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協会に事務局を置く団体

神奈川県消化器集団検診機関 
一次検診連絡協議会

　本協議会は老人保健法施行に伴い昭和５７年２月、
日本胃集団検診学会（現：日本消化器集団検診学会）
関東甲信越地方会実施機関部会における、各県単位
に「協議の場」を設置することの申合せにより発足
し、満２４年余を経過した。
　発足以来、県内における老人保健法に基づく胃が
んの住民検診を行なう一次検診実施機関の精度管理
の向上、行政、医師会をはじめとする関係機関との
連係協調を図り、共通の諸問題の研究、技術の向上
を目指して討議を行い、胃がん検診の充実、発展を
図ってきた。当協会は発足当初より事務局を引き受
けている。

１．協議会の開催
　（１）第６１回協議会　平成１８年７月５日（木）
　（２）第６２回協議会　平成１９年１月１７日（水）
２．幹事会の開催
　（１）第７８回幹事会　平成１８年６月２３日（金）
　（２）第７９回幹事会　平成１９年１月１７日（水）
３．研修会
　日　時：平成１９年　２月１７日（土）
　日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会
第３９回放射線部会総会で特別シンポジウムを共催
で開催
４．技術部会
　日　時：平成１８年１１月６日（月）
５．講習会（がん検診Ｘ線撮影従事者講習）
　日　時：平成１９年　１月２６日（金）
　主　催：神奈川県　＊共催機関として協力

神奈川県消化器集団検診機関
一次検診連絡協議会名簿
横浜市立市民病院がん検診センター  会 長 今村　清子
横浜市立市民病院がん検診センター  検診担当部長 石山　　暁
川崎市がん検診センター  所 長 川原　英之
（財）逗葉地域医療センター  施 設 長 河村　　攻
（医）松英会  理 事 長 寺門　運雄
（財）京浜保健衛生協会  理 事 長 矢作　　淳
（医）倉田病院健康管理室  院 長 倉田　康久
神奈川県厚生農業協同組合連合会 センター長  須田　　嵩
保健福祉センター
（財）神奈川県労働衛生福祉協会  会 長 藤原　孝憲
（財）結核予防会神奈川県支部  専務理事 磯部　仁美
（財）神奈川県予防医学協会  理 事 長 土屋　　尚
神奈川県立厚木病院  病 院 長 田代　和也
（医）社団相和会産業健診事業部  理 事 長 土屋　　章
（医）藤順会藤沢総合健診センター  理 事 長 石井　敏之

相談機関
神奈川県保健福祉部健康増進課  課 長 玉井　拙夫
神奈川県医師会  理 事 石井　　出
神奈川県医師会  理 事 羽鳥　　裕

平成１９年８月１日現在
（事務局・熊沢英明）

神奈川消化器内視鏡技師研究会
　本研究会は、県下の消化器内視鏡技師もしくは、
その仕事に携わる人々を対象にお互いの知識・技術
の向上をめざし、日常業務の質の向上を図る目的で
設立され活動を行っている。
　今年度は、昭和大学藤が丘病院　消化器内科の遠
藤　豊先生に世話人をお願いし、下記のとうり行わ
れた。
第２６回神奈川消化器内視鏡技師研究会
　日　　　時　平成１８年４月２３日（日）
　会　　　場　（財）横浜市教育会館
　技師世話人　昭和大学藤が丘病院
　　　　　　　内視鏡室　　藤森　弘樹
　内　　　容
　　　消化器内視鏡機器取り扱い講習会
　　　一般演題　５題　
　　　特別講演　「上部内視鏡治療の実際」
　　　パネルデイスカッション
　　　「内視鏡クリニカルパスの現状と今後の課題」
　　　入場者　　５４５名
　特別講演は、癌研有明病院　健診センター　高橋
　寛先生がお引き受けくださり、癌研の特色を交え
た内視鏡検査の様子を伺うことができた。
　パネルディスカッションでは「クリニカルパス」
を取り上げ、各施設の導入の実際・メリット・評価
を報告していただき会場を交えて、運用の現状と今
後の課題について活発に意見が交換され、他施設を
知ることによりお互い今後の活用方法の参考とする
ことができる貴重な情報交換の場となった。

