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学会・研究会等での活動

検査研究センター

【学会・研究会】

第54回日本臨床細胞学会秋季大会（2015年10月名古屋）

ワークショップ8「子宮頸がん検診の精度管理―細胞診，

採取器具，標本作製」座長

木口一成

【学術講演講師】

（木口一成）

・第56回日本臨床細胞学会（2015年6月島根）

ランチョンセミナー「べセスダシステム時代の子宮頸が

ん検診における細胞診の精度管理とLBCの有用性につ

いて」

・第129回関東連合産科婦人科学会学術集会（2015年6月

東京）

ランチョンセミナー「べセスダシステムを巡って」

・第57回日本婦人科腫瘍学会学術講演会（2015年8月岩

手）

教育講演2「子宮頸がんの予防」

・平成27年度予防医学事業中央会医師協議会（2016年3

月東京）

第1部「がん検診」基調講演2「子宮頸がん検診の現状と

課題」

【講演会講師】

（木口一成）

・シスメックス社社内講演会（2015年7月神戸）

特別講演「べセスダシステム時代の子宮頸がん検診にお

ける細胞診の精度管理とLBCの有用性について」

・検査研究センター細胞診カンファレンス（2015年7月

東京）

講演「べセスダシステム時代の子宮頸がん検診における

細胞診の精度管理とLBCの有用性について」

【論文・他】

・ヘルス＆ライフ2015年4月発行，p12

「がん発見の決め手・奥の手，子宮頸がん」

木口一成

・群馬県臨床検査技師学会誌2015年4月，第54巻1号，

P1～4

「べ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，伊藤良彌，長谷川壽彦

・東京産婦人科医会ホームページにリンクする本会液状

化検体細胞診（LBC）宣伝のためのビデオ作製（2015年

12月）

「信頼できる子宮頸がん検診～細胞採取～液状法（LBC）」

木口一成，田口直樹，伊藤良彌，長谷川壽彦

・第74回日本癌学会（2015年10月名古屋市）

ポスター発表「糖脂質硫酸基転移酵素遺伝子の導入によ

るヒト子宮内膜癌細胞の形質変化」共同研究者

田中京子，久布白兼行，石渡勇，青木大輔，三上幹男，

木口一成，岩森正男

・第50回予防医学技術研究会議（2016年2月仙台市）

子宮頸がん検診「子宮頸がん検診における腺型病変の成

績とその検討」発表指導

木内真弓，久保田有紀，吉田志緒子，石山功二，木口一

成，伊藤良彌，長谷川壽彦

がん検診・診断部

【学会・研究会】

第34回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2015年5月東京）

一般演題「線維腺腫として1年間経過を見た粘液癌の一

例」

坂 　佳奈子

第54回日本消化器がん検診学会総会（2015年6月大阪）

「健診施設における大腸がん検診のプロセス指標の改善

を目指して」

坂　佳奈子，小野良樹，鈴木康元
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第23回日本乳癌学会学術総会（2015年7月東京）

