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東京産婦人科医会城南五医師会学術講演（2016 年 11 月

検査研究センター

大田区）

【学会・研究会】
第 24 回日本がん検診・診断学会（2016 年 9 月東京）

特別講演「ベセスダシステムにおける精度管理について」

ワークショップ「がん検診と診療の境界線はいかにある

木口一成

べきか」
講演「婦人科領域におけるがん検診と診療の連携について」
木口一成，伊藤良彌，長谷川壽彦

産婦人科院内講演会（2017 年 1 月東京）
「女性の味方エクオール―新しいイソフラボン代謝物の
有用性」座長

平成 27 年度東京産婦人科医会がん検診対策担当者会議

木口一成

（2016 年 9 月東京）
特別講演「本会における子宮がん検診の精度管理の取り

松戸・流山産婦人科医会学術講演会（2017 年 2 月松戸市）

組みについて」

特別講演「子宮頸がん検診の現場と今後―LBC を用いた

木口一成，伊藤良彌，長谷川壽彦

併用検診の展望」
木口一成

第 75 回日本癌学会（2016 年 10 月横浜）
ポスター発表，糖鎖及び糖転移酵素（2）
「各種卵巣癌由来細胞の糖脂質と抗がん剤耐性との関係」

【論文・他】
・
「婦人科検診とは」健診・人間ドックハンドブック（改
訂 6 版）

田中京子，木口一成，岩森正男

木口一成，中外医学社，p264-272, 2016. 7.
第 31 回長野県臨床細胞学会総会（2016 年 10 月長野県）

・
「外因再発悪性黒色腫再発診断に外陰擦過細胞診が有

特別講演「子宮がん検診におけるLBC の有用性について」

用であった一例」

木口一成

朱丞華，木口一成，日本臨床細胞学会誌 55 巻；p334339, 2016. 9.

JICA 草の根技術協力事業（2016 年 10 月東京）
「カンボジア工場労働者のための子宮頸がんを入口とし

・「Enhanced expression of unique gangliosidesGM2determinant in human uterine cervical carcinoma-

た女性ヘルスケアプロジェクト（2015 〜 2017 年）
」に協

derived cell lines」

力。来日した 4 名のカンボジア産婦人科医師に子宮がん

K. Tanaka, K. Kiguchi, M. Iwamori.

検診の現場の見学，スライドの鏡検，講義「Eﬀorts on

Glycoconjugate Journal vol. 33, Issue5, p745-754,

the quality control of uterine cancer screening by the

October 2016.

association」を施行。

・
「本会における子宮がん検診の精度管理への取り組み

木口一成，西野るり子

について」
木 口 一 成， 東 京 都 産 婦 人 科 医 会 誌 第 49 号， ｐ 72-79.

第 25 回日本婦人科がん検診学会（2016 年 11 月東京）

2017. 1.

シンポジウム 3「LBC の進歩」座長
木口一成
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【講演会講師】

がん検診・診断部

（坂 佳奈子）

【学会・研究会】
第 36 回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2016 年 5 月京都）