顧　問　　（五十音順）
青木　誠孝　　青木医院
小泉　博義　　藤沢湘南台病院
比企　能樹　　北里大学病院名誉教授
藤田　力也　　昭和大学藤が丘病院名誉教授
三輪　　剛　　東海大学医学部病院名誉教授
山川　達郎　　帝京大学溝口病院外科

役　員
青地　広美　　横浜市立大学医学部付属市民総合医療センター
片野早江子　　聖マリアンナ医科大学病院
上條のり子　　昭和大学藤が丘病院
木下千万子　　淵野辺病院　
星野　朱美　　横須賀共済病院
佐藤　和夫　　神奈川県労働福祉協会
佐伯　美奈　　聖マリアンナ医科大学横浜西部病院
菅原ゆかり　　松島クリニック
瀬戸　道雄　　青木医院
谷合　幸乃　　横浜市職員
納所けい子　　神奈川県予防医学協会
中村　深雪　　横浜市民病院
花木由香里　　村松内科胃腸科クリニック
藤井あずさ　　丹羽病院
藤田　賢一　　帝京大学溝口病院
藤森　弘樹　　昭和大学藤が丘病院
松橋　妙子　　国際親善病院
三浦　美保　　北里大学東病院
武藤美枝子　　東海大学病院

（事務局・納所　けい子）
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横浜市マンモグラフィ判定委員会
　厚生労働省のがん検診の指針に則り、横浜市は１３
年１０月よりマンモグラフィ装置のある市内の４５医療
機関（平成１９年４月現在５３機関）を対象にマンモグ
ラフィ併用検診を開始した。
　１７年７月から、対象者を４０歳以上の隔年とし、４０
歳代には２方向撮影、５０歳以上には１方向撮影にて
実施している。
　システムとしては、上記医療機関では視触診とマ
ンモグラフィを同時実施とし、装置のない医療機関
は視触診のみを実施し装置のある医療機関でのマン
モグラフィ撮影を行い、一次読影を撮影医療機関で
行ってフイルムを判定委員会に送付する。判定委員
会では二次読影を行い、読影結果とフイルムを視触
診を実施した医療機関に返し、そこで総合判定を行
い受診者に説明するというシステムである。
　判定委員会システムの運営は、事務局としての当
協会が担当している。
　判定委員会には撮影に従事する放射線技師も参加
し、医師、技師による合同判定会として運営されて
いる。更に検診に参加している医療機関の医師、技
師にも公開され、検診レベルの向上に努めている。

判定会開催（１８年４月～１９年３月）９３回
検討会　６月２日

・乳がん検診管理委員会報告及び課題検討
・検診実績報告
・症例検討

判定委員会委員長
　聖マリアンナ医科大学乳腺内分泌外科教授

福田　　護
　　〃　副委員長　八十島クリニック　八十島唯一
　　〃　判定委員　３２名

（事務局・栗原博）

神奈川県乳がん集団検診協力医療機関連絡会
　県域の乳がん集団検診は昭和５２年度から開始され
た。５３年度以降は県が実施主体となって、「神奈川
県乳がん集団検診協議会」の技術指導のもとに協会
が委託を受け実施した。
　その後昭和６０年度に乳がん検診が老人保健法に加
わり、実施主体が市町村に変わったのを契機に、当
協会を事務局として「乳がん集団検診協力医療機関
連絡会（現会長＝福田護・聖マリアンナ医科大学乳
腺・内分泌外科教授）」が新たに発足し、検診の実務
が逐行されている。
　同連絡会は「県生活習慣病検診管理指導協議会乳
がん部会（部会長＝福田護・同上、事務局＝県保健福
祉部）」の指導のもと検診精度管理面の検討と、検診
の円滑かつ効果的な運営を図るため設置されている。