・シンポジウム18　乳癌検診における超音波検査の意義

「乳房超音波検査の利益・不利益」

坂　佳奈子

・ポスター「画像で悪性を強く疑われた検診発見の乳管

内乳頭腫の2例」

坂　佳奈子1），服部裕昭2），齋藤光江3），須田恵美3）

1）東京都予防医学協会

2）立川病院外科

3）順天堂大学順天堂医院乳腺外科

乳癌最新情報カンファレンス（2015年8月福岡）

・特別企画「明日から役立つ超音波セミナー」コメンテー

ター

坂　佳奈子

・ポスター「検診で発見された乳がんの超音波像」

坂　佳奈子

第35回日本乳腺甲状腺超音波医学会総会（2015年10月

岩手）

・用語診断基準委員会企画「BI-RADSをよく知ろう！」

mass・Tissue Compositionの解説

坂　佳奈子

・教育セミナー8「乳腺―検診のフローチャート」

坂　佳奈子

・シンポジウム1　超音波検診における要精査基準の検

証

「検診フローチャートの検証　J-START介入群のデータ

解析より」

坂　佳奈子，矢島晴美，北尾智子，小野良樹

第25回日本乳癌検診学会学術総会（2015年10月つくば）

・ワークショップ3　総合判定の開始に向けてソフト面・

ハード面で何をすべきか？

「MG・USの併用検診における総合判定の役割とその方

法」

坂　佳奈子

・ワークショップ4　全国集計報告とプロセス指標設定

について

「海外の数値目標の紹介」

坂　佳奈子

・シンポジウム1　40歳代に対する乳がん検診―

J-STARTの結果を踏まえて

「総合判定：どのようなシステムを作ってどのような結

果を作成するか」

坂　佳奈子

【講演会講師】

（坂　佳奈子）

・第58回阪南乳腺疾患研究会「乳がん検診の今後の展望」

（2015年8月大阪）

・東京海上あんしん生命　お客様をがんからお守りする

運動「がん検診の今，そして未来」（2015年10月東京）

・平成27年度横浜市医師会マンモグラフィ研修会「乳房

超音波検診の有効性の検証（J-START）の成果と総合判

定の方法」（2016年2月横浜）

【講習会講師】

（坂　佳奈子）

・第13回マンモグラフィ読影指導者講習会（2015年5月

東京）

・平成27年度第1回東京都マンモグラフィ読影講習会

（2015年7月東京）

・第10回超音波従事者のためのマンモグラフィ講習会

（2015年7月名古屋）

・神奈川県マンモグラフィ読影講習会（2015年9月横浜）

・第3回乳房超音波医師講習会（2015年9月東京）

・第2回精中機構超音波指導者講習会（2015年9月岩手）

・第34回マンモグラフィ講習会（2015年10月名古屋）

・第37回マンモグラフィ更新講習会（2015年10月東京）

・第1回総合判定講習会（2015年11月つくば）

・第3回精中機構超音波講習会（2015年12月東京）

・山梨県マンモグラフィ読影講習会（2015年1月山梨）

・平成27年度第2回東京都マンモグラフィ読影講習会

（2016年1月東京）

・日本超音波医学会超音波診断講習会（2016年1月京都）

・横浜市マンモグラフィ講習会（2016年3月横浜）

・埼玉県医師会マンモグラフィ読影講習会（2016年3月

浦和）

【論文】

（坂　佳奈子）

1． Recall criteria for Ultrasound breast cancer 

screening : J. Med. Ultrasonics, Feb. 16, 2016, 43:301-
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2． 「全国集計報告とプロセス指標設定について」日本乳

