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【関係学会・研究会等への参加ならびに協力】 

事業推進に関係する学会、研修会、講習会等への参加状況は下に示したとおりである。 

事務部 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2012.6. 東京 日本対がん協会全国事務局長会議 

2012.9. 高松 がん制圧全国大会 



2013.2. 東京 結核予防会全国支部事務局長研修会 

2013.3. 松山 四国地区情報交換会 

2013.3. 東京 結核予防全国大会 

2013.3. 東京 がん征圧全国大会 

 

診療部 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2012.4. 京都 第 109回日本内科学会総会 

2012.4. 東京 日本消化器病学会総会 

2012.5. 名古屋 指導者(マンモ)研修会 

2012.9. 出雲 中・四国婦人科学会 

2012.10. 神戸 第 19回日本消化器関連学会週間（JDDW2012） 

2012.10. 山口 第 71回日本公衆衛生学会総会 

2012.12. 東京 産婦人科乳房画像研究会 

2012.12. 東京 日産婦乳癌学会 

2012.12. 松山 第 43回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 

2013.1 徳島 徳島県胃腸胆膵疾患研究会 

2013.2. 松山 第 58回四国公衆衛生学会 

 

放射線 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2012.8. 下関 日本消化器がん検診学会中国四国学会 

2012.8. 徳島 徳島県マンモグラフィ技術講習会（講師） 

2012.9. 倉敷 胃がん X線検診技術部門 B 資格検定試験（試験官） 

2012.10. 豊中 日本消化器がん検診学会第 38回部会研究会総会 

2012.12. 清瀬 平成 24年度胸部検診対策委員会胸部画像精度管理研究会 

2012.12. 松山 第 43回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 

2013.2. 那覇 日本消化器画像診断情報研究会 

2013.3. 東京 診療放射線技術研修会 

2013.3. 京都 マンモグラフィ技術更新講習会 

2013.3. 徳島 徳島乳腺研究会 

 

検査室 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2012.4. 徳島 徳臨技 臨床・免疫血清検査研究班合同勉強会 

2012.4. 岡山 第 28回日本乳腺甲状腺超音波診断会議 



2012.5. 徳島 徳島県臨床検査技師会 病理細胞診勉強会(7,9,11月) 

2012.5. 徳島 第 22回 徳島超音波研究会 

2012.6. 札幌 第 37回 日本超音波検査学会 学術集会 

2012.6. 千葉 第 53回 日本臨床細胞学会総会（春季大会） 

2012.6. 津 第 61回 日本医学検査学会 

2012.7. 高松 JSS四国 第 17回 地方会学術集会 

2012.8. 徳島 徳島県乳房講習会 

2012.9. 東京 第 53回  日本人間ドック学会 

2012.9. 東京 第 114回 医用超音波講義講習会 中級者対象講義講習会 

2012.10. 徳島 徳島県臨床検査技師会 生理検査研究班 

2012.11. 大阪 消化管エコーセミナー 2012 in 大阪 

2012.12. 徳島 第 36回 徳島県医学検査学会 

2013.1. 徳島 徳臨技 臨床・免疫血清検査研究班合同勉強会 

2013.1. 徳島 徳島県臨床検査技師会 病理細胞診勉強会 

2013.2. 高知 JSS四国 第 18回 地方会併設研修会・セミナー 

2013.2. 東京 第 3回 乳房超音波講習会 

2013.3. 徳島 平成 24年度徳島臨床細胞学会総会ならびに学術集会 

 

看護 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2012.8. 大阪 第 59回近畿内視鏡技師会 

2012.9. 香川 平成 24年度がん征圧全国大会 

2012.9. 鳴門 徳島県内視鏡セミナー 

2013.3. 東京 第 36回保健師・看護師研究会 

 

地域がん登録 ■ 

開催月 開催地 学会・研究会等の名称 

2012.6. 高知 地域がん登録全国協議会学術集会 

2012.6. 徳島 第 1回地域がん登録研修会 

2012.7. 東京 第 1回地域がん登録事業に関する会議 

2012.12. 東京 地域がん登録実務者研修会 

2013.2. 東京 第 2回地域がん登録事業に関する会議 

 


