
 

令和元年度 事業報告 

 

【当協会を取り巻く状況】 

厚生労働省は、令和元年 5月、全世代型社会保障の構築に向けた「健康寿命延伸プラン」

を策定、この中で、健康寿命を 2040年までに 3歳以上延ばし、男女とも 75歳以上（男性

75.14歳、女性 77.79歳）とする目標を掲げ、目標達成に向けて、①次世代を含めたすべて

の人の健やかな生活習慣形成等 ②疾病予防・重症化予防 ③介護予防・フレイル対策、認

知症予防 の 3分野について取り組んでいます。 

また、受動喫煙防止対策では、新たに義務規定を設けた改正健康増進法が 7月 1日より一

部施行、令和 2年 4月 1日より全面施行となり、具体的には、①原則屋内禁煙とする ②20

歳未満の人の喫煙エリアへの立ち入り禁止 ③屋内喫煙には喫煙室の設置が必要 ④喫煙室

には標識掲示が義務づけになり、一層の強化を図っています。 

 特定健診・保健指導については、保険者の責任の明確化を図るため、平成 29年度より全

保険者別の実施状況を公表することとし、初公表された特定健診実施率は 53.1％（目標

70％）、特定保健指導の実施率は 19.5％（目標 45％）と、いずれも目標値に到達していない

ことが分かりました。 

 また、がん検診については、その効果を高めるために、検診の種類ごとに「受診を特に推

奨する者」を明示、推奨年齢を 69歳以下とするなど上限を設けたほか、検診実施関係者に

対しては、がん検診の利益・不利益について対象者に説明する必要性を示すとともに、周知

することを求めています。 

 一方、令和元年 9月、地域保健と職域保健の連携の効果的な運用方法を示す「地域・職域

連携推進ガイドライン」が改訂され、この中で、健診機関に期待される役割として、①受診

者全体の健康課題に関する情報の提供 ②地域・職域連携推進事業（講演会、健康教育、健

診、保健指導等）への協力が挙げられています。 

 こういった状況の中、当協会は基本方針である、「学校や地域・職域の健康診断および特

定保健指導」を通して、生活習慣の改善や疾病を予防する機会を提供し、「生活習慣病やが

んの予防、禁煙や生活習慣の改善による健康づくりを推進し、県民の心とからだの健康の保

持及び増進と健康な生活の実現」に努めました。 

 

公益事業１：心とからだの健康保持及び増進事業 

１ 普及啓発活動 

＜県民に向けた情報発信＞ 

 県民への普及啓発活動は、時代背景や地域特性を踏まえて、新しい情報を的確に提供

する必要がある事から、ホームページや新聞・イベントなどを通して①生活習慣病やが

んの予防に関する情報 ②健康診断の受け方や数値の見方・活用方法に関する情報 ③

生活習慣の改善方法に関する具体的な情報を発信し、県民の健康意識の向上と心とから

だの健康の保持及び増進を推進いたしました。ホームページのブログ「読むサプリ」を

通して、企業の検診担当者や受診者などに向けて健康に関する情報を分かりやすく解説 



 

 

するとともに、申し込みから健診結果の説明、健康増進・保健指導の実際まで具体的な

情報を常時提供し、県民の健康保持及び増進に役立ててもらえるよう努めました。 

 

＜県・市町・企業・各種団体との連携による啓発活動＞ 

 当協会は、生活習慣病やがんの予防に関する啓発活動・調査研究事業に取り組む民間

機関として、県・市町・企業、香川タバコの害から健康を守る会・ピンクリボンかがわ

県協議会・がん患者ネットワーク香川、香川産業看護研修会ほか各種団体などと連携す

ることで、より効果的な啓発活動を展開し、以下の普及啓発に取り組みました。 

 