癌検診学会誌　vol25, No.1, Mar.2016:47-50

健康支援センター

【学会・研究会】

第23回日本がん検診・診断学会総会（2015年8月札幌）

特別講演II「 がん免疫とがん検診，診断，治療」司会

金子昌弘

第23回日本ＣＴ検診学会学術集会（2016年2月千葉）

・「低線量ＣＴによる総合的健康診査の可能性」

金子昌弘

・特別講演2「世界と日本の肺がんＣＴ検診のエビデンス

と今後の動向：有効性評価を中心に」座長

金子昌弘

・共同発表「肺がんＣＴ検診における肺気腫の経年解析」

島田幸治　共同演者　金子昌弘

・共同発表「肺野型肺がんの好発部位」

松井英介　共同演者　金子昌弘，坂野充子，渡邊聡子

・共同発表「ALCAの発見肺癌の生存率と病期分布から

求めた予測相対リスクの比較」

飯沼　武　共同演者　金子昌弘

・共同発表「肺がんＣＴ検診のコンピュータ支援検出シ

ステム」

鈴木秀宣　共同演者　金子昌弘

・共同発表「3次元マルチスライスＣＴ画像を用いた気管

支・肺動静脈描出法」

松廣幹雄　共同演者　金子昌弘

・共同発表「胸部ＣＴ画像を用いた骨粗しょう症診断支

援システム」

米田和也　共同演者　金子昌弘

第4回日本タバコフリー学会学術大会（2015年9月松山

市）

・口演「個人としての禁煙活動の方法」

金子昌弘　

・シンポジウム「分煙への流れを断とう」座長

金子昌弘

総合健診部

【学会・研究会】

（三輪祐一）

・健康開発科学研究会　保健指導・健診部会「ストレス

チェックの実際～ストレスチェック導入の課題～」総合

司会（2015年6月）

・全国労働衛生団体連合会　健診品質の維持等に関する

検討委員会第1回（2015年8月）

・全国労働衛生団体連合会　健診品質の維持等に関する

検討委員会第2回（2016年1月）

・全国労働衛生団体連合会　健診品質の維持等に関する

検討委員会第3回（2016年3月）

・全国労働衛生団体連合会「健診品質の維持等に関する

検討結果報告書」（2016年3月）健診品質の維持管理に関

する検討委員会

・健康開発科学研究会健指導・健診部会「健康経営を考

える」総合司会（2015年10月）

・第44回日本総合健診医学会　一般演題（口演）「循環器

（2）」座長（2015年11月）

・第295回関東産業健康管理研究会「眼科疾患と就労」司

会（2015年12月）

【総説】

有効な健康診断を実施することの意義（産業医学ジャー

ナルVol.38No.5 p.84̃86  2015年9月）

三輪祐一

【講演会講師】

（三輪祐一）

・産業医，保健師等のストレスチェックの実施者に対す

る研修　埼玉産業保健総合支援センター（2015年8月）

・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー「職

場における救急体制」（2015年6月埼玉）

・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー「メ

ンタルヘルス問診と事後措置およびハラスメント対策に

ついて」（2015年9月埼玉）

・平成27年度獨協医科大学産業医講習会「メンタルヘル

ス対策」，「健康保持増進」（2015年9月栃木）

・埼玉産業保健総合支援センター「産業医，保健師等の

ストレスチェックの実施者に対する研修」（2015年8月

埼玉）

・埼玉産業保健総合支援センター「産業医，保健師等の
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ストレスチェックの実施者に対する研修」（2015年10月

埼玉）

・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー「職

場における感染症対策」（2015年11月埼玉）

・埼玉産業保健総合支援センター産業保健セミナー「職

場における救急体制」（2016年1月埼玉）

・日本総合健診医学会　平成27年度ストレスチェック研

修会パネルディスカッション「ストレスチェック導入に

おける問題点」パネラー（2015年7月東京）

【コメンテーター】

（三輪祐一）

・厚生労働省第11回実務担当者による特定健診・特定保

健指導等に関するワーキンググループ（2015年11月東

京）

・厚生労働省第12回実務担当者による特定健診・特定保

健指導等に関するワーキンググループ（2015年12月東

京）

・厚生労働省第13回実務担当者による特定健診・特定

保健指導等に関するワーキンググループ（2016年2月東

京）

検診検査部

【学会・研究会】

日本超音波医学会関東甲信越地方会第27回学術集会

（2015年11月東京）

「検診における膵所見の成績について」

信太彩子

第50回予防医学技術研究会（2016年2月仙台）

・「HbA1c健診・検査データ共有化事業 平成26年度報

告」

大野直子

・「海外長期滞在者の帰国時健診における寄生虫検査成

績について（第6報）」

加藤ゆかり

・「学校心臓検診一次検査における個人ID運用」

大場由里加

【講演会講師】

・全衛連腹部超音波検査研修会中級コース（2015年9月

東京）

神宮字広明

・全衛連超音波検査講習会（2015年11月東京）

神宮字広明

・予防医学事業中央会生理機能検査研修会（2016年1月

東京）

神宮字広明，信太彩子

・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（2016年2月東京）

神宮字広明，矢島晴美

【コメンテイター】

全衛連生理機能検査講習会（2016年2月東京）

神宮字広明

母子保健検査部

【学会・研究会】母子保健検査1科，2科

第54回日本臨床細胞学会秋期大会（2015年11月名古屋）

「病理・細胞診セミナー子宮頸部腺系」

仲本　美智子

第50回予防医学技術研究会議（2016年2月仙台）

「子宮頸がん検診における腺系病変の成績とその検討」

木内　真弓

【講習会講師】

（石山　功二）

・東京都臨床検査技師会 東支部研修会（2015年4月東京）

「子宮内膜の細胞診」

・東京都臨床検査技師会 西支部研修会（2015年6月東京）

「子宮内膜の細胞診」

・東京都臨床検査技師会 南支部研修会（2015年9月東京）

「子宮内膜の細胞診」

・東京都臨床検査技師会 北支部研修会（2015年11月東

京）

「子宮内膜の細胞診」

放射線部

【学会・研究会】

第25回日本乳癌検診学会総会（2015年10月つくば）

「マンモグラフィ撮影技師の読影向上の取組～第2報」

細谷小百合，富樫聖子，小見戸友恵，古賀知子，伊藤裕美，

根本夕紀，佐々木みゆき，八木真央，坂　加奈子，小野良樹
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【講習会講師】