・山形県乳癌検診講習会「乳がん検診の現状と今後につ

ワークショップ「検診現場でカラードプラはどのように

いて」
（2016 年 5 月山形）

使われているのか？―自施設の経験から」

・第 12 回金沢乳腺フォーラム「乳房超音波検診の有効性

パネルディスカッション 乳がん検診における総合判定

の検証（J-START）の成果と総合判定の方法」
（2016 年 7

「乳がん検診における総合判定での技師の役割・技師の

月金沢）

役割」

・板橋区保健所 女性健康支援セミナー「早期発見・早

坂 佳奈子

期治療のためのマンモグラフィ検診」
（2016 年 10 月東
京・板橋）

第 89 回日本超音波医学会学術集会（2016 年 5 月京都）

・第 32 回埼玉県乳がん検診セミナー「マンモグラフィと

パネルディスカッション

超音波検診の総合判定：その方法と問題点」
（2017 年 2

超音波検査環境に関する工

夫・アイディア

月埼玉）

「乳がん検診・乳房超音波検査における女性医師・女性
技師の役割」

【論文・著書】

坂 佳奈子

（坂 佳奈子）
・日本乳癌検診学会誌 vol. 25. No2. 134-138. Jun. 2016

第 24 回日本乳癌学会各術総会（2016 年 6 月東京）

「40 歳代に対する乳がん検診 -JSTART の結果を踏まえて

ポスター発表「検診から精密検査までセンター化された

総合判定：どのようなシステムを作ってどのような結果

検診施設を目指して」

を作成するのか」

坂 佳奈子

・日本乳癌検診学会誌 vol. 25. No2. 149-152. Jun. 2016
「総合判定の開始に向けてソフト面・ハード面はどうす

第 24 回日本がん検診診断学会総会（2016 年 7 月東京）

べきか？ MG・US の併用検診における総合判定の役割

教育セミナー 各領域における超音波検診の現状と今後

とその方法」

の展開

・
「新・乳房画像診断の勘所」メディカルビュー社 （共

「乳がん検診における US 検診の今後の展望」
坂 佳奈子

同執筆）
・
「知っておきたい乳房超音波画像とスケッチの書き方」
文光堂

第 26 回日本乳癌検診学会総会（2016 年 11 月久留米）

・
「Veriﬁcation of recall criteria for masses detected on

一般演題「20 代，30 代の乳がん検診は必要か？」

ultrasound breast cancer screening」J.Med.Ultrasonics

坂 佳奈子

（2017）

第 36 回日本画像医学会（2017 年 2 月東京）

【講習会講師】

総合診療セミナー 読影の基本および乳がん検診と診療

（坂 佳奈子）

の役割

・栃木県乳房超音波講習会（2016 年 4 月宇都宮）

「乳房超音波ガイドラインに基づくカテゴリー判定およ

・第 35 回マンモグラフィ講習会（2016 年 4 月名古屋）

び診断の方法」

・第 15 回マンモグラフィ指導者講習会（2016 年 5 月名古

坂 佳奈子

屋）
・第 5 回乳房超音波講習会（2016 年 7 月名古屋）
・平成 28 年度第一回東京都マンモグラフィ読影講習会
（2016 年 7 月東京）
・神奈川県マンモグラフィ読影講習会（2016 年 9 月東京）
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・第 6 回乳房超音波講習会（2016 年 9 月東京）

音波検査」

・第 7 回乳房超音波講習会（2016 年 10 月東京）

神宮字広明

・第 36 回マンモグラフィ講習会（2016 年 10 月名古屋）
・第 8 回乳房超音波講習会（2016 年 12 月東京）

【講習会講師】

・平成 28 年度第二回東京都マンモグラフィ読影講習会

・全衛連腹部超音波検査研修会中級コース（2016 年 9 月

（2017 年 1 月東京）

東京）

・横浜市マンモグラフィ講習会（2017 年 3 月横浜）

神宮字広明

・第 3 回東京都予防医学協会超音波講習会（2017 年 3 月東

・全衛連超音波検査講習会基礎コース（2016 年 11 月東

京）

京）

・さいたま乳房超音波講習会（2017 年 3 月埼玉）

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（2017 年 2 月東京）

検診検査部

神宮字広明，矢島晴美

【学会・研究会】
第 41 回日本超音波検査学会学術集会（2016 年 6 月仙台）
パネルディスカッション「腹部超音波検診の課題を検証

【コメンテイター】

する」

・全衛連生理機能検査講習会（2017 年 2 月東京）

神宮字広明

神宮字広明

第 37 回日本乳腺甲状腺超音波医学会（2016 年 10 月埼玉）

母子保健検査部

「乳房用超音波画像診断装置 Invenia（ABUS）の本会女

母子保健検査 1 科 2 科
【学会・研究会】

性職員に対する使用経験」

第 55 回日本臨床細胞学会秋期大会（2016 年 11 月大分）

北尾智子

教育講演「細胞診から考える境界病変：WHO 分類改定
第 28 回日本超音波医学会関東甲信越地方会学術集会

の影響」座長
吉田志緒子

（2016 年 10 月東京）
「検診にて経過観察後切除された早期胆嚢癌の１例」

第 51 回予防医学技術研究会議（2017 年 2 月広島）

小林和美

「HPV 検査における cobas4800 の使用経験」
第 51 回予防医学技術研究会（2017 年 2 月広島）

松江隆之

・
「学校心臓検診二次検診における心臓超音波検査の成績」
【講習会講師】

池田佐智子
・
「学校脊柱側彎症検診における個人 ID 運用」

静岡県臨床細胞学会西部地区細胞診従事者講習会（2017

程田琴美

年 1 月）
「子宮内膜細胞診判定のポイント―腺癌を見落とさない

・学校保健Ⅰ（座長）
神宮字広明

ために」

・フォーラムディスカッション「新しい健康増進事業の

吉田志緒子

構築」
（座長）
小児スクリーニング科

神宮字広明

【学会・研究会】
予防医学事業中央会平成 28 年度医師協議会（2017 年 3 月

「早産児における先天性副腎過形成症の検討」

大阪）
「超音波検査データにおける医師と技師の連携―腹部超
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世良保美 1），鹿島田健一 2）