（1） 第 64回予防医学事業推進全国大会の開催 

本大会は、公益財団法人予防医学事業中央会（本部）及び各県支部の持ち回りで毎年

開催しているもので、香川での開催は平成 9年以来、22年ぶりの開催となりました。大

会のテーマを「健やかで、生きがいのある社会を目指して」として、「すべての県民が

健康で明るく元気に生活していくことを通して、生きがいのある社会を実現したい」と

の強い思いを込めて、健康寿命、タバコ、がん教育、子どもの心と身体をキーワードに

著名人を招聘し 3講演を行いました。 

大会には全国の本部・支部関係者、県民、行政及び民間団体などの関係機関から会場

を埋め尽くす約 820人の参加があり、本部・各県支部はもとより多数の参加者から賞賛

の声をいただくとともに、大会を通して、県民及び関係機関に予防医学の重要性と本

部・各県支部の存在意義をアピールすることができました。 

 〈日程及び内容〉 

〇 11月 21日（木）10：00～20：00  会場：JRホテルクレメント高松 

本部・支部の関連会議及び大会レセプション 

大会レセプションで、当協会職員 武田靖子が令和元年度予防医学事業中央会奨励賞

を受賞、受賞者を代表して、賞状と記念品を授与されました。 

 

  〇 11月 22日（金）10：00～15：00  会場：レクザムホール小ホール 

第 64回予防医学事業推進全国大会  

大会記念式典では、当協会顧問 森田純二が感謝状（国井記念賞）を受賞しました。 

・記念講演「健康寿命を延ばすための３つの秘訣」 

    講師 森田純二氏（当協会顧問・香川タバコの害から健康を守る会会長） 

   ・特別講演「大人のためのがん教育」 

    講師 中川恵一氏（東京大学医学部放射線医学教室准教授・放射線部門長） 

・文化講演「子どもの心と身体」 

    講師 尾木直樹氏（教育評論家・法政大学名誉教授・臨床教育研究所「虹」所長） 

 
 
 



 

（2） 禁煙・受動喫煙防止に関する普及啓発活動 

① 禁煙・受動喫煙防止出前講座及び禁煙相談の開催 

昨年度に引き続き、香川県から委託を受けて、県内の小中学校（25校）及び職域

（4カ所）に対し出前講座を実施したほか、高松市・高松市教育委員会、全国健康保

険協会等から依頼を受け、禁煙・受動喫煙防止セミナーの実施に協力しました。 

実施に当たっては、当協会顧問の森田純二医師ほか、香川県薬剤師会・学校薬剤師

会の協力を得るとともに、アンケート調査等を行い講演活動に役立てました。 

 

喫煙・受動喫煙防止出前講座の実施状況 

 

日時 場所 実施主体 対象 人数 講師 

1 5 月 30 日（木） 川崎工業坂出造船工場 県委託事業 従業員 28 森田医師 

2 6 月 25 日（火） まんのう町立満濃南小学校 県委託事業 6 年生 33 近藤薬剤師 

3 7月  4日（木） 高松市立香南中学校 
高松市教育 

委員会 

全校生、 

保護者 
205 近藤薬剤師 

4  7月  5日（金） 坂出市立坂出中学校 県委託事業 1 年生 160 二村薬剤師 

5 7月  9日（火） 坂出市立東部中学校 県委託事業 1 年生 81 溝渕薬剤師 

6 7 月 12 日（金） 坂出市東部小学校 県委託事業 6 年生 71 平松薬剤師 

7 7 月 12 日（金） 高松市立屋島中学校 予防協会 1 年生 170 二宮薬剤師 

8 7 月 17 日（水） 東かがわ市立大川中学校 県委託事業 1 年生 94 二宮薬剤師 

9 7 月 25 日（木） 保健指導実践者育成研修会 香川県 
保健指導 

従事者 
60 森田医師 

10 8 月 22 日（木） 香川県市町村職員共済組合 県委託事業 組合員 50 森田医師 

11 8 月 29 日（木） ライオンケミカル株式会社 県委託事業 従業員 23 森田医師 

12 9 月 26 日（木） さぬき市立さぬき南中学校 県委託事業 1,2 年生 236 森田医師 

13 9 月 26 日（木） 香川誠陵中学校 県委託事業 全校生徒 196 平松薬剤師 

14 9 月 27 日（金） NTT 西日本香川支店 高松市 従業員 25 近藤薬剤師 

15 9 月 30 日（月） 宇多津町立宇多津小学校 県委託事業 6 年生 90 池田薬剤師 

16 10月  1日（火） 三豊市立比地大小学校 県委託事業 5,6 年生 28 琢磨薬剤師 

17 10月  1日（火） 労働安全衛生大会 
県建設業協会 

中讃支部 
従業員 80 近藤薬剤師 

18 10月  3日（木） さぬき市役所 県委託事業 市職員 35 森田医師 

19 10 月 17 日（木） 三豊市立山本小学校 県委託事業 
6 年生、 

保護者 
100 岡田薬剤師 

20 10 月 23 日（水） 東かがわ市立引田中学校 県委託事業 2 年生 47 原薬剤師 

21 10 月 25 日（金） 三豊市立麻小学校 県委託事業 6 年生 31 合田薬剤師 

22 11 月 22 日（金） 高松市立古高松南小学校 
高松市教育 

委員会 

3～6 年生 

保護者 
500 伊藤薬剤師 



 

