
○学会発表、論文発表等の実績

【学会発表】

開催場所 氏　　名 所　　属 職　　種 学 会 名 演　　題

平成25年 5 月 東京都
八尋裕美子
田中亜都子
舟越　乾

総合健診センター
福岡総合健診センター

臨床検査技師 第54回日本臨床細胞学会総会 日本初　学園祭に健診車がきた！　健診機関の立場から

平成25年 6 月 宮城県

 
北川晋二
高宮紘士
増田信生
他7名

本部付設クリニック 医師 第52回日本消化器がん検診学会総会 大腸がん検診で発見されたＩＢＤ症例－第2報

平成25年 8 月 静岡県 中村ちよみ 学術研究センター 管理栄養士 第54回日本人間ドック学会 eGFRとメタボリックシンドロームリスク因子についての検討

平成25年 9 月 沖縄県

北川晋二
平賀聖久
松浦隆志
平川克哉

本部付設クリニック 医師 第43回日本消化器がん検診学会九州地方会 福岡県における最近10年間の胃がん検診成績

平成25年 9 月 沖縄県

 
北川晋二
平川克哉
山本勉
他8名

本部付設クリニック 医師 第43回日本消化器がん検診学会九州地方会 福岡市胃がん個別検診の精度評価と発見がんの臨床病理学的検討

平成25年 9 月 沖縄県

北川晋二
安武薫
野村涼子
他5名

本部付設クリニック
学術研究センター

医師
保健師

第43回日本消化器がん検診学会九州地方会 大腸がんの発生部位別分析と今後の課題

平成25年 11 月 東京都 池田晶子 学術研究センター 保健師 第23回日本乳癌検診学会 しこりの自覚症状からみた自己検診の課題

平成25年 11 月 ベルギー 黒木博子 福岡国際総合健診センター 医師 第6回ヨーロッパ公衆衛生会議 日本人女性におけるｈｉｇｈ　risk　HPV感染の疫学調査

平成26年 1 月 東京都 野村幸 学術研究センター 保健師 第42回日本総合健診医学会 心血管病の危険因子と血圧値の分類の検討

平成26年 1 月 東京都 中村和歌子 学術研究センター 保健師 第42回日本総合健診医学会 体重増減率でみた翌年度健診結果における特定保健指導の効果の検討

平成26年 2 月 愛媛県 松鵜博美 学術研究センター 保健師 第48回予防医学技術研究会 Ｄ社における5年間の健診結果と保健指導の課題

平成26年 2 月 愛媛県 石橋美紀子 総合健診センター 保健師 第48回予防医学技術研究会 大腸がん検診における無料クーポン券の効果と今後の課題について

平成25年 5 月 北九州市 松尾宏
中村貞芳

環境科学センター 技術顧問
専門研究員 （公社）日本技術士会 環境中の窒素の動態について

平成25年 6 月 那覇市 中垣桂一郎 環境科学センター 研究員 日本作業環境測定協会九州支部技術研修会 加熱脱着－GC／MSを用いたメルルセロソルブの測定

平成25年 9 月 鹿児島市 長谷川淳 環境科学センター 研究員 日本環境測定分析協会・環境セミナー全国大会 新規追加水質管理目標設定項目農薬類の
直接注入－LC／MS／MS測定法の検討

【業績（研究論文および総説）】

雑 誌 名

日本消化器がん検診学会雑誌,vol52(1),70-96,2014

日本消化器がん検診学会雑誌,vol51(1),97-109,2014

日本がん検診・診断学会誌,vol.20(3),202-300、2013

日本がん検診・診断学会誌,vol.21(2),184-190、2013

毎日新聞インタビュー記事、2013年5月31日

九州医事新報インタビュー記事、2013年8月20日　4Ｐ～5Ｐ

メディカルトレヴユン（Medijal Tribune)　2014年1月30日　24Ｐ 原　信之 会長 長寿社会を元気に生きる

原　信之 会長 5月31日は世界禁煙デー～みんなで知ろう！たばこの被害

原　信之 会長 9月はがん征圧月間　予防と検診で人生すこやか

原　信之
井手義雄
北川晋二
野村　幸
他4名

会長
理事長
本部付設クリニック
学術研究センター

胃がん検診４２年間の成績と検診発見がんの臨床病理学的検討

原　信之
井手義雄
北川晋二
野村　幸
他6名

会長
理事長
本部付設クリニック
学術研究センター

便鮮血検査法により発見された大腸がんの臨床病学的検討～発生部位にみた早期
癌について～

北川晋二
宮川国久
入口陽介
他７名

本部付設クリニック 平成23年度消化器がん検診全国集計（委員会報告）

北川晋二 本部付設クリニック 平成23年度消化器がん検診全国集計報告（JDDW2013東京）

日　　程

健診事業部門

環境事業部門

氏　　名 所　　属 タイトル



【講　演】

開催場所 氏　　名 所　　属 職　　種 演 題 等 主 催 者

健診事業部門

平成25年 4 月 福岡市 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 虎の巻　STEP1～画質良好な基準撮影法ができる～ 六角会

平成25年 4 月 福岡市 安武　薫 学術研究センター 保健師 公民館出前講座「がん予防講座」 福岡市今宿公民館

平成25年 5 月 鹿島県 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 上部消化管検査における診療放射線技師の現状～基準撮影法を中心に～ 黒潮消化器画像研究会（鹿児島県大隅地区）

