

第21回日本がん予防学会総会＜1＞

2月 東京

第24回日本乳癌画像研究会＜1＞

6月 名古屋 第39回日本超音波検査学会学術集会＜1＞

2月 盛岡

第27回日本消化器画像診断情報研究会岩手大会＜1＞

6月 東京

第16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＜2＞

2月 富山

日本総合健診医学会第43回大会＜2＞

7月 岡山

第50回日本小児循環器学会総会＜2＞

3月 札幌

日本マススクリーニング学会技術部会 第33回研修会＜1＞

7月 静岡

第40回日本肺癌学会 肺癌診断会及び画像診断セミナー＜1＞

3月 長岡

日本消化器がん検診学会関東甲信越支部 第47回放射線部会学術集会＜2＞

7月 大阪

第22回日本乳癌学会学術総会＜1＞

3月 東京

第43回日本産業精神保健学会研修セミナー＜1＞

2015 1月 東京

日本産婦人科乳腺医学会 第8回乳房超音波講習会 ＜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，ジョイセフ理事，
予防医学事業中央会理事，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，
東京都職域連携がん対策事業アドバイザー，新宿区健康づくり推進協議会副委員長，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

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，
公益社団法人母子保健推進会議理事

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

全国労働衛生団体連合会理事

清水

秀人
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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，埼玉産業保健総合支援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，日本産業衛生学会会員

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

坂

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，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，
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，
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支部消化器撮影技術研究班班長，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，
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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