活
本
会
の
か
ら
動

われ、本会からは職員５人が参加した。

日の２日間Ｗｅｂ開催

予防医学事

令和３年度全国業務研修会に参加

日～

令和３年度全国業務研修会（主催

業中央会）が２月

され、全国の都府県支部から渉外担当ら２５３人

が参加した。

研修会は、各支部の現状や問題点を話し合い、

情報交換を行う中で、それぞれの支部の改善点や

禍でも、受けよう！ がん検診」の撮影に協力し、

本会は昨年末、東京都が作成した動画「コロナ

検査業務を担う本会、東京都医師会ら関連団体、

実施主体である東京都と採血業務を担う病産院、

先天性代謝異常等検査を円滑に実施するため、

域健診」「施設健診」のテーマに分かれて討議が

今回のプログラムは、「地域健診」「学校検診」「職

のさらなる向上につなげることを目的としている。

必要な取り組みを確認し、健診・検査やサービス

感染対策に取り組むスタッフの様子などを収録し

令和３年度保健指導研修会に参加

行われ、本会からは職員６人が参加した。
日にＷｅｂ開

問題点や課題を検討する連絡協議会。
その令和３年度の協議会が１月

催され、２０２０年度の検査実績や追跡調査、タ

業中央会）が３月４日、「ポストコロナを見据え

予防医
日ま

人が参加した。研修会では、３

68
年

月、四谷消防署で開催され、健康増進部の健

東京消防庁による「上級救命講習」が２０２１

東京消防庁の上級救命講習で
認定証を取得

長の加藤京子の他、職員１人が参加した。

た。本会からは、総合進行を務めた健康増進部次

健指導の推進について」をテーマに講義が行われ

状が報告され、意見交換が行われた他、「特定保

支部（石川県、兵庫県、群馬県）の取り組みの現

都府県支部から

予防医学事

もので、東京都福祉保健局のホームページ等で公

ンデムマス法を用いた副腎過形成症の２次検査実

51

令和３年度保健指導研修会（主催

開されている。動画はこちらから

た保健指導」をテーマにＷｅｂ開催され、全国の

る方が少なくない状況を受けて東京都が作成した

この動画は、コロナ禍でがん検診の受診を控え

そして治療に当たる専門医らが集い、さまざまな

令和３年度東京都先天性代謝異常等
検査連絡協議会が開催

25

ていただいた。

東京都のがん検診啓発動画の
制作に協力

24

績などについて検討が行われた。本会からは職員

https://tokyodouga.jp/pbnnd2dfgbi.html

回全国予防医学技術研究会（主催

回全国予防医学技術研究会に参加

人が参加した。

第

第

日にＷｅｂ開催され、研究発表は２月

学事業中央会、ふくおか公衆衛生推進機構）が２
月

でオンデマンド配信された。
が参加。「新たなる予防医学技術の向上をめざして」

研究会には全国の都府県支部から延べ３６８人

28

題の発表が行
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23

24

をテーマに、健診におけるコロナ対策や学校検診、
各種がん検診、特定保健指導など

12

55

55

14

17

た。

学校における心臓検診・腎臓検診の
打ち合わせ会を開催

ミーティングを開催し、健診現場で起こるさまざ

健康診断や人間ドック、外来診療で本会を利用

き、「人生１００年時代、充実した第二の人生を

送るために『活き活きと働き続けるための女性の

健康管理』」をテーマに講演いただいた。

●スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー」と

本会は今後も、職員の健康を重要な経営資源と

捉え、職員の健康の保持増進に積極的に取り組み、

快適な職場づくりをめざす。

日、本会の令和３年度第４回理事会を開

本会の理事会が開催
３月

催した。理事会では、理事長の久布白兼行を議長

に、「令和４年度事業計画・収支予算承認の件」「令

24
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康運動指導士１人が上級救命講習に参加し「上級
救命技能認定証」を取得した。
なお、本会の健康運動指導士は全員この講習を
受講し、認定証を取得している。

