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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　ふくしま健診プラザ施設健診実施人数＞ 　（単位：人）

＜内　いわき健診プラザ施設健診実施人数＞ 　（単位：人）

2020年度事業報告

＜実施総人数＞

健診項目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

85,967 1,637

協会けんぽ（生活習慣病） 24,474 23,230 1,244

一般健診（法定健診A･B） 87,604

人間ドック 1,110 1,007 103

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 30,817 31,289 ▲ 472

計 144,005 141,493 2,512

健診項目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

一般健診（法定健診A･B） 76,731 75,714 1,017

協会けんぽ（生活習慣病） 14,906 13,901 1,005

人間ドック 93 72 21

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 27,657 28,235 ▲ 578

計 119,387 117,922 1,465

健診項目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

一般健診（法定健診A･B） 7,419 7,280 139

協会けんぽ（生活習慣病） 7,125 7,135 ▲ 10

人間ドック 756 748 8

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 2,271 2,312 ▲ 41

計 17,571 17,475 96

健診項目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

一般健診（法定健診A･B） 3,454 2,973 481

協会けんぽ（生活習慣病） 2,443 2,194 249

人間ドック 261 187 74

その他（雇入･特定･指定･特定業務） 889 742 147

計 7,047 6,096 951



（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

【独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所業務委託】 　（単位：人）

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）

項　　目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

特定保健指導 720 768 ▲ 48

　動機付支援（内数） 250 273 ▲ 23

　積極的支援（内数） 334 374 ▲ 40

  委託によるもの（初回面談のみ）（内数） 136 121 15

労災保険二次健康診断（労災二次） 55 66 ▲ 11

健康相談 582 386 196

計 1,357 1,220 137

項　　目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

健康講話・料理教室等（述べ事業所数） 2 4 ▲ 2

項　　目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

対面相談・電話相談 105 312 ▲ 207

項　　目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

福島県労働保健センター（施設） 20 2 18

いわき健診プラザ（施設） 136 22 114

計 156 24 132

項　　目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

492 ▲ 3,908

事業所への助言・相談 11 11 0

2019年度
実施数

増減項　　目
2020年度
実施数

計 1,581 7,460 ▲ 5,879

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】

1,089 3,060 ▲ 1,971

4,400巡回検査(WBC車)
【福島県業務委託】



（6）甲状腺検査 　（単位：人）

2．職員研修

（1）職員研修会（内部）

3月30日 渉外報告会

（2）各種研修会等への出席（外部）

7月17日 乳腺超音波研修「症例検討会」

一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院主催（福島県）

7月27日 産業医学研修会参加

福島市医師会主催（福島）

8月6日 第1回福島県市町村保健活動推進協議会

福島県市町村保健活動推進協議会県北部会主催（福島市）

8月28日 産業保健研修会

独立行政法人労働者健康安全機構主催（福島市）

10月1日 福島産業保健総合支援センター研修会

独立行政法人労働者健康安全機構主催（福島市）

10月22日 福島県市町村保健活動推進協議会第2回研修会

福島県市町村保健活動推進協議会県北部会主催（福島市）

11月5日～ 人間ドック健診情報管理指導士 ブラッシュアップ研修

11月20日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Web配信版）

公益社団法人日本人間ドック学会主催（東京都）

永井晶子　金子香　佐藤有莉加　高橋真樹

阿部有美

中田陽子　金子香

中田陽子　永井晶子　金子香　佐藤有莉加　佐藤望

阿部麻紀子　小林美由貴　箱岩知美

項　　目
2020年度
実施数

2019年度
実施数

増減

業務一課職員 8名

巡回検査
【福島医大業務委託】

18,622 68,784 ▲ 50,162

羽仁彩華

中田陽子　永井晶子



11月8日 甲状腺超音波検査更新講習会

日本医師会主催（郡山市）

11月17日 産業保健研修会

福島産業保健総合支援センター主催（福島市）

11月30日 第56回　認定医・専門医研修会

公益社団法人日本人間ドック学会（オンライン）

12月16日 産業保健研修会

福島産業保健総合支援センター主催（福島市）

3月9日 令和2年度地域保健・職域保健連携事業検討会

（南相馬市）

3．講師派遣

6月4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9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6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27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」

齋藤貴子　佐々木菜緒　波多野梢　赤川咲恵　他４名

髙山聡子　金子香　佐藤有莉加

佐藤卓也

佐藤卓也

中田陽子　永井晶子

髙山聡子　永井晶子

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也



9月24日 健康保健講話

東芝プレジョン株式会社（福島市）

「お酒と上手に付き合いましょう」

10月8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19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措置に関する知識」

10月29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16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19日 健康講話

日本精工株式会社（東白川郡）

「身体の変化と体調管理・加齢と上手に付き合う」

11月20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27日 東京電力福島第一原子力発電所健康支援相談（大熊町）