23 11 月 27 日（火） まんのう町立琴南小学校 県委託事業 6 年生 11 中山薬剤師 

24 12月  6日（金） 高松市立弦打小学校 
高松市教育 

委員会 
6 年生 83 鈴木薬剤師 

25 12月  6日（金） 高松市立下笠居中学校 
高松市教育 

委員会 

全校生、 

保護者 
160 岡内薬剤師 

26 12月  9日（月） 観音寺市立一ノ谷小学校 県委託事業 6 年生 49 井上薬剤師 

27 12 月 10 日（火） 三木町立田中小学校 県委託事業 6 年生 19 北村薬剤師 

28 12 月 12 日（木） 東かがわ市立白鳥小学校 県委託事業 6 年生 30 野地薬剤師 

29 12 月 13 日（金） 三豊市立大見小学校 県委託事業 6 年生 26 丸岡薬剤師 

30 12 月 16 日（月） さぬき市立寒川小学校 県委託事業 6 年生 63 二宮薬剤師 

31 12 月 16 日（月） 寒川高等学校 寒川高校 
普通科、 

専攻科 
570 二宮薬剤師 

32 1 月 20 日（月） 三豊市立松崎小学校 県委託事業 6 年生 14 高本薬剤師 

33 1 月 21 日（火） 高松市立国分寺南部小学校 
高松市教育 

委員会 
5,6 年生 231 鈴木薬剤師 

34 1 月 22 日（水） 丸亀市立本島小学校 県委託事業 
小中学生 

保護者 
30 小林薬剤師 

35 1 月 22 日（水） 全国健康保険協会香川支部 
全国健康保険

協会香川支部 

保健師、 

管理栄養士 
15 近藤薬剤師 

36 1 月 23 日（木） 三豊市立曽保小学校 県委託事業 6 年生 5 井上薬剤師 

37 1 月 24 日（金） 東かがわ市立本町小学校 県委託事業 6 年生 32 村田薬剤師 

38 1 月 27 日（月） 三木町立白山小学校 県委託事業 6 年生 67 小濱薬剤師 

39 2月  3日（月） 三木町立氷上小学校 県委託事業 6 年生 95 原薬剤師 

40 2 月 13 日（木） 小豆島食品組合 
全国健康保険

協会香川支部 
経営者 8 近藤薬剤師 

41 2 月 14 日（金） 三豊市立財田小学校 県委託事業 6 年生 24 近藤薬剤師 

42 2 月 21 日（金） デイサービス夕凪 高松市 従業員 31 森田医師 

 

② 「世界禁煙デー香川フォーラム 2019」への参加および協力 

当協会に事務局を置く「香川・タバコの害から健康を守る会」に協力し、「世界禁煙

デー香川フォーラム 2019」にスタッフを派遣するとともに特別協賛しました。 

日時：6月 2日（日）10：00～17：00 

午前の部：屋島西町浦生海岸の清掃活動（吸い殻拾い） 

午後の部：瓦町 FLAG8階アートステーション多目的スタジオ 

    ・基調講演「海洋汚染とタバコのフィルターについて」 

講師：石田雅彦氏（横浜大学大学院医学研究科循環制御医学教室） 

・シンポジウム「瀬戸内海を守るためにわれわれができること」 

①森田純二氏（当協会顧問）②望月友美子氏（日本対がん協会参事） 

③森田桂治氏（NPO法人アーキペラゴ副理事長）④石田雅彦氏 

・禁煙コンサート：吉岡美穂。、青柳妃姫、徳山眞矢 

 



 