神奈川県乳がん集団検診協力医療機関連絡会
（敬称略：順不同・平成１９年８月１日現在）

会長・聖マリアンナ医科大学病院　　福田　　護
　　（乳腺・内分泌外科　教授）

　　　医療機関名　　　　　　　　　代表医師名
横浜市立大学医学部（第一外科） 利野　　靖　　　　　
横浜市立大学医学部（第二外科） 石川　　孝　　　　　
横浜船員保険病院 上妻　達也　　　　　
昭和大学藤が丘病院 真田　　裕　　　　　
横浜南共済病院 松川　　博　　　　　
日本医科大学付属第二病院 山下　浩二　　　　　
聖マリアンナ医科大学病院 緒方　晴樹　　　　　
藤沢市民病院 仲野　　明　　　　　
藤沢湘南台病院 田村　　功　　　　　
茅ヶ崎市立病院 小林　一博　　　　　
北里大学病院 蔵並　　勝　　　　　
国立相模原病院 秋山　憲義　　　　　
平塚共済病院 片山　清文　　　　　
小田原市立病院 小山　隆史　　　　　
山近記念総合病院 久保田光博　　　　　
西湘病院 原　　俊介　　　　　
秦野赤十字病院 鈴木　弘治　　　　　
東海大学病院 徳田　　裕　　　　　
三浦市立病院 小澤　幸弘　　　　　
大和市立病院 竹下　利夫　　　　　
東海大学大磯病院 大谷　泰雄　　　　　
伊勢原協同病院 篠田　政幸　　　　　
平塚市民病院 金井　年雄　　　　　
熱海病院 岩崎　博幸　　　　　
海老名総合病院 内山喜一郎　　　　　
津久井赤十字病院 荒井　義孝　　　　　
東芝林間病院 竹中　晴幸　　　　　
相模台病院 坂本いづみ　　　　　
横浜旭中央病院 櫻井　　修　　　　　
横浜掖済会病院 高橋　利通　　　　　
横浜市南部病院 池　　秀之　　　　　
横浜医療センター 土井　卓子　　　　　

（事務局・熊沢英明）
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神奈川乳房画像研究会　　　 
神奈川乳房超音波画像研究会

　本研究会はマンモグラフィ・乳房超音波検査・乳
房画像診断・病理診断に携る県下の放射線技師・医
師をはじめ、その検査を受ける立場の一般の方に至
るまでを対象とし、早期乳がんを発見するために、
画像診断力や精度管理の知識向上を目指し普及活動
を行なっている。
　平成１０年１２月に発足し７年目を迎え、平成１８年１２
月には第３０回の開催に至る節目の年でもある。一
方、平成１６年３月に発足した神奈川乳房超音波画像
研究会も３年目に入り、益々広い範囲で活動を推進
している。 世話人代表　　萩原　明
平成１８年度　神奈川乳房画像研究会
　　　　　神奈川乳房超音波画像研究会　活動状況
　《第２８回研究会》《第５回超音波研究会》
平成１８年６月１７日（土）　　参加人数　１９５名
１．「マンモグラフィで迷った症例とマンモトーム

生検」
　　　独立行政法人国立病院機構横浜医療センター

外科部長　土井　卓子
２．「マンモトーム生検の現状」
　　　独立行政法人国立病院機構横浜医療センター

放射線科　川�あいか
３．「臨床画像評価」

　　　神奈川乳房画像研究会世話人
　　　神奈川乳房超音波画像研究会世話人

４．「フィルムリーディング」
埼玉県立がんセンター病理部部長　黒住　昌史
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

画像診断部　池田　裕三
北里大学病院　　　　臨床検査部　宇治橋善勝

　《第２９回研究会》《第６回超音波研究会》
平成１８年１０月１４日（土）　　参加人数　２２８名
１．「進化・変貌しているマンモグラフィ検診－症例

から学ぶこと－」
名古屋中日病院　乳腺科　森田　孝子

２．「臨床画像評価」
神奈川乳房画像研究会世話人

神奈川乳房超音波画像研究会世話人
３．「乳腺病理の入門シリーズ１　フィルムリー

ディング　基礎編」
埼玉県立がんセンター　病理部部長　黒住　昌史
　《第３０回研究会》《第７回超音波研究会》
平成１８年１２月２日（土）　　参加人数　１４９名
１．「乳房検査の過去・現状そして将来は…」
　独立行政法人国立病院機構

名古屋医療センター放射線科部長　遠藤登喜子
２．「マンモグラフィってなに？」

ジャーナリスト　美�川由紀
３．「３０回を迎える研究会の歩み」
神奈川乳房画像研究会代表世話人
（財）神奈川県予防医学協会専門委員 萩原　　明
 《第３１回研究会》《第８回超音波研究会》
平成１９年３月２４日（土） 　　参加人数　２４０名
１．「デジタルマンモグラフィの最近の技術的動向」
愛知がんセンター画像診断センター　堀田　勝平
２．「デジタルマンモグラフィの臨床診断解析」
　国立がんセンターがん予防検診・研究センター