福島産業保健総合支援センター

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

髙山聡子　金子香

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也



12月7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」

12月8日 健康保健講話

福島県飯坂建設組合（福島市）

「見る・知る・分かる感染症予防」

12月17日 東京電力福島第一原子力発電所健康支援相談（大熊町）

福島産業保健総合支援センター

12月19日 福島県スポレクアカデミー2020

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）

「体調管理・加齢と上手に付き合う」

1月14日 東京電力福島第一原子力発電所健康支援相談（大熊町）

福島産業保健総合支援センター

1月24日 いわきウイング建設組合健康講話

いわきウイング建設組合（いわき市）

「健診結果の見方について」ほか

1月28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措置に関する知識」

2月4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」

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

髙山聡子　金子香

永井晶子

佐藤卓也



2月26日 東京電力福島第一原子力発電所健康支援相談（大熊町）

福島産業保健総合支援センター

3月4日 東京電力福島第一原子力発電所健康支援相談（大熊町）

福島産業保健総合支援センター

3月12日 東京電力福島第一原子力発電所健康支援相談（大熊町）

福島産業保健総合支援センター

3月18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」

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）

胃部エックス線検査分野　　評価　Ｂ　（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　98.3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　99.0点

5．調査研究事業

学会出席

11月26日 第61回　日本人間ドック学会学術大会

公益社団法人日本人間ドック学会（オンライン）

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也

佐藤卓也



6．調査研究に対する助成事業

3月22日 2020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 理事兼副学長

　　　　　　　　　  福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座 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 理事長・院長

    山本 悌司 先生　福島県立医科大学 名誉教授

　　　　　　　　　　総合南東北病院神経科学研究所 所長

  選考結果

一席　50万円

「ポストコロナ時代の勤労者におけるヘルスリテラシーと

　　　　　　メンタルヘルスの関連に身体活動が及ぼす媒介効果」

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

「過眠症診断マーカー候補の探索に関する研究」

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

1月31日 令和元年度事業年報　第18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 令和2年度第1回　臨床研修管理委員会

福島赤十字病院（福島市）

10月2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8日 令和2年度第2回　臨床研修管理委員会

福島赤十字病院（福島市）

3月15日 卒後臨床研修管理委員会　福島県立医科大学（福島市）

助教　増石　有佑　様

大学教員　森山　信彰　様

佐藤徹

佐藤徹

佐藤徹

佐藤徹



（事業運営）
1．評議員会・理事会

6月8日 理事会

　・2019年度事業報告について

　・2019年度決算報告について

　・役員改選について

　・新型コロナウイルスの事業への影響と対応について

　・県中地区の拠点整備に関する進捗状況について

6月29日 評議員会

　・2019年度事業報告について

　・2019年度決算報告について

　・役員改選について

　・新型コロナウイルスの事業への影響と対応について

　・県中地区の拠点整備に関する進捗状況について

臨時理事会

　・理事長等の選定について

11月9日 評議員会・理事会

　・役員の異動について

　・2020年度上半期業況報告について

　・新型コロナウイルスの事業への影響と対応について

　・県中地区の拠点整備に関する進捗状況について

3月29日 評議員会・理事会

　・2020年度収支補正予算(案)について

　・2021年度事業計画(案)について

　・2021年度収支予算(案)について

　・顧問の再任について

　・新型コロナウイルスの事業への影響について

　・郡山事務所の開設について

2．審査・監査等

6月3日 2019年度監査

2月24日～ ＩＳＯ・ＩＳＭＳ審査（オンラインにて）

2月26日

11月4日 2020年度上半期監査

監事　2名

株式会社Ｊ-ＶＡＣ　2名

監事　2名



3．会議等への出席

（1）（公社）全国労働衛生団体連合会関係

8月6日 2020年度　第2回広報委員会（オンライン会議）

12月24日 2020年度　第3回広報委員会（オンライン会議）

（2）その他の会議等への出席

6月25日 令和２年度第１回　福島市職場の健康づくり推進委員会

（福島市）

7月13日 第２０回健康づくり推進協議会

全国健康保険協会福島支部（福島市）

8月4日 福島県医療勤務環境改善支援センター運営協議会

福島県医師会（福島市）

9月24日 令和2年度　第2回理事会

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

10月4日 令和2年度　健康長寿ふくしま会議

福島県保健福祉部（福島市）

10月29日 令和２年度第２回　福島市職場の健康づくり推進委員会

（福島市）

11月30日 第２１回健康づくり推進協議会

全国健康保険協会福島支部（福島市）

2月10日 令和2年度　第3回理事会

一般社団法人郡山労働基準協会（郡山市）

石川光孝

石川光孝

菊池誠一

菊池誠一

石川光孝

佐藤卓也

菅野盛和

菅野盛和

菅野盛和

菅野盛和



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 　　　　　　理事 石川光孝

（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

福島市職場の健康づくり推進委員会 　　　　　　委員 菅野盛和

5．表彰

6月17日 「2020年度　全衛連奨励賞」

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

6月17日 「2020年度　全衛連功績賞」

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

6．各種認定証

・ 「ふくしま健康経営優良事業所」

福島県・全国健康保険協会

・ 「家庭教育応援企業」

福島県教育委員会

7．社会貢献活動

2月12日 献血　福島市　健康推進課　センター駐車場にて

8．共催事業等

10月14日 2020年度健康ふくしま21推進県民表彰式（福島市）

福島県労働保健センター理事長表彰： 個人1名

主　催：福島県、健康長寿ふくしま会議、福島県公衆衛生協会、

　　　　福島県医師会、福島県病院協会、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、福島民報社、福島民友新聞社、

　　　　福島県労働保健センター

9．附属明細

特に記載すべき重要な事項はない

献血者6名

遠藤博宣　大内清子

菅野盛和
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