1）公益財団法人東京都予防医学協会

1）公益財団法人東京都予防医学協会

2）日本大学病院小児科

2）東京医科歯科大学病院

3）東京都立小児総合医療センター 内分泌代謝科
4）国立成育医療センター 総合診療部

「マターナル PKU 管理におけるマススクリーニング検査
第 51 回予防医学技術研究会議（2017 年 2 月広島）

施設の役割」
渡辺和宏，長谷川智美，石毛信之，間下充子，大和田操

「早産児における先天性副腎過形成スクリーニングの判
定基準の検討」

ワークショップ「タンデム・スクリーニング検査での疑

小西 薫 1），橋本敦子 1），間下充子 1），世良保美 1），

問を解決しよう」

鹿島田健一 2）

石毛信之 1），花井潤師 2），福士 勝 3），田崎隆二 4），

1）公益財団法人東京都予防医学協会

九曜雅子

5）

2）東京医科歯科大学病院

1）公益財団法人東京都予防医学協会
2）札幌市衛生研究所

放射線部

3）札幌イムノダイアグノスティック・ラボラトリー
4）化学及血清療法研究所

【学会・研究会】
第 76 回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会

5）富山県衛生研究所

（2016 年 7 月新潟）
放射線研修委員会 シンポジウム「標準枕の活用による前

SSIEM（ 欧 州 先 天 代 謝 異 常 学 会 ）Annual Symposium

壁規定体位の徹底」
草苅正典

（2016 年 9 月イタリア）
ポスター発表
「Second tier test for isovaleric acidemia using LC-MS/
MS in Tokyo, Japan」

NPO 日本消化器がん検診精度管理評価機構第 26 回学術
集会（2016 年 10 月東京）

1

1

Nobuyuki Ishige , Kazuhiro Watanabe ,

パネルディスカッション「基準撮影法の現状と課題」

Satomi Hasegawa1, Kaoru Konishi1, Michiko Mashita1,

富樫聖子

Yasumi Sera1, Mika Ishige2, Misao Owada1
1） Division of Newborn Screening, Tokyo Health

【講演会講師】

Service Association, Tokyo, Japan

奈良県消化管撮影技術研究会 第 28 回特別講演会（2016

2）Department of Pediatrics and Child Health, Nihon

年 6 月奈良）
「上部消化管撮影に必要な画像の見方・考え方」

University School of Medicine, Tokyo, Japan

富樫聖子
第 58 回日本先天代謝異常学会（2016 年 10 月東京）
ポスター発表「東京都におけるフェニルケトン尿症マス

健康増進部

スクリーニングの成績と課題について」

第 57 回日本人間ドック学会（2016 年 7 月松本）

1）

1）

1）

2）

石毛信之 ，渡辺和宏 ，間下充子 ，鈴木 健 ，
1）

ポスター発表「人間ドック受診者全員への保健相談の取

大和田操 ，

り組み」

1）公益財団法人東京都予防医学協会

吉田静絵 1），加藤京子 1），石林陽子 1），佐藤義久 1），

2）城西大学 薬学部

小野良樹 1），三輪祐一 1），須賀万智 2）

「LC-MS/MS 法によるろ紙血メチルマロン酸定量の有用
性の検討」
1）

1）東京都予防医学協会
2）東京慈恵会医科大学

1）

1）

1）

石毛信之 ，渡辺和宏 ，長谷川智美 ，間下充子 ，
石毛美夏 2），中野由佳 3），窪田 満 4）
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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
2016 4月 栃木