内山菜智子
３．「臨床画像評価」

神奈川乳房画像研究会世話人
神奈川乳房超音波画像研究会世話人

４．「超音波検査の標準化に向けて」
東京慈恵医科大学附属青戸病院放射線部　松原　　馨

（事務局・見本　喜久子）

神奈川県健康管理機関協議会
　当協議会は、昭和５６年に神奈川労働基準局労働衛
生課（当時）の指導の下で、県内で労働衛生に携わっ
ている機関のうち、中小企業労働者健康管理事業助
成制度の名簿登載機関１８機関が参加して自主的に発
足した。
　平成１８年度の会員機関は　１６機関で、企業の健康
管理を側面から支援するために、より質の高いサー
ビスを提供すると共に、労働衛生行政へも積極的に
協力していくことを目的に運営面の適正化と質的向
上に関する事項の協議の場として、継続的に年２回
の協議会を開催してきた。

平成１８年度活動状況
第１回協議会（平成１８年９月２１日）
１．神奈川労働局からの連絡事項
　　・平成１８年度神奈川労働局行政運営方針の概要
　　・平成１８年度労働衛生行政のあらまし
　　・平成１８年度全国労働衛生週間実施要綱
２．講　　演
テーマ：「日本医師会の現状と今後」
講　師：社団法人　日本医師会　常任理事

内田　建夫様
（１）日本医師会の現状と立場
（２）医療改革制度の概要
（３）日本医師会としての課題と対応

３．情報交換

第２回協議会（平成１９年４月１３日）
１．神奈川労働局からの連絡事項

・平成１８年度神奈川労働局行政運営方針の概要
・平成１８年度労働衛生行政のあらまし
・地域産業保健センターを活用した長時間労働
者の健康確保対策

２．講　　演
テーマ：「平成２０年度からの特定健診・特定保健指導

の実施に向けて」
講　師：健康保険組合連合会神奈川連合会

会長代理　白川　修二様
（１）厚生労働省三検討会の決定事項概要
（２）保険者側の今後のスケジュール
（３）健保連の取組み方向

３．情報交換

機関名　▲代表幹事　●幹事
▲（財）神奈川県予防医学協会
●（財）神奈川県労働衛生福祉協会
●（財）ヘルス・サイエンス・センター
（財）京浜保健衛生協会
●（財）結核予防会　神奈川県支部
（財）全日本労働福祉協会
（財）日本予防医学協会　東日本統括センター
（財）労働衛生協会

独立行政法人　労働者健康福祉機構　関東労
災病院　健康管理センター

（財）労働科学研究所
（医）社団　日健会　日健クリニック
（医）社団　相和会
（社）衛生文化協会　城西病院

独立行政法人　労働者健康福祉機構　横浜労
災病院　海外勤務健康管理センター

（財）逗葉地域医療センター
神奈川県厚生農業協同組合連合会　健康管理
センター

　　※平成１９年３月３１日現在
（事務局・根本　克幸）
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神奈川健康保持増進サービス機関等連絡会
　神奈川健康保持増進サービス機関等連絡会は、神
奈川県下で活動している中央労働災害防止協会認定
（名簿登載機関）の健康保持増進サービス機関で組織
され、神奈川労働局の指導の下に発足し自主的に運
営されている。その目的としては、事業主の責務で
ある労働者への健康づくり活動をより質の高いもの
にすべく、技術の向上、運営の適正化またサービス
を提供するための協議する場とすることである。
　平成１２年度よりＴＨＰステップアッププランとし
て支援が行われていましたが、依然として中小規模
事業所における取組みが脆弱であり、より広くＴＨ
Ｐの普及定着を図ることが必要であることから平成
１９年度より中小規模事業所における健康づくり支援
事業は「ＴＨＰデモンストレーション事業」の実施
に移行されます。
　「ＴＨＰデモンストレーション事業」は常時使用さ
れる労働者数が３００人以下の事業所を対象とし、事
業所からのご要望に応じて、労働者健康保持増進
サービス機関・指導機関を通じて、健康づくりの専
門家を派遣し、事業所の実績に応じて健康測定、運
動指導等のメニューを提供いたします。

