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（公益目的事業）

公衆保健に関する各種健診事業及び公衆衛生・労働衛生等に関する調査研究事業

1．健康診断等実施人数

（1）健康診断

　（単位：人）

＜内　巡回健診実施人数＞ 　（単位：人）

＜内　施設健診実施人数＞ 　（単位：人）

計 17,422 16,839 583

人間ドック 763 711 52

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 2,988 2,678 310

一般健診（法定健診A･B） 6,790 6,776 14

協会けんぽ（生活習慣病） 6,881 6,674 207

計 122,169 125,053 ▲ 2,884

健診項目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

人間ドック 0 0 0

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 30,193 31,657 ▲ 1,464

一般健診（法定健診A･B） 78,368 80,071 ▲ 1,703

協会けんぽ（生活習慣病） 13,608 13,325 283

計 145,420 146,233 ▲ 813

健診項目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

人間ドック 907 826 81

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 34,242 34,965 ▲ 723

一般健診（法定健診A･B） 87,863 88,946 ▲ 1,083

協会けんぽ（生活習慣病） 22,408 21,496 912

平成30年度事業報告

＜実施総人数＞

健診項目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減



＜内　いわき好間コミュニティ健診プラザ施設健診実施人数＞ 　（単位：人）

（2）保健指導 　（単位：人）

（3）講話等 　（単位：事業所）

（4）委託業務

①東電福島第一原発緊急作業従事者等健康相談事業

【（公社）全国労働衛生団体連合会業務委託】 　（単位：件）

②東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学的研究

【（公財）放射線影響研究所業務委託】 　（単位：人）

いわき好間ｺﾐｭﾆﾃｨ健診ﾌﾟﾗｻﾞ（施設） 211 300 ▲ 89

計 213 310 ▲ 97

項　　目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

福島県労働保健センター（施設） 2 10 ▲ 8

項　　目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

対面相談・電話相談 182 204 ▲ 22

項　　目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

健康講話・料理教室等（述べ事業所数） 4 11 ▲ 7

労災保険二次健康診断（労災二次） 58 471 ▲ 413

計 720 869 ▲ 149

　積極的支援（内数） 338 220 118

  委託によるもの（初回面談のみ）（内数） 137 32 105

特定保健指導 662 398 264

　動機付支援（内数） 187 146 41

計 5,829 4,341 1,488

項　　目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

人間ドック 144 115 29

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 1,061 630 431

一般健診（法定健診A･B） 2,705 2,099 606

協会けんぽ（生活習慣病） 1,919 1,497 422

健診項目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減



③元気で働く職場応援専門相談事業

【福島県業務委託】 　（単位：事業所）

（5）内部被ばく測定 　（単位：人）

（6）甲状腺検査 　（単位：人）

2．職員研修

（1）職員研修会（内部）

12月25日 平成30年度第1回　健診現場スタッフ勉強会

2月25日 平成30年度第1回全体研修会

〇渉外報告会

3月26日 ＩＳＯ研修会

3月29日 平成30年度第2回　健診現場スタッフ勉強会

（2）各種研修会等への出席（外部）

4月10日～11日 新入社員セミナー　　株式会社福島銀行主催（福島市）

業務一課職員 8名

参加者 50名

参加者 130名

酒井秀香　尾形千尋　熊倉楓夏　武藤綾乃

巡回検査
【福島医大業務委託】

96,022 87,847 8,175

参加者 130名

参加者 180名

計 6,857 7,789 ▲ 932

項　　目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

いわき好間ｺﾐｭﾆﾃｨ健診ﾌﾟﾗｻﾞ(施設)
【いわき市業務委託】

H29年度で
契約終了

1,056 ▲ 1,056

巡回検査(WBC車)
【福島県業務委託】

3,621 3,440 181

項　　目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

福島県労働保健センター(施設)
【福島市･伊達市･国見町･大熊町業務委託他】

3,236 3,293 ▲ 57