（3） 乳がんに関する普及啓発活動 

① ピンクリボンライトアップキャンペーン（10月 2日～31日） 

当協会に事務局を置く「ピンクリボンかがわ県協議会」と共催し、10月の乳がん

月間の期間中、高松市丸亀町壱番街前三町ドームをピンク色にライトアップしまし

た。初日（10月 2日）の点灯式では、乳がんに関するトークショーやオカリナコン

サート、啓発グッズの配布などを行い、通行人らに乳がん検診の重要性を訴えまし

た。（啓発グッズ配布数 500部）これらの様子を四国新聞に再録掲載し、県下全域に

活動をアピールしました。 

 

② ピンクリボンいくしまウォーク 2019 

10月 20日（日）9：00～13：00 四国新聞が主催する「ピンクリボンいくしまウ

ォーク 2019」に協力し、イベント運営を支えました。（参加人数約 600人） 

 

③ ピンクリボンかがわメディカルネット講習会 

県内の乳がん検診に携わる医療従事者向けの講習会を、今年度は「令和元年度香川

県乳がん検診従事者講習会」として香川県と共催して開催する予定（3月 7日）でした

が、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止となりました。 

 

④ 乳がん検診実施状況調査 

県内のマンモグラフィを保有している医療機関（ピンクリボンかがわメディカルネ

ット）を対象に、乳がん検診の実施状況調査を行い、実態把握を行いました。 

また、その調査結果を関係機関等にフィードバックし、県内の乳がん検診受診率向

上及び精度管理に役立てました。 
 

⑤ 女性の健康習慣 健康セミナー＆相談会 

毎年 3月 1日～8日までの「女性の健康週間」に合わせ、「女性のための健康セミ

ナー＆相談会」を高松市と共催で 3月 1日に開催予定していましたが、新型コロナウ

イルス感染症拡大予防のため中止となりました。 

 

⑥ 街角リボンサロン講習会 

「ピンクリボンかがわ県協議会」の事務局として「街角リボンサロン講習会」の開

催をサポートし、県内 3つの患者会や医療関係者の交流を図りました。 

 

街角リボンサロン講習会の開催状況 
 

日時 内容 会場 講師 

4月13日 第 17 回「リンパ浮腫の予防とケア」 みとよ未来創造館 西門佳奈氏（香川労災病院乳がん看護認定看護師） 

5月12日 第 18 回「リンパ浮腫の予防とケア」 
瓦町FLAG8階 

市民活動 C 

山下加奈子氏（香川大学医学部付属病院乳がん看護

認定看護師）、西門佳奈氏 

6月1日 第 19 回「乳がん治療～最新の話題～」 〃 小笠原豊氏（県立中央病院乳腺・内分泌外科部長） 



 

7月21日 第 20 回「頭皮と毛髪ケア」 〃 小山富子氏（NPO法人全国福祉理美容師養成協会） 

8月18日 
第 21 回「あなたの元気を引き出すメ

イクアップ」 
〃 橋詰静代氏ほか（ソシオエステティシャン） 

9月6日 第 22 回「在宅で訪問看護を」 〃 中村隆一郎氏（訪問ステーションQちゃん看護師） 

10月27日 
第 23 回「あなたの元気を引き出すメ

イクアップ」 

観音寺市常盤総合 

コミュニティC 
吉川佳子氏ほか（ソシオエステティシャン） 

11月30日 第 24 回「いのちのスープづくり」 県社会福祉総合C 
世話人：奥田ハツミ氏（三豊市食生活改善推進員）、 

東くるみ氏（調理師） 

 

（4） 「がん患者会ネットワーク香川第 4回講演会」への協力及び参加 

当協会に事務局を置く「がん患者会ネットワーク香川」に協力し、講演会の開催に協

力するとともに、在宅医療の現状について理解を深めました。 

日時：6月 30日（日）  場所：瓦町 FLAG健康ステーション大会議室 

〇リレートーク「がん患者会ネットワーク香川の活動」 

〇講演「メディアで見たあの人に学ぶ」 

講師：三宅敬二郎氏（在宅診療敬二郎クリニック院長） 

〇パネルディスカッション「がんと在宅医療のこれからの在り方」 

① 竹内聡子氏（あけぼの香川）  ② 菊池寿美氏（さぬきの絆） 

③ 吉田博子氏（ケアマネージャー）④ 中村隆一郎氏（看護師） 

〇「香川県のがん対策の取り組みについて」西岡正俊氏（県健康福祉総務課） 

 