〈平成１９年度加入機関〉
（財）神奈川県労働衛生福祉協会
（社福）日本医療伝道会　衣笠病院
（医社）善仁会　横浜東口ヘルスチェッククリニック
（医財）報徳会　西湘病院
（医社）こうかん会
（財）神奈川県予防医学協会

（事務局・北見　護）

肺疾患検討会
肺疾患検討会（昭和５６年９月設立）
第１１９回（平成１８年５月３０日）
　横浜市立市民病院　呼吸器外科
　１）食道粘膜切除術後に左緊張性気胸と出血によ

りショックを起した一例。
　２）硬性鏡下に摘出した左主気管支の異物・カニ

の爪。
　３）アリゾナ出身の米人にみられたコクシディオ

マイコーシスの一例。
第１２０回（平成１８年９月２６日）
特別講演　横浜市立大学医学部教授　井上登美夫
先生。最近の放射線診断学上のトピックス。

第１２１回（平成１８年１１月２１日）
　県立循環器呼吸器病センター　呼吸器外科
　１）胸腺全摘術を施行した“胸腺過形成

─Hyperplasia”。
　２）CA１９－９高値の右肺内Cystic disease of pancreas。
　３）CT上解離性大動脈瘤を否定できなかった特

発性縦隔線維症。
　４）両側巨大ブラの経過と手術治療。
　５）同上類似症例
　６）上行、弓部大動脈、総肺動脈幹、左腕頭静脈

浸潤疑いのある扁平上皮癌に放射線治療後人工
心肺スタンバイで左肺全摘術を行なった１例。
　本年度は１２０回の区切りの会で特別講演を井
上教授にお願いし、恒例の会では聴かれない放
射線学上のお話をして戴いた。会に先立ち会計
報告などの会務について幹事会を開催した。

（事務局・井出　研）
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日本作業環境測定協会神奈川支部
　日本作業環境測定協会神奈川支部は、昭和５６年７
月、神奈川並びに山梨の両県に所在する（社）日本
作業環境測定協会会員により設立。現在、支部の会
員は、自社５、機関２８、指定１、委託２の計３６会員
である。
　神奈川支部は設立以来、作業環境測定士の資質向
上と測定技術の精度向上、測定機関の業務改善並び
に会員相互の親ぼくを目的として、種々の事業を展
開してきた。
平成１８年度は、作業環境測定推進大会を始めとし
て、各種の事業を行った。その主な内容は次の通り
である。
会　　議
①総会１回　②機関全体集会１回　③理事会２回
④技術専門委員会７回
事　　業
Ⅰ．第１７回作業環境測定推進大会（１８．９．１１）
　Ⅰ．特別講演
　　　「最近の労働衛生行政の動向」

神奈川労働局労働衛生課長　花形　修身
　Ⅱ．化学物質等のリスクアセスメントをめぐる内

外の動向について
（社）日本作業環境測定協会専務理事　唐沢　正義
　Ⅲ．職場におけるメンタルヘルス対策

人間総合科学大学人間科学部教授　苅部ひとみ
Ⅱ．技術研修会
　（１）第１回技術研修会（１７．５．１７）
　　　アスベストによる健康障害について

神奈川県立循環器呼吸器病センター
呼吸器科部長　　高橋　　宏

　（２）第２回技術研修会（１８．１．２３）
工場見学会：（社）日本作業環境測定協会精度
管理センター

　（３）第３回技術研修会（１８．３．２３）　
　　Ⅰ．化学物質等の表示・文書交付制度について

神奈川労働局労働衛生専門官　古屋　　強
　　Ⅱ．神奈川における化学物質管理の現状について

（財）神奈川県予防医学協会　芦田　敏文
　　Ⅲ．労働衛生保護具とその使用法について

①講演～労働衛生保護具について
十文字学園女子大学教授　田中　茂

②実技研修（メーカー担当者）
Ⅲ．講習会（１８．５．２９）
　（１）作業環境測定士試験科目一部免除講習会
役員・技術専門委員　
　　　　　　役　　員　　　技術専門委員
支 部 長　蒔田　道則　　竹平　知義（労働衛生福祉協会）
副支部長　田原　　仁　　竹内猪佐夫（東菱エステート）
　　〃　　　井澤　方宏　　芦田　敏文（予防医学協会）
理　　事　大角　武志　　灰塚　正隆（オオスミ）　
　　〃　　　田中　康友　　岸　　康博（日産自動車）
　　〃　　　平井　　廣（日本ビクター）
監　　事　望月　明彦　　望月　速人（山梨労働センター）
　　〃　　　池田　善郎　　星野　健二（ＮＫＫ）
行　　政　花形　修身　　中村　宏彰　（神奈川労働局）