第198回東京支部技術フォーラム（2015年6月東京）

「上部消化管撮影に必要な基礎知識　X線解剖と病理に

ついて」

佐藤清二

第198回東京支部技術フォーラム（2015年6月東京）

「上部消化管撮影に必要な基礎知識　読影の基礎」

富樫聖子

健康増進部

【学会発表】

第50回予防医学技術研究会議（2016年2月仙台）

「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～2年目の取り組み～」

鶴田浩子1） ，石元三千代1） ，松村えり子1） ，田代淑子1） ，

佐藤義久1） ，加藤京子1） ，武井陽子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

看護部

【学会発表】

第25回日本乳癌検診学会学術総会（2015年10月つくば）

ワークショップ1　受けてよかった乳がん検診にするた

めの工夫

「乳がん検診受診率向上の工夫」

野田尚子，麻生由美，坂　佳奈子，小野良樹
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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＞
開催
年度

開催
月

開催
地

研修会・会議名＜参加人数＞

2015 ４月 東京 LOVE49プロジェクト　2015年春LOVE49全国街頭予防・啓発アクション＜１＞ 2015 10月 東京 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第37回マンモグラフィ更新講習会＜１＞

４月 東京 一般社団法人日本経済青年協議会新入社員ビジネス基礎講座＜２＞ 10月名古屋 第2回中部新生児マススクリーニング勉強会＜１＞

４月 東京 東京労働基準協会連合会　第1種衛生管理者準備試験講習＜２＞ 10月東京 東京都看護協会　医療経済論＜１＞

４月 名古屋 NPO法人日本乳癌検診精度管理中央機構第33回マンモグラ
フィ読影講習会＜１＞ 10月東京 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＞

５月 東京 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＞ 10月東京 第13回茨城県消化器内視鏡技師研究会＜１＞

５月 徳島 徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究部
多元計算解剖ﾓﾃﾞﾙを利用した腫瘍診断支援ｼｽﾃﾑに関する研究＜１＞ 10月東京 平成27年度先天性代謝異常・内分泌疾患マススクリーニング基礎理論研修会＜２＞

５月 東京 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　第13回マンモグラフィ読影指導者研修会＜１＞ 10月 鳥取 第60回予防医学事業推進全国大会＜５＞

５月 東京 第105回マンモグラフィ技術部門更新講習会1日目＜１＞ 10月 那須塩原平成27年度予防医学事業推進関東甲信越地区会議＜５＞

５月 東京 労働安全衛生法に基づくｽﾄﾚｽﾁｪｯｸと面接指導研修会及び全衛連ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ処理ｼｽﾃﾑ説明会＜２＞ 11月 東京 第50回東京思春期保健研究会＜１＞

６月 東京 日本人間ドック健診協会　平成27年度通常総会/特別講演会＜１＞ 11月東京 Tokyo 健康ウォーク2015＜１＞

６月 東京 恩賜財団母子愛育会　平成27年度新生児ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査技術者等研修会＜１＞ 11月東京 日本内分泌学会　第25回臨床内分泌代謝Update 市民公開講座＜１＞

６月 東京 第28回東京消化器内視鏡技師会セミナー＜３＞ 11月東京 平成27年度関東消化器内視鏡医学講習会＜２＞

７月 東京 第1回東京都マンモグラフィ読影講習会＜１＞ 11月高岡 平成27年度　全衛連運営研究協議会＜３＞

７月 東京 産業医科大学・産業生態科学研究所
一般健診の有用性に関する実態調査のｸﾞﾙｰﾌﾟｲﾝﾀﾋﾞｭｰ＜１＞ 12月東京 NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会　第42回デジタルマンモグラフィ技術講習会１日目＜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月東京 平成27年度三鷹市医師会産業医学講習会　第44回日本産業精神保健学会研修セミナー＜１＞

７月 東京 日本乳がん検診精度管理中央機構読影教材整備検討会＜１＞ 12月東京 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構第6回乳房超音波技術講習会＜１＞

