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日本マススクリーニング学会 技術部会 第 39 回研修会開催のご案内 

 

謹啓、師走の候、貴施設におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

平素より日本マススクリーニング学会並びに同技術部会に対しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて、令和 2 年度日本マススクリーニング学会 技術部会 第 39 回研修会を北海道・東北地区の企画運

営により、オンラインで下記のとおり開催することと致しました。 

つきましては、年度末の多忙な時期とは存じますが、会員の皆様に是非ご参加頂きたく、お願い申し上げ

ます。 

謹白 

 

記 

 

1.開催日時 ：  令和 3年 3月 6日（土） 9：15～16：40（受付開始 8：45） 

2.開催方法 ：  Zoomによるオンライン開催 

3.参 加 費 ：  会員 3,000円、 賛助会員 4,000円、 非会員 5,000 円 

4.情報交換会：  開催いたしません。 

5.参加申込 ：  別紙の参加申込書を送付いたしますので、下記宛に E-mail をご送付ください。 

6.申込期限 ：  令和 3年 1月 18 日（月） 

7.問合わせ先：  日本マススクリーニング学会 技術部会 第 39 回研修会事務局 

   公益財団法人福島県保健衛生協会 中村多加良 

   TEL：024-546-0506 （内線 156）   

   E-mail : takara_n_1@fhk.or.jp 

8.関連会議 ：  2020年度（令和 2 年度）第二回技術部会運営委員会 

Zoomによるオンライン開催  ※日程調整中 



■実行委員会（北海道・東北地区） 

中村多加良（公益財団法人福島県保健衛生協会） 

羽隅 聡子（公益財団法人福島県保健衛生協会） 

宮本恵美子（公益財団法人福島県保健衛生協会） 

佐藤 裕子（一般財団法人宮城県公衆衛生協会） 

栗原 愛 （一般財団法人宮城県公衆衛生協会） 

高橋 雅子（公益財団法人岩手県予防医学協会） 

阿部正太郎（札幌市衛生研究所） 

三浦 真之（一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター） 

花井 潤師（一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 

           マススクリーニング学会 技術系理事） 

 

 

■日本マススクリーニング学会 技術部会技術委員 

石毛 信之（公益財団法人 東京都予防医学協会）技術部会長 

望月 孝一（埼玉県立小児医療センター） 副部会長 

三浦 真之（一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター） 

中村多加良（公益財団法人 福島県保健衛生協会） 

山上 祐次（公益財団法人 神奈川県予防医学協会） 

高瀬 訓子（公益財団法人 栃木県保健衛生事業団） 

安片 恭子（公益財団法人 ちば県民保健予防財団） 

稲田 佳美（公益財団法人 ちば県民保健予防財団） 

磯部 充久（さいたま市健康科学研究センター） 

小川 恵  （一般社団法人 岐阜県公衆衛生検査センター） 

稲岡 一考（地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター） 

酒本 和也（一般財団法人 大阪市環境保健協会） 

更家妃呂子（一般財団法人 大阪市環境保健協会） 

大嶋 真喜（公益財団法人 岡山県健康づくり財団） 

金谷美千子（公益財団法人 山口県予防保健協会） 

小亀 恵 （公益財団法人 香川県予防医学協会） 

神田 一夫（公益財団法人 宮崎県健康づくり協会） 

阿南 健児（公益財団法人 長崎県健康事業団） 

 

 

■ 技 術 系 理 事 ：石毛 信之（公益財団法人東京都予防医学協会） 

花井 潤師（一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター） 

田崎 隆二（KMバイオロジクス株式会社） 

九曜 雅子（富山県衛生研究所） 

酒井 好美（公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団） 

 

 



《別紙》 

日本マススクリーニング学会技術部会第 39回研修会（概要・プログラム） 
 

期 日 ： 2021年 3月 6日（土）8：45～16：30  

会 場 ： ZoomでのWeb開催となります。  

※事前にお申し込みいただいたメールアドレスに Zoom 招待メールが届きますので、当日はそちらから Zoom にお入り

ください。 

 

■タイムスケジュール 

開始時刻 終了時刻 内  容 担当・講師 所 属 

8：45 9：15 Zoom接続準備・受付 システム担当者 福島県保健衛生協会 

9：15 9：20 開会の言葉・進行案内 
総合進行： 

中村多加良 
福島県保健衛生協会 

9：20 9:30 開会挨拶 
技術部会長： 

石毛信之 

学会理事 

東京都予防医学協会 

9:30 10:20 

教育講演Ⅰ 

新生児マススクリーニング検査の意義と実際  

～先天性甲状腺機能低下症と 

先天性副腎皮質過形成を中心に～ 

座長：羽隅聡子 

 