項　　目
H30年度
実施数

H29年度
実施数

増減

事業所への助言・相談 13 7 6



5月24日～ 管理職養成プログラム（5回コース）

11月15日 みずほ総合研究所株式会社主催（福島市）

6月17日 スマート和食　マイスター講座　　花王株式会社主催（東京都）

6月27日 シンポジウム　国民皆保険制度化のデータヘルスによる

東京大学主催（東京都）

6月28日 東電第一原発緊急作業者　疫学的研究ＲＣ会議

公益財団法人放射線影響研究所主催（東京都）

7月7日～8日 中級者のための腹部超音波検査実技講習会

消化器がん検診学会主催（東京都）

7月24日～25日 検体検査研修会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

8月28日 健康経営会議2018

一般社団法人日本経済団体連合会主催（東京都）

8月28日～29日 ＶＤＴ・眼科領域健康診断研修会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

9月1日 2018年度第2回人間ドック健診専門医研修会

公益社団法人日本人間ドック学会主催（新潟県）

佐藤卓也　秋田智里

健康課題の可視化

引地陽子

菊池誠一　植田舞

佐々木菜緒

赤川咲恵

宮口卓也

菅野茂

滝澤千香子　髙橋康一郎

佐藤望　中田陽子



9月15日 「東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学研究」

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

9月21日 ＴＭＣ研修会　　株式会社ＴＭＣ経営支援センター主催（郡山市）

9月29日 腹部超音波検査研修会（中級コース）

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

9月29日 ＪＳＳ東北　第26回地方会研修会

一般社団法人日本超音波検査学会主催（岩手県）

10月6日～7日 日本臨床衛生検査技師会　北日本支部　生物化学分析部門研修会

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会主催（新潟県）

11月13日 「複数税率に備えた消費税と最新の源泉所得税事務」研修会

全国公益法人協会主催（宮城県）

11月20日 魅力ある職場づくり推進セミナー2018

福島労働局主催（福島市）

11月20日～21日 平成30年度　運営研究協議会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

11月27日～28日 健診機関職員研修会基礎コース

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

齋藤貴子　阿部麻紀子

逸見光司　髙橋康一郎

伊藤沙織

石川光孝　菊池誠一　長澤宏之

佐々木幸子　井島也紗　酒井秀香　尾形千尋　武藤綾乃

　　　　　　　　　　　　　　　　甲状腺超音波検査従事者講習会Ｂ＋Ｃ

波多野梢　箱岩知美　小林美由貴

浅沼敏彦

菅野賀苗

大竹聡子　赤川咲恵　佐々木菜緒　波多野梢　菅野麻里奈



11月28日 「人と組織が動くリーダーの仕事術・行動術」管理職向け

みずほ総合研究所株式会社主催（東京都）

11月29日 「人と組織が動くリーダーの仕事術・行動術」職場リーダー向け

みずほ総合研究所株式会社主催（東京都）

12月2日 東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学研究における

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

12月17日～18日 保健師・看護師等研修会（保健師コース）

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

1月17日～19日 第13回心理相談専門研修　　中央労働災害防止協会主催（東京都）

1月19日～20日 第5回日臨技乳房超音波技術講習会

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会主催（東京都）

1月22日 大声と笑いでストレス発散　　福島みずほ研修会主催（福島市）

1月31日～2月1日 生理機能検査研修会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

2月13日～14日 健診機関職員研修会（専門コース）

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

2月18日 特殊健康診断研修会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

石川光孝

箱岩知美

植田舞　三浦惇　寺島広晶

原大　玉川翔太　谷口貴紀　川崎耕平　平間仁美

原大　小野恵子

　　　　　　　　　　　　「心理的影響調査に係る構造化面接実地研修会」

山口浩行

髙山聡子　佐藤有莉加　栗原恵子

佐藤徹

大竹聡子

大森善之　大内清子



2月19日 選別聴力検査研修会Ⅲ

公益社団法人全国労働衛生団体連合会主催（東京都）

3月3日 第51回認定医・専門医研修会

公益社団法人人間ドック学会（東京都）

3月8日 体験型　メタボ対策セミナー

株式会社ルネサンス主催（東京都）

3．講師派遣

5月23日 カルチャー教室　福島ガス株式会社（福島市）

「春の疲れ＆紫外線に負けない♡食事でアンチエイジング♡」

6月7日 有機溶剤作業主任者技能講習

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