東京都の「東京都スポーツ推進企業」に、いずれ

も２０１８年度から４年連続で認定された。

新年度に先立ち、本会では例年学校における検
診が円滑に実施できるよう、関係者による打ち合

学術集会への参加等

●優良な健康経営を実践している法人として、昨

医師、看護師のミーティングを開催

●２０２１年度後期日本マススクリーニング学会

まな問題を話し合い、共通理解を深めて、健診の

本会では毎年、医師や看護師とスタッフによる

研修会（基礎技術者、専門技術者、相談医）が２

ミーティングは、コロナ禍により、昨年に続き書

今年度のナース・ミーティングとドクターズ・

精度やサービスの向上を図るように努めている。

月２日～３月
回日本乳癌画像研究会が２月５～６日愛知

面で行われた。

他、
「マンモグラフィ読影におけるディープラー

される皆様の目線に立って、より活用しやすい内

ホームページをリニューアル

ニングを用いたコンピューター自動診断システム

本会の健康経営の取り組み

容にすることをコンセプトに、４月１日にリニュ
ーアルを行った。

題して発表した。

和４年度 資金調達及び設備投資等の見込み承認

の件」などの決議が行われ、いずれも満場一致で

日、女性従業員を対象に「女性の健康管
理支援セミナー」を開催。東京歯科大学市川総合

承認された。

●３月

「 ウィングを広 げ る 循 環 器 病 学 」を テーマ に Ｗｅ ｂ

病院産婦人科准教授の小川真里子医師を講師に招

10

開催され、総合健診部長の川井三恵医師が参加し

●第 回日本循環器学会学術集会が３月 ～ 日、
13

における１㍉厚と６㍉厚画像の読影比較検証」と

）研究の概要」と題する講演を行った。
（ DLADS
また、放射線部の森本恵は「乳房トモシンセシス

Ｗｅｂで参加。坂医師が特別企画で座長を務めた

診断部長の坂佳奈子医師と放射線部の職員２人が

県名古屋市でハイブリッド開催され、がん検診・

●第

ーニング科の職員１人が参加した。

16

人部門、ホワイト５００）」の認定を受けた。

わせ会を開いている。今年も昨年に引き続き、心

●日本総合健診医学会第 回大会が 月 ～ 日、

日に、それぞれＷｅｂ開催

年に続き「健康経営優良法人２０２２（大規模法

ハイブリッド開催され、放射線部長の富樫聖子と
職員の八木真央がＷｅｂで参加。八木は一般講演
で「偽陰性胃癌からみた透視観察部位の検討」と

11

日、Ｗｅｂ開催され、小児スクリ

題して発表した。

した。

臓検診の打ち合わせ会を３月４日に、腎臓検診の

29

「人生百年時代の健康診断――老若男女に寄り添

1

打ち合わせ会を３月

50

った健診を目指して」をテーマに宮城県仙台市で

28
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24
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Web Seminar Information
第303回ヘルスケア研修会

第304回ヘルスケア研修会

基礎から学ぶ——
経営戦略としての
健康経営と今後の展開

育児介護休業法の改正と
職場での対応
講

配信期間

2022年３月15日～６月14日

配信期間

2022年６月15日～９月14日

配信方法

以下のURLまたは右の２次元コード
からアクセスしてください。

配信方法

以下のURLまたは右の２次元コード
からアクセスしてください。

聴 講 料

無料

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

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

講

師

社会的健康戦略研究所
代表理事

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

催

問い合わせ

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

師

中辻 めぐみ 氏

浅野 健一郎 氏

社会保険労務士法人中村・中辻事務所 代表

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

催

問い合わせ

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

NeoLSD™ MSMS kit
簡便で効率的なLSDスクリーニング

１枚のろ紙血ディスクから６種類までのLSD疾患の新生
児スクリーニングを可能にする、初の市販タンデムマス用
キットです。
NeoBase™ ２とNeoLSD™キットを同一タンデム装置上
で容易に切り替えることができます。広い分析範囲により
NeoLSD™キットは偽陽性率を低く抑える可能性があり、
酵素活性測定による再測定や不必要な遺伝子確認検査によ
るコストを抑えます。

NeoLSDTM MSMS キット
・ポンぺ、 MPS-I、ファブリ、ゴーシェ、ニーマン-ピックA/B、
クラッベを1枚ろ紙血ディスクから測定
・広いダイナミックレンジにより、 異常と正常検体をより良く分離。
偽陽性の減少、コストの抑制
・測定時間は1検体2分間の高スループット
＊NeoBase2キットとNeoLSDキットは試験研究用です。診断目的には使用できません。

株式会社パーキンエルマージャパン
ダイアグノスティクス事業部
〒240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町134 横浜ビジネスパークテクニカルセンター 4F
Tel 045-339-5883 Fax 045-339-5872
www.perkinelmer.com
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個人情報の取り扱いについて
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。

03-3269-7562

koho@yobouigaku-tokyo.jp

03-3269-1131

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

あ な た の 健 康 づ く り を 全 力 サ ポ ー ト！
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●『よぼう医学』
は本会ホームページからもご覧いただけます。

●企 画
●編 集
●デザイン
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広報室
大谷達也（有限会社アイル企画）
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