７月 名古屋 第10回日本乳がん検診精度管理中央機構
超音波検査従事者のためのマンモグラフィ読影講習会　講師＜１＞ 12月東京 純音（気導）聴力検査研修会＜１＞

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 平成27年度　保健指導研究会＜２＞

７月 東京 一般社団法人新宿労働基準協会　業務上災害・通勤災害の保険給付手続きAtoZ講習会＜１＞ 12月 横浜 平成27年度　職場のストレスチェック活用セミナー＜１＞

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＜１＞ 2016 １月 東京 日本人間ドック健診協会平成27年度　保険者交流会＜３＞

７月 東京 医療ICTカンファレンス2015＜１＞ １月 京都 一般社団法人日本超音波医学会　超音波診断講習会(乳腺)＜１＞

７月 東京 検体検査研修会＜２＞ １月 甲府 山梨県医師会及び日本乳がん検診精度管理中央機構　山梨県マンモグラフィ講習会＜１＞

８月 名古屋 NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構　2015年度乳房超音波講習会実行委員会・試験委員会＜１＞ １月 東京 一般社団法人新宿労働基準協会　法改正セミナー＜１＞

８月 東京 平成27年度PKU親の会　関東総会＜１＞ １月 東京 東京都及び日本乳がん検診精度管理中央機構　第2回東京都マンモグラフィ読影講習会＜１＞

８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＞ １月 東京 ストレスチェック事後指導研修会Ⅰ＜１＞

８月 福岡 第16回乳癌最新情報カンファレンス＜１＞ １月 東京 VDT健康診断研修会＜２＞

８月 堺 第58回阪南乳腺疾患研究会＜１＞ １月 大阪 平成27年度　全国業務研修会＜３＞

８月 東京 東京都看護協会　結核の動向を知る＜１＞ １月 東京 生理機能検査(心電図)研修会＜２＞

８月 東京 NPO日本感染管理支援協会2015年度感染対策セミナー＜２＞ ２月 徳島 徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究部
多元計算解剖ﾓﾃﾞﾙを利用した腫瘍診断支援ｼｽﾃﾑに関する研究＜１＞

８月 福岡 第33回全国情報統計研修会＜４＞ ２月 横浜 平成27年度　横浜市医師会マンモグラフィ研修会＜１＞

９月 横浜 神奈川県医師会主催　マンモグラフィ読影講習会＜１＞ ２月 東京 第117回マンモグラフィ技術部門更新講習会2日目＜１＞

９月 東京 第3回NPO法人日本乳癌検診精度管理中央機構第3回乳房超音波医師講習会＜１＞ ２月 東京 ストレスチェック渉外担当者等研修会＜２＞

９月 盛岡 第35回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会＜１＞ ２月 東京 生理機能検査研修会＜１＞

９月 東京 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＞ ２月 東京 労働衛生機関職員研修会基礎コース＜３＞

９月 東京 平成27年度厚生労働科学研究費補助金　斎藤班　がん検診のプロセス指標基準値設定に関するワーキンググループ＜１＞ ２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における「心理的影響調査に係る構造化面接実地研修会」＜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＞ ２月 東京 肺がんCT検診認定技師更新講習会＜１＞

９月 東京 第6回HECTEFセミナー＜１＞ ２月 仙台 第50回予防医学技術研究会議＜１０＞

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 東京 女性の健康支援のための社会連携構築シンポジウム＜１＞

９月 東京 腹部超音波検査研修会(中級コース)＜１＞ ３月 東京 日本慢性腎臓病対策協議会　CKD啓発イベント講演会「新たなCKD対策にむけて」＜１＞

10月東京 第20回日本ライソゾーム病研究会＜１＞ ３月 東京 日本消化器内視鏡学会　内視鏡技師試験＜３＞

10月東京 東京都福祉保健局　ピンクリボンin東京2015＜１＞ ３月 東京 平成27年度第2回　日本産業精神保健学会研修セミナー＜１＞

10月つくば 平成27年度J-START全国連絡会議および運営委員会合同会議＜２＞ ３月 横浜 横浜市医師会主催　マンモグラフィ読影講習会＜１＞

10月名古屋 第34回日本乳癌検診精度管理中央機構　マンモグラフィ読影講習会＜１＞ ３月 浦和 平成27年度　埼玉県医師会乳がんマンモグラフィ読影講習会＜１＞

10月東京 東京都看護協会　看護実践にいかすリスクマネジメントとKYT＜１＞ ３月 東京 日本消化器内視鏡学会　内視鏡技師試験＜３＞

10月東京 新宿区健康部四谷保健セミナー女性のための健康セミナー＜１＞ ３月 東京 平成27年度第2回　日本産業精神保健学会研修セミナー＜１＞

10月東京 東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究甲状腺超音波講習会＜２＞ ３月 東京 予防医学事業中央会　医師協議会＜１＞