「健康障害及びその予防に関する知識」

7月5日 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

「健康障害及びその予防に関する知識」

8月2日 有機溶剤作業主任者技能講習

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

「健康障害及びその予防に関する知識」

8月22日 カルチャー教室　福島ガス株式会社（福島市）

「残暑を乗り切る☆代謝ｕｐご飯」

高橋真樹　中田陽子

菅野盛和

中田陽子　高橋真樹

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

畑中幸恵　國分真紀

佐藤卓也



9月10日 安全衛生週間研修会

一般社団法人いわき労働基準協会（いわき市）

「ＶＤＴ症候群について」

10月11日 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

一般社団法人いわき労働基準協会（いわき市）

「酸素欠乏・硫化水素中毒の病理と症状及び救急そ生に関する知識」

10月18日 ロコモティブシンドローム講演会

日本精工株式会社　福島工場（白河市）

「ロコモ　～運動器症候群～」

10月25日 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

「健康障害及びその予防に関する知識」

11月1日 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

一般社団法人いわき労働基準協会（いわき市）

「健康障害及びその予防措置に関する知識」

11月15日 有機溶剤作業主任者技能講習

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

「健康障害及びその予防に関する知識」

11月24日 福島県スポレク・アカデミー2018

特定非営利活動法人　福島県レクリエーション協会（福島市）

「スポーツ・レクリエーション生理学、体調管理の方法」

12月12日 カルチャー教室　福島ガス株式会社（福島市）

「☆クリスマス温活メニュー☆美味しく食べて免疫力アップ」

中田陽子　高橋真樹

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也



2月14日 有機溶剤作業主任者技能講習

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

「健康障害及びその予防に関する知識」

2月15日 平成30年度　衛生講話　　福島県立保原高等学校（伊達市）

「東日本大震災の取り組みについて」

2月20日 カルチャー教室　福島ガス株式会社（福島市）

「食べ物パワーで花粉症予防Ｖｏｌ．2」

４．精度管理調査評価関係

①公益社団法人全国労働衛生団体連合会精度管理調査評価

労働衛生検査分野　　　　　評価　Ａ

臨床検査分野　　　　　　　評価　Ａ

腹部超音波検査分野　　　　評価　Ａ　（Ａ～Ｄ評価）

②公益社団法人全国労働衛生団体連合会精度管理調査評価

胸部エックス線検査分野　　評価　Ａ　（Ａ～Ｄ評価）

③日本医師会臨床検査調査

評価　参加項目100点満点中　100.0点

④日臨技臨床検査精度管理調査

評価　臨床化学等4項目　100点満点中　100.0点

5．調査研究事業

学会出席

5月17日～20日 第91回　日本産業衛生学会（熊本県）

公益社団法人日本産業衛生学会

7月27日 東北公衆衛生学会（宮城県）　　一般社団法人日本公衆衛生学会

佐藤卓也

佐藤喜三郎

高橋真樹　中田陽子

佐藤卓也

菅野茂　中田陽子　佐藤望　永井晶子　阿部有美　渡邉みえこ



8月31日 第59回　日本人間ドック学会（新潟県）

公益社団法人日本人間ドック学会

10月24日～26日 第77回　日本公衆衛生学会総会（郡山市）

一般社団法人日本公衆衛生学会

6．調査研究に対する助成事業

2月27日 平成30年度選考委員会（ザ・セレクトン福島）

  選考委員

  委員長

    安村 誠司 先生　福島県立医科大学公衆衛生学講座　教授

  委　員

    新妻 和雄 先生　福島県医師会 常任理事、ABCｸﾘﾆｯｸ新妻産婦人科 院長

    山本 悌司 先生　総合南東北病院神経科学研究所 所長

3月12日 平成30年度助成金交付式（福島県労働保健センター研修ホール）

二席　30万円

「福島県内若年男性労働者の中食の利用状況と肥満との関連」

公立大学法人　福島県立医科大学医学部　公衆衛生学講座

二席　30万円

「摂食・嚥下障害を伴う高齢者に対する、

公立大学法人　福島県立医科大学医学部　耳鼻咽喉科学講座

三席　20万円

「胸部単純写真を用いた肺がん検診における

一般財団法人　大原綜合病院　画像診断センター

石川光孝　菊池誠一　菅野盛和　菅野茂　他5名

佐藤卓也　秋田智里

骨影除去技術と経時的差分技術評価」

医師　森谷　浩史　様

助手（管理栄養士）　小野　道子　様

介護労働者の負担・ストレス調査」

医師　今泉　光雅　様

（代理 鈴木 俊彦 様）



三席　20万円

「福島県の中小企業における労働衛生管理の現状と支援ニーズの発掘」

公立大学法人　福島県立医科大学医学部　衛生学・予防医学講座

7．事業年報による調査･研究事業の広報

2月12日 平成29年度事業年報　第16号発行、関係団体、役職員に配布

8．臨床研修医の受け入れ

9月18日 平成30年度第1回　臨床研修管理委員会

福島赤十字病院（福島市）

3月11日 卒後臨床研修管理委員会　福島県立医科大学（福島市）

