
●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２８ ５ 月 福岡市 榎本　彩花 福岡国際総合健診センター 臨床検査技師 第６３回福岡県公衆衛生学会 ６年間の大腸がん検診の成績からみた１日法・２日法の比較

平成２８ ５ 月 福岡市 有吉　輝弘 福岡国際総合健診センター 診療放射線技師 第６３回福岡県公衆衛生学会 撮影方法（アナログ・デジタル）の健（検）診成績についての検討

平成２８ ５ 月 福岡市 竹上　昌里 福岡国際総合健診センター 臨床検査技師 第６３回福岡県公衆衛生学会 当事業団における子宮頸がん検診の検体不適正状況について

平成２８ ５ 月 福岡市 上田　美幸 福岡国際総合健診センター 保健師 第６３回福岡県公衆衛生学会 境界域糖尿病受診者５年後の検査データ推移について

平成２８ ５ 月 福岡市 小西　愛 福岡国際総合健診センター 保健師 第６３回福岡県公衆衛生学会 労働者における重度有所見者の検討

平成２８ ６ 月 鹿児島市

古川　尚志
平川　克哉
北川　晋二
他１名

福岡県すこやか健康事業団 医師 第５５回日本消化器がん検診学会総会 内視鏡検診導入における行政、医師会、検診機関の役割

平成２８ ６ 月 鹿児島市
松浦　隆志
北川　晋二
他７名

福岡県すこやか健康事業団 医師 第５５回日本消化器がん検診学会総会 福岡地区胃集検読影研究会40年の歩み

平成２８ ９ 月 福岡市 石本　裕二 福岡国際総合健診センター 診療放射線技師 第７回福岡消化管造影懇話会 「あなたならどうする？…～追加撮影～」アンサーパッド使用

平成２８ １０ 月 長崎市

頼岡　誠
平川　克哉
北川　晋二
他５名

福岡県すこやか健康事業団 医師 第４６回日本消化器がん検診学会九州地方会 平成26年度福岡市胃がん内視鏡個別検診における偽陰性例の検討

平成２８ １０ 月 長崎市 佐多　穂奈美 学術研究センター 保健師 第４６回日本消化器がん検診学会九州地方会
５年間の大腸がん検診のデータからみた無料クーポン券の効果と今
後の課題

平成２８ １０ 月 長崎市 石本　裕二 福岡国際総合健診センター 診療放射線技師 平成２８年度胃Ｘ線検査レベルアップセミナー 胃検診に必要な読影の事柄～基礎知識編～

平成２８ １０ 月 大阪市 竹上　昌里 福岡国際総合健診センター 臨床検査技師 第７５回日本公衆衛生学会総会 当事業団における子宮頸がん検診の検体不適正状況について

平成２８ １１ 月 神戸市
平川　克哉
北川　晋二
古川　尚志

福岡県すこやか健康事業団 医師
当市における対策型胃がん内視鏡検診の現状と
課題

第54回日本消化器がん検診学会　大会

平成２８ １１ 月 久留米市 中村　和歌子 学術研究センター 保健師 第２６回日本乳癌検診学会学術総会 マンモグラフィ検診の現状と課題―５年間の検診成績から―

平成２８ １１ 月 久留米市 吉松　友希 福岡国際総合健診センター 診療放射線技師 第２６回日本乳癌検診学会学術総会 背景乳腺に着目した当事業団の乳がん検診の現状

平成２９ １ 月 千葉県 中村　ちよみ 学術研究センター 管理栄養士 日本総合健診医学会第４５回大会
糖尿病への進行を防ぐための検討
～糖尿病予備群の１年度の健診結果から～

平成２９ １ 月 千葉県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 日本総合健診医学会第４５回大会 糖代謝２次精検における７５ｇＯＧＴＴの結果から

平成２９ ２ 月 広島市 田邉　美咲 学術研究センター 保健師 第５１回予防医学技術研究会議 若年者における子宮頸がん検診の結果分析について

平成２９ ２ 月 広島市 青木　宏明 福岡国際総合健診センター 事務員 第５１回予防医学技術研究会議 健診会場での問題分析及び今後の活用

平成２９ ２ 月 広島市 矢永　智子 福岡国際総合健診センター 事務員 第５１回予防医学技術研究会議
体力測定の継続的実施と転倒予防への取り組みがＫ社に与えた効果
について