研修会・会議名＜参加人数＞
第1回栃木県乳房超音波医師講習会＜１＞

開催 開催 開催
年度 月
地

研修会・会議名＜参加人数＞

9月 名古屋 これからの健診事業を考える会＜１＞

4月 名古屋 日本乳がん検診精度管理中央機構 第35回マンモグラフィ読影講習会＜１＞

10月 東京

4月 東京

10月 名古屋 NPO法人日本がん検診精度管理中央機構 第36回マンモグラフィ読影講習会＜１＞

東京都看護協会 看護管理者が知っておきたい「医療事故調査制度」＜１＞

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＞

5月 名古屋 日本乳がん検診精度管理中央機構第14回マンモグラフィ指導者講習会＜１＞

10月 東京

第 39 回公益・一般法人管理職者特別セミナー＜１＞

5月 山形

山形県乳癌検診講習会＜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＞

5月 東京

一般社団法人新宿基準協会 知っておきたい（雇用保険・社会保険）基礎知識＜１＞

10月 東京

NPO法人日本がん検診精度管理中央機構 第7回乳房超音波講習会＜２＞

5月 東京

第3回健康と経営を考える会シンポジウム＜１＞

10月 川越

平成 28 年度予防医学事業推進関東甲信越地区会議＜６＞

5月 横浜

第19回国際細胞会議 慶應義塾大学医学部産婦人科
市民公開講座/OPENING CEREMONY＜１＞

10月 金沢

第 61 回予防医学事業推進全国大会＜５＞

11月 東京

平成 28 年度甲状腺超音波検査講習会 B＋ C ＜１＞

11月 東京

産業ジュニア・リーダー養成コース＜３＞

11月 東京

平成 28 年度腹部超音波検査研究会（基礎コース）＜１＞

11月 東京

がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会＜１＞

12月 東京

日本人間ドック健診協会 第8回これからの健診事業を考える会＜３＞

12月 東京

NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構 第8回乳房超音波技術講習会＜１＞

6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＋試験＜１＞

6月 東京

第30回東京消化器内視鏡技師会セミナー＜２＞

6月 東京

第3回東電福島第一原発緊急作業従事労働者に対する疫学的研究
第3回研究協力機関担当者会議＜２＞

6月 徳島

徳島大学大学院理工学研究部
多元計算解剖モデルを利用した腫瘍診断支援システムに関する研究打合せ＜１＞

6月 千葉

安全衛生技術試験協会 第一種衛生管理者試験＜１＞

12月 東京

労働衛生機関職員研修会基礎コース＜２＞

6月 東京

恩賜財団母子愛育会保健センター研修部
平成28年度新生児スクリーニング検査技術者研修会＜１＞

12月 東京

保健師・看護師等研修会（保健指導コース）＜１＞

12月 東京

オプティマソリューソンズ 基礎からわかるISMS認証セミナー＜１＞

12月 東京

公益財団法人予防医学中央会 平成28年度「保健指導研修会」プログラム＜２＞

12月 東京

日本マススクリーニング学会検査技術者等基礎研修会＜１＞

6月 東京

NPO日本人間ドック健診協会 平成28年度通常総会／特別講演会・懇親会＜２＞

6月 東京

日本乳がん検診精度管理中央機構 読影教材・試験設備検討会＜１＞

7月 名古屋 日本乳がん検診精度管理中央機構 第5回乳房超音波医師講習会＜１＞
7月 東京

平成28年度甲状腺超音波検査講習会A＜１＞

7月 東京

日本総合健診学会 平成28年度ストレスチェック研修会＜１＞

7月 東京

医療安全のための危険予知活動実践セミナー＜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＜４＞

7月 金沢
7月 東京
7月 東京
7月 東京

第12回金沢乳腺フォーラム＜１＞
ひかり共同法律事務所 「事例で学ぶ労働法セミナー」＜２＞
検体検査研修会＜１＞
東京都看護協会 後輩指導にいかすティーチングとコーチング＜１＞

7月 東京

平成28年度第1回東京都マンモグラフィ読影講習会＜１＞

8月 東京

第123回マンモグラフィ技術部門更新講習会 1 日目＜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＋試験＜１＞