3月19日 平成30年度第2回　臨床研修管理委員会

福島赤十字病院（福島市）

氏家芳紀　佐藤徹

氏家芳紀　遠藤博宣

氏家芳紀　佐藤徹

准教授　各務　竹康　様



（事業運営）
1．評議員会・理事会

6月1日 評議員選定委員会

　・評議員の選任について

6月11日 理事会

　・理事長の選定について

　・平成29年度事業報告について

　・平成29年度決算報告について

　・県中地区の土地購入について

　・公益財団法人ＪＫＡ　平成30年度検診車補助金交付申請について

　・役員改選について

6月25日 評議員会

　・平成29年度事業報告について

　・平成29年度決算報告について

　・役員改選について

　・県中地区の土地購入について

　・公益財団法人ＪＫＡ　平成30年度検診車補助金交付申請について

6月25日 臨時理事会

　・理事長等の選定について

11月5日 評議員会・理事会

　・平成30年度事業報告について

3月29日 評議員会・理事会

　・平成30年度収支補正予算(案)について

　・平成31年度事業計画(案)について

　・平成31年度収支予算(案)について

　・県中地区の土地購入に関する進捗状況について

2．審査・監査等

6月1日 平成29年度監査

8月7日～10日 ＩＳＯ・ＩＳＭＳ審査

監事　3名

株式会社Ｊ-ＶＡＣ　2名



12月6日 平成30年度上半期監査

3．会議等への出席

（1）（公社）全国労働衛生団体連合会関係

4月19日 平成30年度　東北・北海道地方協議会（北海道）

6月13日 平成30年度　定期総会（東京都）

6月14日 平成30年度　第1回広報委員会（東京都）

11月8日 平成30年度　第2回広報委員会（東京都）

11月20日 平成30年度　運営研究協議会（東京都）

2月7日 平成30年度　第3回広報委員会（東京都）

2月7日～8日 平成30年度　東北・北海道 第26回職種別打ち合わせ会議（宮城県）

（2）その他の会議等への出席

5月17日 平成30年度　定時総会　一般社団法人白河労働基準協会（白河市）

5月18日 平成30年度　定時総会　一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

5月22日 平成30年度　通常総会　公益社団法人須賀川労働基準協会（須賀川市）

5月25日 平成30年度　定時総会　公益社団法人福島労働基準協会（福島市）

石川光孝　菊池誠一　長澤宏之

菊池誠一

監事　2名

石川光孝　菊池誠一

菊池誠一

石川光孝　菊池誠一　菅野盛和

菊池誠一

浅間勇治　佐久間幸　丹治由美　菊地夕子　他4名

浅沼敏彦　寺島広晶

石川光孝　菊池誠一　大森善之

菊池誠一　佐藤徹　大槻勲史

石川光孝　菊池誠一　神田大樹



5月25日 平成30年度　通常総会　一般社団法人相馬労働基準協会（相馬市）

5月30日 平成30年度　通常総会　一般社団法人いわき労働基準協会（いわき市）

7月5日 平成30年度　福島地区産業安全衛生大会

一般社団法人福島労働基準協会（福島市）

10月12日 平成30年度　相馬地区産業安全衛生大会

一般社団法人相馬労働基準協会（相馬市）

10月15日 平成30年度　白河地区産業安全衛生大会

一般社団法人白河労働基準協会（白河市）

10月17日 平成30年度　須賀川地区産業安全衛生大会

公益社団法人須賀川労働基準協会（須賀川市）

10月24日 平成30年度　いわき地区産業安全衛生大会

一般社団法人いわき労働基準協会（いわき市）

11月27日 平成30年度　郡山地区産業安全衛生大会

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

2月20日 平成30年度　専門部会・合同部会会議

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

山口浩行　阿部麻紀子　三浦惇　島田瞬

佐藤徹　五十嵐篤

佐藤徹　寺島広晶

菅野盛和

浅沼敏彦　大槻勲史

石川光孝　菅野盛和

菊池誠一　浅沼敏彦　大森善之　三浦惇

佐藤徹　五十嵐篤

石川光孝　菊池誠一　神田大樹



4．公益団体及び教育機関等の活動

福島産業保健総合支援センター 　産業保健相談員 佐藤卓也

（一社）郡山労働基準協会 　　衛生部会委員 菅野盛和

（公社）全国労働衛生団体連合会 　　　　広報委員 菊池誠一

全国労働衛生機関企業年金基金 　　　　　代議員 岡田忠子

福島社会保険委員会 　　　　　　委員 曳地文雄

5．表彰

6月13日 「平成30年度　全衛連奨励賞」（東京都）

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

6．社会貢献活動

9月19日 地域貢献事業「クリーンアップ作戦」　センター周辺1㎞

1月11日 献血　福島市　健康推進課　センター駐車場にて

7．共催事業等

5月13日 福島市ピンクリボンキャンペーン・街頭ＰＲ（福島市）

内　容

　乳がんの早期発見・早期治療の重要性を啓発するための街頭ＰＲ活動

主　催：福島市

10月17日 平成30年度健康ふくしま21推進県民表彰式（福島市）

表彰者数： 団体16先、個人51名

　うち当財団からの表彰者：個人表彰　2名

主　催：福島県、健康ふくしま21推進協議会、日本公衆衛生協会、

　　　　福島県医師会、福島県保健衛生協会、福島県栄養士会、

　　　　福島県国民健康保険団体連合会、福島県精神保健福祉協会、

　　　　福島県労働保健センター

8．附属明細

特に記載すべき重要な事項はない

菊池誠一　大内清子　黒井美穂

参加者　180名

献血者13名

佐藤徹　阿部麻紀子
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