（5） 新型コロナウイル感染症拡大防止対策 

11月、中国湖北省で発生した新型コロナウイルス感染症の蔓延により、感染症予防対

策が喫緊の課題となったことを受け、当協会においても危機管理体制の強化を図るとと

もに、感染予防を見据えた予約管理システムや職員への感染予防教育、マスクやアルコ

ール等の器材の確保に努めました。また、受診者をはじめとする来場者への検温やアル

コールによる手指消毒、換気の徹底を図りました。 

 

（6） 「読むサプリ」の発刊 

健康診断の種類や項目、申し込みから健診結果の見方、健康増進から保健指導の実際

まで具体的でわかりやすい情報を提供し、健康診断への理解と健康管理に役立てていた

だくために、当協会のホームページのブログ「読むサプリ」を冊子として発刊しました。 

 

（7） 職域を対象にした働く人への普及啓発活動 

当協会が実施する各種健康診断・各種がん検診（延べ約 13万 4千件）の約 65％を占

める職域健診受診者に対し、メタボリックシンドローム啓発ティッシュやリーフレット

の配布を行ったほか、企業や団体等に向けてポスターや冊子「読むサプリ」などを配布

しました。 
 



 

（8） 常設展示コーナーでの健康教育   

別館 1階に常設している展示コーナーにおいて、健診受診者や来場者に対し、食事バ

ランスガイドによる食事内容の見直しや野菜摂取の提案・運動習慣の振り返りを行った

ほか、ニコチン依存度チェックや県下禁煙外来情報を提供し健康教育の推進に役立てま

した。 

 

２ 調査研究事業について 

（1） データ収集・精度管理事業を通した情報発信 

がんや生活習慣病の予防、メンタルヘルスについては、特に働く人々への対策が重要

視されていますが、職域健診の受診状況は未だに十分把握されていないのが実情である

ことから、当協会が実施する約 8万 2千件（がん検診は延べ 5万 3千件）に上る職域健

診の健診結果や保健指導結果について情報収集し、把握に努めました。 

また、がん検診については、精度管理が最も重要であることから、当協会のデータ管

理システムを用いて、実施主体や医療機関との連携により精密検査結果の把握を推進す

るとともに、必要に応じて要精検者の追跡調査などの各種精度管理事業を行い、調査結

果を実施主体など関係機関にフィードバックしました。 

このほか、令和元年度は、特定健診 13,200件、特定保健指導 動機づけ支援 254

件、積極的支援 160件を実施しました。また、肺がん検診 33,661件、胃がん検診

16,172件、乳がん検診 7,132件、子宮頸がん検診 7,328件、前立腺検診 5,813

件、大腸がん検診 29,774件、学校心電図検査（標準 12誘導）10,881件を実施しまし

た。これにより各検診・検査データ約 120,000件を収集しました。 

職域検診については、健康診断結果管理や分析をもとに従業員の健康管理を実施する

ことが求められますが、自治体や企業など従業員数の多い実施主体においては、多項目

にわたる健診結果を経年的に管理し、従業員一人一人の健康管理に役立てることは容易

ではありません。このため当協会では、独自ソフト「健診データ簡易検索システム」を

開発して、自治体や企業などに提供しており、今年度は新たに 1事業所が加わり計 4か

所の健康管理に利用されました。  

今後ますます職域検診の健康管理が重要になることが予想されることから、引き続き

本ソフトの普及促進と改修を図ってまいります。 

また、機器などの整備については、保健医療技術や情報技術などの進歩を踏まえ検診

検査制度の維持向上・顧客サービスの向上及び業務効率化等に対応するために、超音波

検査装置・マンモグラフィ撮影装置・骨密度測定装置・心電計など、最新検査機器への

更新を行いました。 

 

（2） 「平成 30年度事業報告書」の刊行 

当協会の平成 30年度事業報告書をまとめ関係機関に配布しました。この報告書は当

協会が実施した新生児から後期高齢者までの約 140,000件の多岐にわたる検査項目を集

計し結果を掲載したもので、県内の関係機関や県民の方々に報告書を通して情報発信す



 

るとともに関係機関との連携を深めました。 

 