（事務局・芦田　敏文）

神奈川県学校・腎疾患管理研究会
　昭和５０年に発足し２９年目。各地区医師会・行政・
大学医学部・病院・学校・検診機関が相互に連携し
地道な腎疾患対策を行い児童・生徒の健康に寄与す
べく事業を展開している。
Ⅰ　調査研究事業
　１．小田原市における腎疾患管理で卒業等により、管

理解除となった者に対する追跡調査のまとめ。
　２６年間の卒後検診の総括を実施する予定で、
基本的なデータの集積を行った。
責任者　藤原　芳人（本会幹事・横浜市医師会）

　２．調査研究
①学校現場と医療分野の連携を図るため、各市
町村養護教諭部会と講演と情報交換の会を実
施予定したが、今年度は日程調整がまとまら
なかった。

②各地区の判定委員会の現状と問題点の把握
平成１８年１１月１１日（土）

Ⅱ　総会および研究会
　平成１８年９月９日（土）
　会　場　予防医学協会　
　テーマ　「学校検尿から発見され、診断・治療・移殖を

受けた患者の家族の方やご本人様のお話し」
　講　師　聖マリアンナ医科大学院長・小児科教授

小板橋　靖　先生（経過説明）　
高嶋美知子　様（患者のお母様）
高嶋　祐太　様（ご本人様）　　

Ⅲ　医師部会研究会
　１．第４０回研究会
　７月８日（土）
　会　場　予防医学協会
　テーマ　
　１．「腎臓病の食事療法」
　　　講師　聖マリアンナ医科大学

栄養部　課長　戸田　和正　先生
　２．「糸球体上皮細胞機能と基底膜透過性」
　　　講師　聖マリアンナ医科大学

小児科　斉藤　　陽　先生
　２．第４１回研究会
　１２月９日（土）
　会　場　　　予防医学協会
　テーマ
「ネフローゼ症候群の小児から成人へのcarry　over」
　講師　北里大学医学部　

腎臓内科教授　鎌田　貢壽　先生
＊平成１８年８月に亡くなられた本会幹事・横浜市
医師会　故山田卓男　先生よりの寄付金に対
し、奥様の山田信保様にご出席いただき感謝状
及び花束の贈呈をおこなった

Ⅳ　知識普及活動
　１．研究会機関誌「腎」発刊２５・２６合併号（２，０００部）
　２．腎臓手帳５００冊販売
　３．ホームページ（URL http://www.shouni-jin.jp/）
〈会長〉　小板橋　靖　聖マリアンナ医科大学　小児科

（平成１９年８月１日現在）
（事務局・熊沢　英明）
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禁煙、分煙活動を推進する神奈川会議
　平成１１年１１月５日設立発足した本会は着実な活動
を展開し、県内における禁煙・分煙に関する活動の
指導的役割を果たしてきている。
　協会は設立時より本会の事務局を担当している。
　１５年５月施行の「健康増進法」には、受動喫煙の
防止が盛り込まれ、　神奈川県では、「かながわ健康
プラン２１」に続いて、１７年度より「がんへの挑戦・
１０ヵ年戦略」が策定され、タバコ対策が重点課題と
されている。
　１９年度は「日本禁煙推進医師歯科医師連盟総会」
神奈川県で開催され、その運営を本会が担当する。

１８年度活動内容
Ⅰ会議
　（１）理事会　５月２８日、１月１３日、３月１０日
　（２）総会　　５月２８日
Ⅱ事業
１．講演会　５月２８日
２．禁煙・防煙講演会、禁煙セミナー
　（１）横浜市港南区思春期講演会　７月１４日
　（２）横浜市港南区防煙イベント　７月２６日
　（３）横浜市港南区保健活動推進委員会
　（４）横浜国立大学講義　１５回
　（５）横浜市病院協会看護専門学校　９月１２日、１０