10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 鹿児島 日本マス・スクリーニング学会技術部会　第34回研修会＜３＞
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開催月 開催地 学会名＜参加人数＞ 開催月 開催地 学会名＜参加人数＞

2015 ４月横浜 公益財団法人日本産科婦人科学会臨時総会ならびに第67回学術講演会＜１＞ 2015 ８月 山梨 第75回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会＜１＞

４月横浜 第67回日本産科婦人科学会学術講演会＜１＞ ８月 東京 第42回日本マススクリーニング学会学術集会＜５＞

４月京都 第112回日本内科学会講演会＜２＞ ８月 大津 第34回日本思春期学会総会・学術集会＜１＞

４月京都 第29回日本医学会総会＜１＞ ９月 浜松 第40回日本医用マススペクトル学会年会＜１＞

４月名古屋 第115回日本外科学会定期学術集会＜１＞ ９月 松山 第4回日本タバコフリー学会学術大会＜１＞

４月横浜 第71回日本放射線技術学会総会学術大会＜１＞ 10月 横浜 日本臨床検査自動化学会第47回大会＜２＞

４月東京 第55回日本呼吸器学会学術講演会＜１＞ 10月 東京 JDDW TOKYO2015　日本消化器病学会・日本消化器がん検診学会・肝臓学会＜１＞

４月大阪 第79回日本循環器学会学術集会＜１＞ 10月 東京 第75回日本消化器内視鏡技師学会＜３＞

５月大阪 第88回日本産業衛生学会＜４＞ 10月 つくば 第25回日本乳癌検診学会学術総会＜９＞

５月東京 日本超音波医学会第88回学術集会＜２＞ 11月 新潟 第49回日本側彎症学会＜３＞

６月大阪 第54回日本消化器がん検診学会総会＜３＞ 11月 大阪 第57回日本先天代謝異常学会　第13回アジア先天代謝異常症シンポジウム＜１＞

６月島根 第56回日本臨床細胞学会総会＜２＞ 11月 東京 第27回日本超音波医学会関東甲信越地方会学術集会＜２＞

６月軽井沢 第12回婦人科がん会議＜１＞ 11月 福島 第67回日本気管食道科学会総会ならびに学術講演会＜１＞

６月東京 第22回日本産業精神保健学会＜１＞ 11月 名古屋 第54回日本臨床細胞学会秋期大会＜６＞

７月東京 第23回日本乳癌学会学術総会＜１＞ 11月 横浜 第56回日本肺癌学会学術集会＜１＞

７月東京 第51回日本小児循環器学会総会・学術集会＜７＞ 12月 松山 第65回全国学校保健研究大会　第46回全国学校保健・学校医大会＜２＞

７月横浜 第56回日本人間ドック学会学術大会＜９＞ 2016 １月 東京 第44回日本総合健診医学会＜１＞

８月盛岡 第57回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜１＞ ２月 千葉 第23回日本CT検診学会学術集会＜２＞

８月札幌 第23回日本がん検診・診断学会総会＜６＞ ２月 名古屋 第25回乳癌画像研究会＜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。

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

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　 登

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，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，日本人間ドック検診協会事務管理職委員 大畠　利彦

日本小児循環器学会学校心臓検診委員会委員，東京思春期保健研究会幹事 阿部　勝己

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　祐一

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　佳奈子

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・診断学会理事長，
日本ＣＴ検診学会名誉会員，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
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学会・委員会・研究会等の名称 協力者・協力部門

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 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，
日本人間ドック健診協会超音波検査技師委員，日本超音波検査学会代議委員，日本超音波検査学会専門部会検診領域委員

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

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学会関東甲信越支部放射線部会世話人，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長，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，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27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 企画調整課