【業績（研究論文および総説）】

雑 誌 名

臨牀と研究,vol93(11),1495-1502,2016

日本消化器がん検診学会雑誌,vol.55(1),52-83,2017

日本消化器がん検診学会雑誌,vol.55(1),99-105,2017

渋谷　大助
石川　勉

北川　晋二
他8名

福岡県すこやか健康事業団 平成26年度胃がん検診偶発症アンケート調査報告（委員会報告 ）

日　　程

健診事業部門

氏　　名 所　　属

水口　昌伸
宮川　国久
北川　晋二

他９名

福岡県すこやか健康事業団 平成26年度消化器がん検診全国集計（委員会報告）

タイトル

大岩　俊夫
大岩　久夫
北川　晋二

他３名

福岡県すこやか健康事業団
大腸癌手術例における時代的変遷とそれに及ぼした便潜血反応（免疫法）による大腸がん検診
の影響について



【講　演】

開催場所 氏　　名 所　　属 職　　種 演 題 等 主 催 者

健診事業部門

医師

平成２８ ６ 月 千葉市 北川　晋二 福岡県すこやか健康事業団 医師 福岡市における胃がん検診の実態と問題点－内視鏡検診を中心に－ 第144回千葉市医師会胃腸疾患研修会

平成２８ ９ 月 北九州市 北川　晋二 福岡県すこやか健康事業団 医師 福岡市における胃内視鏡検診の立ち上げから現状まで 北九州市医師会

平成２９ ２ 月 鹿児島市 北川　晋二 福岡県すこやか健康事業団 医師 福岡市における胃がん検診の現状と問題点－内視鏡検診を中心に－ 平成28年度胃がん検診均てん化研修会

平成２８ １１ 月 佐賀県 冨松　敦之 福岡国際総合健診センター 非常勤医師 各種健康診断結果における精密検査（再検査）の重要性 福岡県農協健康保険組合

診療放射線技師

平成２８ ６ 月 三重県 石本　裕二 福岡国際総合健診センター 診療放射線技師 消化管Ｘ線ＴＶ装置の最適な画像精度管理とは 平成28年度三重消化器画像研究会講演会

平成２８ ８ 月 岡山市 石本　裕二 福岡国際総合健診センター 診療放射線技師 効果的な追加撮影を行うために
平成２８年度第１回日本消化器がん検診学会
中国四国診療放射線技師研修会

保健師

平成２８ ６ 月 東京都 鎌田　久美子 福岡国際総合健診センター 保健師 保健師が行う地域ケアシステムづくり―保健所と市町村の連携と難病保健活動― 公益財団法人東京都医学総合研究所

平成２８ ７ 月 神戸市 鎌田　久美子 福岡国際総合健診センター 保健師 「地域包括ケア」とは、地域包括ケアシステムと政策形成 公益社団法人日本看護協会神戸研修センター

平成２８ １０ 月 鹿児島市 鎌田　久美子 福岡国際総合健診センター 保健師 地域包括ケアシステムに保健師はどう関わるべきか 公益社団法人鹿児島県看護協会

平成２８ １２ 月 福岡市 鎌田　久美子 福岡国際総合健診センター 保健師
高齢者と家族に寄り添い支える看護
～様々な場で生活する高齢者と家族を支える看護活動の実際～

公益社団法人福岡県看護協会

保健師（出前講座）

平成２８年 ４ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 公民館出前講座「今日の検しんは明日のあんしん」 福岡市西区今津公民館

平成２８年 ５ 月 福岡県
池田　晶子
田邉　美咲

学術研究センター 保健師 公民館出前講座「今日の検しんは明日のあんしん」 福岡市博多区板付公民館

平成２８年 ６ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 公民館出前講座「今日の検しんは明日のあんしん」 福岡市西区今宿公民館

平成２８年 ８ 月 福岡県 中村　和歌子 学術研究センター 保健師 公民館出前講座「今日の検しんは明日のあんしん」 福岡市西区壱岐南公民館

平成２８年 ８ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 出前講座「がんって予防できるの？～がん予防新12カ条～」 博多障がい者フレンドホーム

平成２８年 １１ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 公民館出前講座「今日の検しんは明日のあんしん」 福岡市東区松島公民館

平成２９年 ３ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 公民館出前講座「今日の検しんは明日のあんしん」 福岡市城南区保健福祉センター

保健師（がん教育）

平成２８年 ８ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 がんの成り立ちと予防について 福岡市立箱崎中学校

平成２８年 ９ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 がんの成り立ちと予防について 福岡市立席田中学校

平成２８年 １０ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 がんの成り立ちと予防について 福岡市立七隈小学校

平成２８年 １０ 月 福岡県 池田　晶子 学術研究センター 保健師 がんの成り立ちと予防について 福岡市立八田小学校

【司会等】

所　　属 職　種 タイトル等 学　会　名

平成２８ ６ 月 福岡県すこやか健康事業団 医師 教育講演「ＰＥＴ検診の現状について」 第５５回日本消化器がん検診学会総会（鹿児島市）

平成２８ １０ 月 福岡県すこやか健康事業団 医師 会長講演：平成26年度消化器がん検診全国集計　九州地区の５年間の推移 第46回日本消化器がん検診学会九州地方会

平成２９ １ 月 福岡県すこやか健康事業団 医師 がん検診－われわれは何をすべきか－ 消化器がん検診学会・福岡県保健衛生部会

日　　程

日　　程 氏　名

北川　晋二

北川　晋二

北川　晋二