講師：陶山和秀 

 

福島県保健衛生協会 

 

福島県立医科大学 

附属病院小児科 

10：20 10：30 休憩   

10：30 11：20 

教育講演Ⅱ 

新生児スクリーニングで先天代謝異常症が 

陽性になったら 

座長：佐藤裕子  

 

講師：和田陽一 

 

宮城県公衆衛生協会 

 

東北大学病院小児科 

11：20 11：30 休憩   

11:30 12:00 
特別企画Ⅰ 

ガラクトース血症検査のあり方について 

座長：三浦真之  

 

 

講師：九曜 雅子 

北海道薬剤師会 

公衆衛生検査センター 

 

富山県衛生研究所 

12:00 13:00 昼食休憩（雑談会）   

13:00 14:30 

教育企画Ⅰ 

対象疾患拡大スクリーニング 

・拡大検査の実施状況 

・事業開始までの体制づくり 

 

① 拡大スクリーニング検査概要 

② 拡大スクリーニング検査開始までの 

手順、苦労話 

 

座長 ：酒井好美 

 

花井潤師 

 

講師： 

花井潤師 

            

酒本和也 

 

後藤寛法 

 

神田一夫 

愛知県健康づくり振興 

事業団 

北海道薬剤師会 

公衆衛生検査センター 

   

  

 

大阪市環境保健協会 

 

鹿児島県民総合保健 

センター 

宮崎県健康づくり協会 

14：30 14：45 休憩   

14：45 15:00 

特別企画Ⅱ 

災害対策ワーキンググループ検討 

結果報告 その① 

 

 

WG委員長： 

酒本和也 

 

 

大阪市環境保健協会 

15：00 15：05 休憩   



開始時刻 終了時刻 内  容 担当・講師 所 属 

15:05 15:20 

教育企画Ⅱ 

精度管理の報告 

 

 

講師：花井潤師 

 

学会理事 

15：20 15：25 休憩   

15：25 16:00 全体討議 

 

進行： 

石毛信之 

中村多加良 

学会理事 

東京都予防医学協会 

 

福島県保健衛生協会 

16：00 16：05 休憩   

16：05 16：10 次期研修会案内 
九州・沖縄地区： 

神田一夫 
宮崎県健康づくり協会 

16：10 16：25 運営委員会報告 
技術部会長： 

石毛信之 
東京都予防医学協会 

16:25 16:30 閉会挨拶 
技術部会副会長： 

望月孝一 

埼玉県立小児医療 

センター 

 

 

 ※今回の研修会について 

⚫ 会場はありません。オンライン開催です。 

⚫ 本研修会は「事前参加登録」をお申し込みいただいた方のみ参加いただけます。 

⚫ 会期当日の参加は受け付けておりません。 

⚫ 展示（協賛メーカー）：今回はありません。 

⚫ 懇親会：Web懇親会等企画しておりません。 

⚫ 認定申請資格審査基準単位 1単位が取得できます。 

 

 

 

《実行委員会》 北海道・東北地区 

 

中村多加良 （公益財団法人福島県保健衛生協会） 

三浦 真之 （一般財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター）  

阿部正太郎 （札幌市衛生研究所） 

高橋 雅子 （公益財団法人岩手県予防医学協会） 

佐藤 裕子 （一般財団法人宮城県公衆衛生協会） 

栗原 愛  （一般財団法人宮城県公衆衛生協会） 

羽隅 聡子 （公益財団法人福島県保健衛生協会） 

宮本恵美子 （公益財団法人福島県保健衛生協会） 

 

開催担当施設 ： 公益財団法人福島県保健衛生協会 

 

主催者 ： 日本マススクリーニング学会 

同         技術部会 

 

 



日本マススクリーニング学会 技術部会 第 39 回研修会 

研修会 参加申込み用紙 

 

≪ 送付先 ≫ 

 

 

 

 

 

貴施設名：             

 

≪ 連絡先 ≫ 

お名前：             

 

ご住所：             

 

T E L：             

 

 

研修会出席者氏名 会員の区別（○で囲む） 

1. 会 員 賛助会員 非会員 

2. 会 員 賛助会員 非会員 

3. 会 員 賛助会員 非会員 

4. 会 員 賛助会員 非会員 

5. 会 員 賛助会員 非会員 

 

＊参加申し込みいただいたアドレスに、会費の振込先をご案内いたします。 

E-mail：takara_n_1@fhk.or.jp 

 

公益財団法人福島県保健衛生協会  中村 多加良  

 

TEL：024-546-0506（内線 156） FAX：024-545-6503 


