2006年度の本会の概要

理事会の開催

学術委員

荒井他嘉司 独立行政法人国立病院機構
災害医療センター名誉院長

〔1〕第1回理事会
伊藤

2006年6月29日，新宿区のルーテル市ヶ谷センターで

機一 大東文化大学スポーツ・健康科学
部健康科学科教授

開催した。2005年度事業報告ならびに収支決算承認の件
などが審議され，いずれも原案通り可決承認された。
〔2〕第2回理事会

埋忠

洋一 日本経団連顧問医

狩野

元成 大東文化大学スポーツ・健康科学

2007年3月30日，千代田区のアルカディア市ヶ谷で開

部健康科学科主任教授

催した。2007年度事業計画ならびに収支予算承認の件な

河盛

隆造 順天堂大学医学部教授

どが審議され，いずれも原案通り可決承認された。

清水

英佑 東京慈恵会医科大学教授

田村

行弘 元東京都立衛生研究所精度管理室長

評議員会の開催

馬場

保昌 （財）早期胃癌検診協会中央診療所所長

〔1〕第1回評議員会

原島

三郎 前本会クリニック所長

福田

2006年5月15日，理事一部選任の件が書面評決により

護 聖マリアンナ医科大学教授

松井

英介 岐阜環境医学研究所所長

武藤

孝司 獨協医科大学教授

2006年6月29日，新宿区のルーテル市ヶ谷センターで

村田

光範 東京女子医科大学名誉教授

開催した。2005年度事業報告ならびに収支決算承認の件

諸角

異議なく承認された。
〔2〕第2回評議員会

が審議され，いずれも原案通り可決承認された。

聖 前東京都健康安全研究センター
微生物部長

山田

澄夫 東京都健康安全研究センター微生物部長

吉田

勝美 聖マリアンナ医科大学教授

理事長

北川

照男 日本大学名誉教授

催した。2007年度事業計画ならびに収支予算承認の件な

専務理事

山内

予防医学事業中央会常務理事
邦昭 （財）

どが審議され，いずれも原案通り可決承認された。

常務理事

小川

〔3〕第3回評議員会
2006年8月25日，理事一部選任の件が書面評決により
異議なく承認された。
役

〔4〕第4回評議員会
2007年3月30日，千代田区のアルカディア市ヶ谷で開

業歴書の発行

員

理 事

2006年度版の概要書を作成，発行した。

登 本会：事務局長

山元

健治 本会：検査研究センター担当理事

山内

隆夫 東京都福祉保健局長

近

泰男 （社）日本家族計画協会理事長

河合

忠 自治医科大学名誉教授

学術顧問と学術委員

町田

利正 東京産婦人科医会会長

学術顧問

忠 元東京都健康局技監

荒井

保経 労働衛生コンサルタント

荻野

大国

真彦 日本大学名誉教授

小野

栗原

操寿 慶応義塾大学名誉教授

浦

酒井

紀 東京慈恵会医科大学名誉教授

鈴木

聰男 東京都医師会会長

前田

秀雄 東京都健康安全研究センター所長

松田

一郎 北海道医療大学副学長
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清水
監 事

中島

良樹 本会：健康支援センター長
清 本会：地域保健部長
秀人 本会：成人保健部長
隆 前（財）古賀政男音楽文化振興財
団専務理事

小海

正勝 弁護士
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組織および人員構成

検査研究センター 83人（検査一部・検査二部）

常勤理事

健康支援センター 50人（医務局・クリニック・看護部・

7 人（理事長・専務理事・常務理事2人・健康

支援センター長・地域保健部長・成人保健部長）
事務局

放射線部・総合健診部・婦人検診部・健康増進部）
合

17人（総務部・経理部）

健康教育事業本部 90人（成人保健部・地域保健部・統計

計 247人 （平成19年3月31日現在・嘱託勤務者・
再雇用勤務者を含む）

事務部・情報管理部・広報室）

外部精度管理調査
本年度参加した外部精度管理調査は以下の表のとおりである。
科目

主催団体

検査項目

実施月

日本医師会

①生化学 23 項目 ②血液 6 項目 ③血清 3 項目

2006年10月

全国労働安全衛生団体連合会

①生化学 8 項目 ②血液 5 項目 ③一般検査 3 項目
④参考として LDL-C，CRE，UA 追加

2007年2月

日本総合健診医学会

①生化学項目 ②血液項目 ③一般検査項目

2006年3，6，9，12月

全国給水衛生検査協会

①アルミニウム ②非イオン界面活性剤

2007年2月

東京都健康局地域保健部環境
水道課

①ナトリウム ②トリクロロエチレン ③ベンゼン ④ヒ素 ⑤セレン

2006年11月

厚生労働省健康局水道管理室

① TOC ② 1.4 −ジオキサン ③アルミニウム ④銅

2006年9月

食品検査 （財）食品薬品安全センタ−

①重金属検査Ⅰ（カドミウム，銅）
②食品添加物検査（パラオキシ安息コウサン香酸）
③一般細菌数検査
④サルモネラ属菌検査
⑤残留農薬（クロロピリオス・ENP）⑥大腸菌検査

2006年6月
2006年7月
2006年7月
2006年10月
2006年11月

労働衛生 （社）全国労働衛生団体連合会

①尿中馬尿酸・メチル馬尿酸・尿中マンデル酸 ②血中鉛
③尿中デルタアミノレブリン酸 ④尿中総三塩化物
⑤尿中 2・5 −ヘキサンジオン ⑥尿中三塩化酢酸

2006年11月

作業環境

①デザイン ②特定化学物質 ③金属類 ④有機溶剤

2006年7月

検査方法や状況判断をスライドを観ながら判定する試験

2006年11月

臨床検査

水質検査

簡 専 水

（社）日本作業環境測定協会
全国給水衛生検査協会

健康診断機関としての認定・登録・指定
本会は表に記載した認定等を取得して事業活動を実施している。
（財）東京都予防医学協会保健会館クリニック（42牛保第5375号）
労災保険指定及び二次健診等給付指定医療機関（労災指定番号1391861）
日本病院会一日人間ドック（総合健診）実施指定機関（指定番号第272号）
日本総合健診医学会優良総合健診施設認定（認定番号第401A）
労働衛生サービス機能評価機構認定（認定番号第36号）
労働者健康保持増進サービス機関（中央労働災害防止協会第1-25号）
特殊健康診断等安全衛生サービス機関（中央労働災害防止協会41-13-13）
作業環境測定等安全衛生サービス機関（中央労働災害防止協会51-13-12）
登録衛生検査所（衛医医登録第16号）
水道法第 20 条第 3項による水質検査機関（厚労省登録番号48）
建築物飲料水水質検査業登録機関（東京都56水第18号）
簡易専用水道登録検査機関（厚労省登録番号5）
食品衛生登録検査機関（厚生省生環第562号）
作業環境測定機関（登録番号13-1）
計量証明事業登録機関（登録番号第1221号）
マンモグラフィ検診施設『画像評価A認定』
（マンモグラフィ検診精度管理中央委員会：認定305号）
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