月１０日
　（６）全国労働衛生週間横浜北地区推進大会特別講

演　９月５日
　（７）神奈川県看護協会講演会　１１月１７日、１月１２日
　（８）キッセイ薬品　１月１１日
３．禁煙・防煙講演会の講師派遣、参加
（１）学校関係　　　７０回
（２）地域関係　　　２４回
（３）職域関係　　　４回
（４）その他　　　　２８回
４．イベントへの参加
（１）上永谷駅前キャンペーン　８月３日
（２）すこやかかながわ一万人健康ウォーク「健康

生活展」１１月１１日
５．関連会議への協力・参加　３回
６．神奈川県内科医学会　冊子『禁煙医療のための

基礎知識』作成への協力
７．マスメディアへの協力
８．メーリングリスト（NL）の運営・管理
９．ホームページの運営

役員（理事会）の構成 （１９年６月２３日現在）
会　長　中山　脩郎（中山医院長・神奈川県内科医学会長）
副会長　渡辺古志郎（横浜市立市民病院病院長）
　〃　　西野　一紘（神奈川県歯科医師会副会長）
　〃　　大野　秀利（神奈川県薬剤師会常務理事）
会計、理事、監事　２４名　（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
マスコミ、産業、教育等）

（事務局・栗原　博）

神奈川学校保健研究会
　県内の養護教諭ら、学校保健関係者が自主的に研
修する場として昭和４３年に発足。以来、毎月１回の
月例会、夏期講習会を実施している。
１．月例会
　日時、テーマ、講師、参加人数
　①４月１５日「子どもを伸ばすコミュニケーション」
谷口貴彦・コーチング・セブンピース代表・１５人
　②５月１３日「小児・思春期における心身医学」
釜野聖子・緑が丘クリニック副院長・１６人③６月１７日
「学校現場に活かす心理技法」村尾泰弘・立正大学社
会福祉学部・２１人④７月８日「回復へのプロセス」
小見祐子・横浜市立スクールカウンセラー・１４人⑤
９月９日「三つ子の魂、百までも」からの開放、杉田峰
康・福岡県立大学名誉教授・２３人⑥１０月２１日「クレヨ
ンを使った創造的、治療的な遊び」藤掛明・聖学院大
学総合研究所・カウンセリング研究センター・１２人
⑦１１月１８日「児童・生徒の理解のために」釜野聖子・
緑が丘クリニック副院長・１８人⑧１２月９日「マジッ
クを学んで子ども達と心を通わせてみませんか」植
井弘子・元中学校養護教諭・１１人⑨１月２０日「小さ
な声を受け止めていますか？」こんのひとみ・吉川
音楽事務所・１４人⑩２月１７日「私の養護実践」森博美・
横浜市立中学校養護教諭・８人⑪３月２７日施設見学
会「海洋研究開発機構横浜研究所」・１２人

２．夏期講習会
　日　時：平成１８年８月８日～１０日
　テーマ：「自己理解と他者理解の心とこころの響きを

求めて」～支援・導入の方法を広げる～
　①８日「描画における描線の分析－筆跡学を応用
して・星と波描画テスト」杉浦京子・日本医科大学
心理学助教授
　②９日「情報化社会と子どものこころ」牟田武生・
NPO法人教育研究所理事長、「パーソナリティ理論
から学ぶ交流分析」江花昭一・横浜労災病院心療内
科部長
　③１０日「ブリーフセラピー入門（２）」長谷川啓三・
東北大学教育学部教授
会員状況
　小学校１８人、中学校１６人、高校・短大１２人、その
他１５人。計６１人

役　　員（順不同、敬称略、平成１９年３月３１日現在）
名誉会長　　高田　和子
会　　長　　山口　京子（前川崎市教育委員会・健康相談室）
副　会　長　　藤沢　恵子（横浜市立南舞岡小学校）
幹　　事　　佐藤まゆみ（神奈川県立川和高校）

矢野　君江（川崎市立柿生小学校）
坂井　悦子（横浜市立間門小学校）
平山　京子（北鎌倉女子学園）
鈴木　晴美（横浜市立浦島小学校）
金子　雅代（横浜市立白幡小学校）
浅井　恵子（前私立横浜中学校）
中野　保子（横浜市立日吉台中学校）
木村千恵子（川崎市立久末小学校）

監　　事　　中川　優子（藤沢市立藤ヶ丘中学校）
工平　きん（横浜市立勝田小学校）

（事務局・船崎　隆文）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


