
Japan Association of Ningen Dock Kenshin

【特別講演会、研修交流会等の実績①】
平成20年6月
特別講演会

産業医大公衆衛生学教室版特定保健指導システムの紹介健間ドック学 産業医科大学医学部公衆衛生学教室 准教授 藤野 善久

特定健診・特定保健指導の現状－日本人間ドック学会としての取り組み 三井記念病院総合健診センター 所長 山門 實

平成20年11月
研修交流会

特定健診・特定保健指導における請求業務と支払基金 社会保険診療報酬支払基金 後期高齢者医療部長 安田 秀臣

特定健診・特定保健指導の現状について 健康保険組合連合会 専務理事 対馬 忠明

特定健診・特定保健指導の現状と導入後の課題 順天堂大学医学部総合診療科 准教授 福田 洋

平成21年6月
特別講演会

健康診断における健康経営の意義について 大阪ガス株式会社 人事部健康開発センター 統括産業医 岡田 邦夫

平成21年11月
研修交流会

人間ドック健診・特定健診に対する健保連の取り組みについて 健康保険組合連合会 保健部保健事業グループマネージャー 樋口 真也

がん対策について 厚生労働省 厚生労働省健康局総務課がん対策推進室 室長 鈴木 健彦

平成22年6月
特別講演会

これからの人間ドックについて 日本赤十字社熊本健康管理センター 名誉所長 小山 和作

平成22年11月
研修交流会

医療の国際化について 経済産業省商務情報政策局サービス産業課長 藤本 康二

婦人科がん検診の実際と現況 こころとからだの元氣プラザ 理事・本部長・婦人科部長 大村 峯夫

平成23年6月
特別講演会

がん検診における利益と放射線被曝リスクの定量的な比較 独立行政法人放射線医学会総合研究所 名誉研究員 飯沼 武

平成23年11月
研修交流会

これからの日本経済と医療（予防）の展望

＜シンポジウム＞
『看護職が造る健康アプローチ』

（座長）
東京慈恵会医科大学 総合健診・予防医学センター
所長 和田 高士

参議院議員 片山 さつき

①人間ドック受診後の状況確認と放置者を受診につなげるノウハウ
こころとからだの元氣プラザ医療サービス事業本部健康支援部部長 秋元 順子

②問診：とくにリスク予防の観点から
東京慈恵会医科大学付属新橋健診センター 佐藤 さとみ

③看護職が実施する当日の健康アドバイス・受診勧奨・禁煙指導
京都工場保健会 保健指導課長 奥田 友子

平成24年6月
特別講演会

肺がん診療の現況 公益財団法人 がん研究会 有明病院 名誉院長 中川 健

※敬称略 ※役職は当時のもの

1



Japan Association of Ningen Dock Kenshin

【特別講演会、研修交流会等の実績②】
平成24年11月
研修交流会

＜シンポジウム＞
『超音波検査技師の主張』

（座長）
公益財団法人 東京都予防医学協会 保健会館クリニック
所長 小野 良樹

①精度管理～追跡調査について
公益財団法人東京都予防医学協会 課長補佐 神宮字 広明

②精度管理～カテゴリー分類について
一般財団法人関西労働保健協会 臨床検査部長 山本 泰司

③専門医におけるチェックの重要性
社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 生理検査部 主任 佐藤 澄子

④技師のモチベーション
医療法人財団博愛会博愛会病院 診療技術部長 山崎 昌典

⑤医師とのリレーション・教育
東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部 主事 瀧澤 代輔

平成25年6月
特別講演会

自衛隊の福島原発事故対応の概要とリーダーについて 三井住友海上火災保険株式会社 公務部 顧問 宮島 俊信

平成25年11月
人間ドック
健診実務者
交流会

＜全体講演＞
「健診における医療職の連携」
「医療従事者が知っておくべき機能評価」
「人間ドックの価格調査」

＜職種別シンポジウム＞
（保健看護職）
『健診現場における安全対策・リスク予防』

～私の施設における採血にまつわる工夫～

（超音波検査技師）
『腹部超音波検査の精度管理のために

腹部超音波がん検診基準と事後指導区分』
●基調講演

『腹部超音波健診判定マニュアルカテゴリー判定と判定区分』
大阪がん循環器病予防センター 所長 田中 幸子

（放射線技師）
『放射線技師の役割～サービスからテクニックまで～』

上部消化管を中心に

日本赤十字社 熊本健康管理センター 名誉所長 小山 和作
三井記念病院 総合健診センター センター長 石坂 裕子
事務管理職委員会 委員長 平川 茂

（保健看護職委員会）
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 秋元 順子
日本赤十字社熊本健康管理センター 石本 裕美
一般財団法人京都工場保健会 奥田 友子