（3） 公益事業推進会議の開催 

公益事業の推進状況及びがん検診の精度管理・追跡調査、保健指導等の実施状況、令

和元年度事業報告書の作成について、報告・協議を行いました。 

① 第 1回公益事業推進会議の開催（  5 月  7 日 15： 30～）管理棟 2階会議室 

② 第２回公益事業推進会議の開催（  7 月 30 日 15： 30～）管理棟 2階会議室 

③ 第３回公益事業推進会議の開催（  9 月 26 日 16： 00～）管理棟 2階会議室 

④ 第４回公益事業推進会議の開催（ 12 月 10 日 16： 00～）管理棟 2階会議室 

⑤ 第５回公益事業推進会議の開催（  3 月  6 日 15： 00～）管理棟 2階会議室 

 

（4） 「第 5回香川県予防医学協会研究会」（2月 17日）の開催 

昨年に引き続き研究会を開催し、各種検診の多様化・高度化への対策を図るととも

に、職員一人一人が専門知識を生かした取り組みや検診情報の有効利用が可能となるよ

う、資質向上に努めました。 

① 特別講演「特定健診・保健指導について～第 2期までと第 3期について～」 

講師：大谷昌裕（診療所長）  

 

② 研究発表 

 演題 所属課（科） 演者 

１ 風疹抗体検査実施状況 データ管理課 柚山弥琴 

２ 腹部エコーについて 施設健診科 山地美佳 

３ ＣＴって･･･？ 放射線科 松井真澄 

４ 香川県における乳がん検診実施状況調査について 公益事業推進課 秋山麻衣 

５ 
地域と職域における肺がん、胃がん、乳がん検診 

プロセス評価の現状と課題 
放射線科 土肥美香 

６ ピロリ菌除菌後のひだ分布について 放射線科 松井真澄 

 

（5） 各種学会・研究会等への参加 

昨年に引き続き、関係する学会・研修会等に積極的に職員を参加させ、職員の資質

向上と医療技術への貢献に努めました。 

 
 実施日 研修会等の名称 開催地（場所） 部署 

1 
4月1日～ 

3月30日  

乳腺内分泌外科カンファレンス(香川大学がん会議） 

（毎週） 
三木町 

医師、放射線科, 

施設健診科 

2 
5月25日～ 

3月28日  
香川県消化器画像研究会「オリーブ会」（隔月） 高松市 放射線科 

3 
8月8日～ 

2月6日 
香川県放射線技師会「消化管部会」（隔月） 高松市 放射線科 



 