8月 船橋

第12回千葉県消化器内視鏡技師研究会＜２＞

8月 台湾・韓国 海外研修＜４＞

2017 1月 東京

VDT・眼科領域健康診断研修会＜１＞

1月 東京

平成 28 年度第 2 回東京都マンモグラフィ講習会＜１＞

1月 東京

中央労働災害防止協会 医療安全のための危険予知活動実践セミナー＜１＞

1月 千葉

第一種衛生管理者試験＜１＞

1月 東京

日本人間ドック健診協会 平成 28 年度特別講演会・懇親会＜３＞

2月 東京

産業ジュニア・リーダー養成コース＜４＞

2月 東京

生理機能検査研修会＜１＞

2月 甲府

平成 28 年度全国業務研修会＜４＞

2月 東京

心の健康づくりプログラム＜２＞

2月 東京

肺がん CT 検診認定技師の更新講習会＜２＞

2月 徳島

徳島大学理工学部仁木研究室
多元計算解剖モデルを利用した腫瘍診断支援システムに関する研究打合せ＜１＞

2月 広島

第 51 回予防医学技術研究会議＜９＞

2月 東京

労働衛生機関職員研修会（専門コース）＜１＞

3月 岡山

日本マス・スクリーニング学会・技術部会 第 35 回研修会＜３＞

3月 大阪

平成 28 年度予防医学事業中央会医師協議会＜２＞

3月 横浜

横浜市医師会・日本乳がん検診精度中央機構
横浜市医師会主催マンモグラフィ読影講習会＜１＞

8月 横浜

第34回全国情報統計研修会＜４＞

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＞

9月 東京

平成28年度監査会ならび平成29年度予算委員会＜１＞

9月 東京

J-START 全国連絡会議＜２＞

3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＋試験＜３＞

9月 東京

ウェルネスコミュニケーションズ㈱ 女性の健康セミナー＜１＞

3月 東京

日本消化器内視鏡学会 日本消化器内視鏡学会技師試験＜２＞

9月 東京

腹部超音波検査研修会（中級コース）＜１＞

3月 東京

NPO法人日本乳がん健診精度管理中央機構 埼玉乳房超音波技術講習会＜１＞

9月 東京

平成28年度関東消化器内視鏡医学講習会＜２＞

3月 東京

国立がん研究センター 平成 28 年度全国がん指導者講習会＜１＞

9月 東京

第6回乳房超音波医師講習会＜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。
開催月

開催地

2016 4月 横浜

学会名＜参加人数＞

開催月

開催地

学会名＜参加人数＞

第72回日本放射線技術学会総会学術大会＜１＞

8月 東京

第 35 回日本思春期学会総会＜１＞

4月 東京

第113回日本内科学会講演会＜２＞

9月 東京

第24回日本がん検診・診断学会総会＜５＞

4月 東京

日本産科婦人科学会 第68回学術講演会＜２＞

9月 兵庫

第5回日本タバコフリー学会学術大会＜１＞

5月 福島

第89回日本産業衛生学会＜４＞

9月 横浜

日本臨床検査自動化学会第48回大会＜２＞

5月 京都

日本超音波医学会及び日本乳腺甲状腺超音波医学会
Ultrasonic Week 2016＜１＞

10月 東京

第37回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会＜３＞

10月 札幌

第66回全国学校保健研究大会、第47回全国学校保健・学校医大会＜２＞

第57回日本臨床細胞学会総会＜７＞
第19回国際細胞学会議

10月 東京

第58回日本先天代謝異常学会・第14回アジア先天代謝異常症シンポジウム＜２＞

6月 鹿児島 第55回日本消化器がん検診学会総会＜２＞

11月 神戸

第54回日本消化器がん検診学会大会（JDDW2016 KOBE）＜３＞

6月 仙台

第41回日本超音波検査学会学術集会＜１＞

11月 久留米 第26回日本乳癌検診学会学術総会＜４＞

6月 東京

第24回日本乳癌検診学会学術総会＜１＞

11月 東京

第25回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会＜５＞

第131回関東連合産科婦人科学会＜１＞

11月 東京

第34回関東消化器内視鏡技師学会＜２＞

第52回日本小児循環器学会総会・学術集会＜９＞

11月 東京

第50回日本小児内分泌学会学術集会＜１＞

第58回日本婦人科腫瘍学会学術講演会＜１＞

11月 別府

第55回日本臨床細胞学会秋期大会＜２＞

第34回日本ヒト細胞学会学術集会＜１＞

11月 京都

第50回日本側彎症学会＜３＞

5月 横浜

6月 東京
7月 東京
7月 鳥取
7月 奈良
7月 松本

第57回日本人間ドック学会学術大会＜８＞

8月 新潟

第76回日本消化器がん検診学会関東甲信越支部地方会＜２＞

8月 札幌

第43回日本マススクリーニング学会学術集会＜４＞

2017 2月 徳島
2月 東京

第24回日本CT検診学会 学術集会＜２＞
日本画像医学会 第36回日本画像医学会＜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

小野

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

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企画広報委員長

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，日本小児心電図研究委員会委員

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

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，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

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，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
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学会・委員会・研究会等の名称

協力者・協力部門

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

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，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

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 28 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

生理機能
検
査
一科・二科
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