平成25年 5 月 久留米市 宮﨑武士 総合健診センター 診療放射線技師 上部消化管検査関連について 第23回筑後消化管画像研究会

平成25年 6 月 鹿児島市 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 感染対策について（診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー） 鹿児島県診療放射線技師会

平成25年 6 月 福岡市 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 NPO日本消化器がん検診精度評価会機構　技術部技能検定官講習会 NPO日本消化器がん検診精度評価会機構

平成25年 6 月 福岡市 原　信之 会長 医師 養生相談室開設10周年記念公開講演会
「高齢者がん対策からみた健康長寿」

養生相談室

平成25年 7 月 福岡市 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 NPO日本消化器がん検診精度評価会機構　技術部技能検定官講習会 NPO日本消化器がん検診精度評価会機構

平成25年 7 月 大川市 原　信之 会長 医師 がんの予防と医療の現状について 平成25年度大川市がん征圧大会

平成25年 7 月 鹿児島市 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 NPO日本消化器がん検診精度評価会機構　技術部技能検定官講習会 NPO日本消化器がん検診精度評価会機構

平成25年 9 月 松江市 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 神業が魅せる術～横胃・瀑状胃・牛角胃撮影の術～テクニカルデㇲカッション 第29回日本診療放射線技師会学術大会

平成25年 10 月 東京都 北川晋二 本部付設クリニック 医師 平成23年度消化器がん検診全国集計報告 第51回日本消化器がん検診学会大会会長

平成25年 10 月 福岡市 池田晶子 学術研究センター 保健師 公民館出前講座「がん普及促進会議？！」 福岡市福重公民館

平成25年 11 月 福岡市 池田晶子 学術研究センター 保健師 婦人科疾患の早期発見と検診について～受けていますか？がん検診 社会福祉法人 こぐま福祉会

平成25年 11 月 福岡市 石本裕二 総合健診センター 診療放射線技師 虎の巻　STEP3～虎の巻に則した胃形の基本分類～ 六角会

平成26年 2 月 山口市 和田健太郎 総合健診センター 診療放射線技師 検診車での撮影方法　学んだこと　思ったこと （一社）山口県診療放射線技師会

平成26年 2 月 みやま市 野村　幸
中村和歌子

学術研究センター 保健師 最近のがん検診の動向～すこやかの巻 県南十市保健衛生医療事務連絡協議会

平成26年 2 月 松山市 高山　毅 総合健診センター 臨床検査技師 福岡県支部の健診検査におけるリスク分析と対策について （公財）予防医学事業中央会

平成25年 10 月 福岡市 古賀俊久 環境科学センター 研究員 九州リオン環境騒音・振動セミナー　2013
～社会生活を取り巻く音と振動～

九州リオン株式会社

平成25年 11 月 八女市 中垣桂一郎 環境科学センター 研究員 Ｈ25産学官連携人材育成事業　「科学分析の基礎について」 八女工業高校

【司会等】

所　　属 職　種 タイトル等 学　会　名

平成25年 5 月 総合健診センター 診療放射線技師 第4回日本消化器画像診断情報研究会　セミナー福岡大会 第4回日本消化器画像診断情報研究会

平成25年 5 月 総合健診センター 診療放射線技師 六角会（総合司会） 六角会

平成25年 6 月 本部付設クリニック 医師 教育講演(江原茂氏）
がん検診と遠隔画像診断

第52回日本消化器がん検診学会総会

平成25年 8 月 総合健診センター 診療放射線技師 六角会（画像評価担当） 六角会

平成25年 9 月 総合健診センター 診療放射線技師 胃がんX線検診技術部門　B資格認定試験　検定官（兼実施委員） NPO日本消化器がん検診精度管理評価機構

平成25年 9 月 本部付設クリニック 医師 会長講演(金城渚氏）
平成23年度九州地区消化器がん検診集計報告

第43回日本消化器がん検診学会九州地方会

平成25年 10 月 会長 医師
学術奨励賞受賞講演（古山正人氏）
エクソン19およびその他ＥＧＦＲ遺伝子変異のＥＧＦＲ阻害薬に対する
感受性評価およびキナーゼ活性の評価

第71回日本呼吸器学会
日本結核病学会九州支部秋期学術集会

平成25年 9 月 総合健診センター 診療放射線技師 胃がんX線検診読影部門　B資格認定試験　検定官（兼実施委員） NPO日本消化器がん検診精度管理評価機構

平成25年 12 月 総合健診センター 診療放射線技師 症例検討会（読影担当） NPO日本消化器がん検診精度管理評価機構
第20回学術集会

平成26年 2 月 総合健診センター 診療放射線技師 胃がんX線検診九州支部指導員任命試験検定官（兼実施委員） NPO日本消化器がん検診精度管理評価機構

平成26年 2 月 総合健診センター 診療放射線技師 六角会（画像評価担当） 六角会

平成26年 3 月 総合健診センター 診療放射線技師 レントゲン週間（被ばく相談） 鹿児島県診療放射線技師会

平成26年 3 月 総合健診センター 診療放射線技師 第26回日本消化器画像診断情報研究会　愛知大会　「ＶＳ読影」
第26回日本消化器画像診断情報研究会
愛知大会

石本　裕二

石本　裕二

石本　裕二

石本　裕二

石本　裕二

石本　裕二

日　　程

環境事業部門

日　　程 氏　名

石本　裕二

石本　裕二

北川　晋二

石本　裕二

石本　裕二

北川　晋二

原　信之
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