東京慈恵会医科大学附属病院 新橋健診センター 佐藤 さとみ
医療法人社団 同友会 産業保健本部 山下 眞理子

（超音波検査技師委員会）
公益財団法人東京都予防医学協会 神宮字 広明
一般財団法人関西労働保健協会山本 泰司
社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 佐藤 澄子
医療法人財団博愛会博愛会病院 山崎 昌典
東京慈恵会医科大学附属病院 瀧澤 代輔
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 伊藤 敦子

（放射線技師委員会）
医療法人社団相和会 横浜総合健診センター 石井 宏忠
医療法人 オリエンタルクリニック 加藤 裕也
医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 重松 綾
一般財団法人 愛知健康増進財団 下村 勝治

公益財団法人 筑波メディカルセンター つくば総合健診センター 竹林 浩孝
一般財団法人 淳風会 健康管理センター 松尾 浩二
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【特別講演会、研修交流会等の実績③】
平成26年6月
特別講演会

「これからの国際医療展開～MEJの役割と今後の方向～」

特別発言：MEJによるロシア訪問（報告）

一般社団法人Medical Excellence JAPAN 理事長 山本 修三

日本赤十字社熊本健康管理センター名誉所長 小山 和作

平成26年10月
人間ドック
健診実務者
交流会

＜全体講演＞
「人間ドック健診施設機能評価 優秀賞受賞の当施設の取り組みについて「仲介
機関調査」

＜職種別分科会＞
（保健看護職）
座長：日本赤十字社熊本健康管理センター 石本 裕美
●基調講演
『ガッテン流！行動変容をめざしたプレゼン術』
～演出家的発想法のススメ～
元NHK「ためしてガッテン」演出担当デスク 北折 一

（超音波検査技師）
『腹部超音波検診判定マニュアルを巡って』～腹部超音波検査の現状～
●基調講演
「カテゴリー分類が私達に及ぼした影響」
公益財団法人北海道労働保健管理協会 臨床検査部 千葉 祐子
●委員よりの講演
・超音波の精度管理-全国調査より- 神宮字 広明
・施設から考える教育について 伊藤 敦子

（放射線技師）
『放射線技師の役割～より良い健診への創意工夫～』
－精度管理を中心に―

公益財団法人筑波メディカルセンター つくば総合健診センター 所長 内藤
隆志
事務管理職委員会 委員長 平川 茂

（保健看護職委員会）
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 秋元 順子
日本赤十字社熊本健康管理センター 石本 裕美
一般財団法人京都工場保健会 奥田 友子
東京慈恵会医科大学附属病院 新橋健診センター 佐藤 さとみ
医療法人社団 同友会 産業保健本部 山下 眞理子
公益財団法人筑波メディカルセンターつくば総合健診センター 光畑 桂子

（超音波検査技師委員会）
公益財団法人東京都予防医学協会 神宮字 広明
一般財団法人関西労働保健協会山本 泰司
社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院 佐藤 澄子
医療法人財団博愛会博愛会病院 山崎 昌典
東京慈恵会医科大学附属病院 瀧澤 代輔
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 伊藤 敦子

（放射線技師委員会）
医療法人社団相和会 横浜総合健診センター 石井 宏忠
医療法人 オリエンタルクリニック 加藤 裕也
医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 重松 綾
一般財団法人 愛知健康増進財団 下村 勝治
公益財団法人 筑波メディカルセンター つくば総合健診センター 竹林 浩孝
一般財団法人 淳風会 健康管理センター 松尾 浩二

平成27年6月
特別講演会

「次世代ヘルスケア産業の創出に向けて～健康経営と地方創生を見据えて～」 経済産業省商務情報政策局ヘルスケア産業課 藤岡 雅美

平成28年6月
特別講演会

「健保組合の保健事業と健保連人間ドック事業の展望について」

「協会けんぽにおけるデータヘルス計画」

健康保険組合連合会 保健部長 小松原 祐介

全国健康保険協会本部 保健部 部長 守殿 俊二

※敬称略 ※役職は当時のもの
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【特別講演会、研修交流会等の実績④】
平成29年6月
特別講演会

人間ドック健診の歴史とこれからの健診協会に期待すること

私の考えるこれからの健診機関の役割と当協会の活動

NPO法人日本人間ドック健診協会 特別顧問(前理事長）
牧田総合病院 人間ドック健診センター 名誉院長 笹森 典雄

NPO法人日本人間ドック健診協会 理事長
特定医療法人財団博愛会 理事長 那須 繁

平成30年6月
特別講演会

「未来の年表」 人口減少日本で起きること ジャーナリスト・『未来の年表』著者 河合 雅司

※敬称略 ※役職は当時のもの
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