第２回 放射線医学県民健康管理センター 国際シンポジウム
The 2nd International Symposium of the Radiation Medical Science Center
for the Fukushima Health Management Survey

よりよい復興を、
ともに
Build Back Better, Together.

〜 県民健康調査のいま：
甲状腺 と こころの健康 〜

Fukushima Health Management Survey updated, focusing on thyroid and mental health

2020

2.2（日）

14:00 〜 18:05

開場: 13:00 〜

2.3（月）

会場

ザ・セレクトン福島

対象

福島県民、保健・医療従事者、学生、行政関係者等
どなたでもお申込みいただけます（事前申込制）

〒960-8068 福島市太田町 13-73

申込み締切日

先着順

1月 26日（日）

http://kenko-kanri.jp/news/2nd_intl_symposium.html/

〈 主催 〉 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター
〈 後援 〉 福島県、広島大学、長崎大学、福島大学、公立大学法人会津大学
〈 事務局 〉

開場: 8:00 〜

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター 国際連携室
TEL: 024-581-5454 / E-mail: kenkani@fmu.ac.jp

南湖公園（白河市）

参加無料
同時通訳有

3階 安達太良

お申込み・詳細はWEBサイトよりご覧ください
ENGLISH INFORMATION IS ON OUR WEBSITE
URL

8:45 〜 17:10

会場MAP
N

至仙台

東邦銀行

JR福島駅
ザ・セレクトン福島
福島民報社

西口

東口

イトーヨーカドー
あづま陸橋

至東京

会場までJR福島駅西口出口より徒歩1分

第２回 放射線医学県民健康管理センター 国際シンポジウム

よりよい復興を、
ともに 〜県民健康調査のいま: 甲状腺 と こころの健康〜
本国際シンポジウムは、福島県「県民健康調査」
とこれまでの調査結果について県民の皆さまの理解を深めるとともに、国際的
に著名な専門家を招き、世界の経験と知見を共有することを目的とします。今回は、
甲状腺検査とメンタルヘルスに焦点を当て、現
状および今後の課題や展望を討議します。

プログラム
2 / 2（日）14：00 〜
開会

福島の被災者のメンタルヘルスと

セッション 2 16:15 〜17:15

小児・若年者における甲状腺がんの特徴と
甲状腺結節の取り扱い

14:00 〜14:15

主催者挨拶
竹之下 誠一（福島県立医科大学理事長兼学長）
祝辞 内堀 雅雄 （福島県知事）
（予定）

座長: 岡本 高宏（東京女子医科大学）
講演: 加藤 良平（伊藤病院）
吉田 明（神奈川県予防医学協会）
志村 浩己（福島県立医科大学）

イントロダクション 14:15 〜14:45

ディスカッション 17:35 〜18:05

座長: 大戸 斉（福島県立医科大学）

2 / 3（月）8：45 〜

県民健康調査の全体概要について

講演: Richard A. BRYANT

(University of New South Wales, Australia)

講演 : 前田 正治（福島県立医科大学）

Douglas W. WALKER

（ Mercy Family Center, USA）

「日本における小児・若年者の甲状腺がん診療」
講演: 鈴木 眞一（福島県立医科大学）

内山 登紀夫（大正大学）
渡部 育子（ふくしま心のケアセンター）
中島 聡美（武蔵野大学）

セッション 3 9:25 〜11:10

セッション 1 14:45 〜16:05

甲状腺がん診療の現況

甲状腺検査の現況とその評価

座長: 貴田岡 正史（イムス三芳総合病院）
鈴木 元（国際医療福祉大学クリニック）

座長 : 宮内 昭（隈病院）
加藤 良平（伊藤病院）
講演 : 鈴木 悟（福島県立医科大学）
鈴木 元（国際医療福祉大学クリニック）
瀬藤 乃理子（福島県立医科大学）
貴田岡 正史（イムス三芳総合病院）

「災害時における心のケアの進歩」

座長 : 矢部 博興（福島県立医科大学）

（The University of Chicago,USA）

第 1 部 甲状腺検査と甲状腺診療のいま

座長 : 前田 正治（福島県立医科大学）

福島の被災者のメンタルヘルスとその回復

座長: Peter ANGELOS

講演: 神谷 研二（福島県立医科大学）
指定発言: 松塚 崇（福島県立医科大学）

基調講演 2 13:00 〜14:00

セッション 4 14:10 〜16:00

基調講演 1 8:45 〜 9:25

福島県「県民健康調査」
の現状

第 2 部 そのケア：今何が必要なのか？

ディスカッション 16:20 〜17:00
閉会挨拶 齋藤 清 ( 福島県立医科大学副理事長 )

講演: 岡本 高宏（東京女子医科大学）
宮内 昭（隈病院）

閉会

17:10

Peter ANGELOS

(The University of Chicago, USA)

ディスカッション 11:30 〜12:00

※ プログラムは一部変更となる場合があります。
また、
当日の進行により多少時間が前後することがあります。

参加申込み方法

事前申込み制

※ 席に余裕がある場合、
当日参加も受け付けます。

※ 取材のお申込みはWEBサイトからお願いいたします。

WEBの場合

下記URLまたはQRコードから
アクセスいただきお申し込みください。

-

-

E-mail

該当する項目に
チェックをしてください。

024-581-5457

氏名

電話番号

※

FAX送信先

1月 26日（日）

フリガナ

http://kenko-kanri.jp/news/
2nd_intl_symposium.html/

所属先
・
職業

下記項目をご記入の上、右記
FAX番号までお送りください。

FAXの場合

URL

連絡先

参加申込み締切

先着順

希望日

@

居住地
学生

教員

行政関係者

保健・医療従事者

その他

※ 参加ご希望の日付に
チェックをしてください。

2月2日
（日）
2月3日
（月）
福島県内
福島県外
日本国外

「甲状腺」
や
「こころの健康」
に関して、
ディスカッション時に聞いてみたい質問等がありましたらご記入ください。
当日も質問用紙をお配りします。
時間の制約等によりすべての質問にはお答えできかねますことをご了承ください。

ご質問

※ ご記入いただいた個人情報は当国際シンポジウム運営にのみ使用いたします。