4 12月～ 3月 高松赤十字病院乳腺カンファレンス （毎月） 高松赤十字病院 施設健診科 

5 4月13日 第17回 街角リボンサロン「リンパ浮腫の予防とケア」 三豊市 公益事業推進課 

6 4月22日 第43回 香川県医学検査学会 県立保健医療大学 検査科 

7 5月12日 第18回 街角リボンサロン「リンパ浮腫の予防とケア」 瓦町FLAG 公益事業推進課 

8 6月  1日 第19回 街角リボンサロン「乳癌診療～最新の話題～」 瓦町FLAG 公益事業推進課 

9 6月  2日 
世界禁煙デー香川フォーラム2019 

「瀬戸内海へ続くタバコの被害」 
瓦町FLAG 

放射線科 

公益事業推進課 

10 6月  8日 第58回 消化器がん検診学会総会 岡山市 放射線科 

11 6月13～15日 第31回 日本肝胆膵外科学会学術集会 高松市 医師 

12 6月22日 2019年度 日本総合健診医学会精度管理研修会 東京都 施設健診科 

13 6月30日 がん患者会ネットワーク香川 第4回講演会 瓦町FLAG 公益事業推進課 

14 7月  7日 
女子力アップポロジェクト2019 

「子宮がん検診について楽しく学ぼう！」 
瓦町FLAG 公益事業推進課 

15 7月19日 第113回 香川県腹部超音波研修会 高松市 施設健診科 

16 7月20日 第67回 デジタルマンモグラフィ品質管理講習会 福岡市 放射線科 

17 7月24～25日 平成31年度 保健指導実践者育成研修会 マリンパレスさぬき 保健指導科 

18 7月25～26日 第60回 日本人間ドック学会学術総会 岡山市 
医師、放射線科, 

施設健診科 

19 7月28日 第23回 四国乳房画像研究会 県立中央病院 
放射線科 

施設健診科 

公益事業推進課 

20 8月  4日 第１回 消化器がん検診学会技師研修会 高松市 放射線科 

21 8月  18日 日本不整脈心電学会 第5回心電図検定 大阪府 施設健診科 

22 8月  22日 第29回 さぬき美じょん 高松市 放射線科 

23 8月28日 第2回 香川県産業看護研修会 予防協会 保健指導科 

24 9月  1日 第83回 市民公開講座「くわしく学ぼう！おなかの病気」 かがわ国際会議場 公益事業推進課 

25 9月  8日 2019年度 第2回優良施設認定基準研修会 東京都 検査科 

26 9月15日 第121回 乳腺エコーハンズオンセミナー 名古屋市 放射線科 

27 9月27日 
香川県立保健医療大学記念フォーラム 

「地域とともにかがやく！」 
レクザムホール 公益事業推進 

28 10月11日 
医療保健福祉セミナー「新生児マススクリーニング

をもっと身近に考えよう！」 
サンポートホール高松 公益事業推進 



 

29 10月26日 第20回 肺がんCT検診認定技師更新講習会 広島市 放射線科 

30 11月  7日 令和元年度予防医学事業推進中国・四国地区会議 松江市 施設健診科 

31 11月8～9日 第29回 日本乳癌検診学会学術総会 福井市 放射線科 

32 11月17日 第58回 ブラッシュアップ研修会 名古屋市 医師 

33 11月28日 第30回 さぬき美じょん 高松市 放射線科 

34 12月  7日 令和元年 第1回免疫血清検査研修会 高松市立みんなの病院 検査科 

35 12月7～8日 第50回 消化器がん検診学会中国四国地方会 高知市 放射線科 

36 12月19～20日 
公益財団法人予防医学事業中央会 

令和元年度 保健指導研修会 
東京都 保健指導科 

37 1月23日 令和元年度 香川県肺がん検診従事者講習会 県教育会館 放射線科 

38 2月  2日 香川県精度管理研修会 県社会福祉総合センター 検査科 

39 2月  2日 第1回 四国胃Ⅹ線研究会 高松市 放射線科 

40 2月  7日 第48回 日本総合健診医学会総会 東京都 医師 

41 2月14日 第114回 香川県腹部超音波研修会 高松市 施設健診科 

42 2月16日 消化器内視鏡学会第47回 重点卒後教育セミナー 横浜市 医師 

43 2月16日 JSS四国 第36回地方学術集会 高松市 施設健診科 

44 2月21日 令和元年度 香川県胃がん検診従事者講習会 県教育会館 放射線科 

45 2月26～28日 第54回 全国予防医学技術研究会 盛岡市 
放射線科 

公益事業推進課 

 

 

（6） 学会発表など 

昨年に引き続き、当協会が収集したデータをもとに学術研究を行い、その成果を関

係する学会・研究会等の症例検討や研究論文等に発表し、医療技術の向上や地域社会

への貢献に役立てました。 

 

 
実施日 学会名 演題名 発表者 

1 11月8日 第29回日本乳癌検診学会学術総会 当施設における検診結果およびポジショニングの検討 土肥美佳 

2 2月28日 第54回全国予防医学技術研究会 香川県における乳がん検診実施状況調査について 秋山麻衣 

 

 



 

 

公益事業２：新生児の先天性代謝異常等の早期発見に必要な各種検査事業 

１ 先天性代謝異常等検査 

当協会は県内唯一の新生児先天性代謝異常の検査機関として、香川県をはじめ県下

医療機関の協力のもと令和元年度は全 20疾患の検査を実施し、7,417件の受託検査を

実施いたしました。また、検査の結果、疑陽性には再検査を行うなど検査精度を高め

ているほか、要精密検査者については緊急性を考慮し、医療機関への結果報告を迅速

かつ確実に実施しています。また精密検査結果についても医療機関に追跡調査を行

い、平成 30年度分の精密検査者の追跡調査により、先天性副腎過形成症 1人、クレチ

ン症 3人、メチルクロトニルグリシン尿症 1人、CPT2欠損症 1人が発見されました。 

今後も検査精度の維持向上に努め、先天性代謝異常症等の疾患の早期発見による早

期治療につなげてまいります。 

 

 


