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平成 25 年度 事業報告 

 

Ⅰ 協会を取巻く経済情勢等 

１ 平成 25 年度の経済情勢等 

   平成 25 年度の日本経済は、政府の新たな経済政策により円安・株高の動

きを受けて輸出産業を中心に生産活動が回復し、政府の「月例経済報告」で

も年初の“やや持ち直し”から年後半には“回復傾向にある”との見方が示

された。 

   しかしながら、中国地方における多くの中小企業ではそれを実感するまで

には至っておらず、依然として厳しい状況が見られた。 

 

２ 協会の主要な取組み 

本年度の主な取組みは、次の通りである。 

(1) 新しい福山健診センターに、従来の健診項目に加え新たに胃部内視鏡

検査、ヘリカル CT 検査、マンモグラフィ検査の装置を新設し、より精度

の高い健康診断が実施できるよう態勢整備を図った。 

  なお、3 月末にはプレ健診を実施した。 

  また、米子検診所においても胃部内視鏡検査、マンモグラフィ検査及び

子宮頚がん検査の設備を平成 26 年 10 月までに整えるべく準備作業に入

った。 

 

(2) 社会貢献事業として老人福祉施設の入居者等を中心に無料の胸部エッ

クス線検査を実施するとともに、市町等が主催する地域住民の健康増進の

為の会議或いは健康の保持・増進に関する行事で、健康相談、体力測定、

地域の老人会等への参加者に対して転倒予防や運動指導等を積極的に行

い、主催者や参加者等から高い評価を得た。 

 

(3) 医学に関する研究助成は、本年度２件、総額 100 万円の助成を行った。 

 

(4) 胃部エックス線デジタル検診車２台と胸部エックス線デジタル検診車

２台の計４台を更新した。 

その内、胃部エックス線デジタル検診車（撮影装置２台積）１台は日

本宝くじ協会、胸部エックス線デジタル検診車 1 台はＪＫＡの助成を受け

た。 

 

Ⅱ 主要事業の取組み 
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  平成 25 年度は、 

  (1)「住民を対象とした健康に関する啓発活動等、健康保持増進に寄与でき 

    る公益事業の推進を図る。」 

  (2)「事業の総収入は 25.2億円を確保する。」 

  (3)「平成 25 年度予算の効率的な運用に努める。」 

 の３点を年度目標として事業運営を行った。 

  その結果、 

  「住民を対象とした健康に関する啓発活動等、健康保持増進に寄与できる公  

 益事業の推進を図る。」については、全体では前年度より多く活動はできたも 

 のの、一部の検診所においては前年度と同じ実施にとどまった。 

  「事業の総収入は 25.2 億円を確保する。」については、生活習慣病予防健診 

 への移行を図り検査内容を充実させたこと、胃部エックス線検査を直接撮影方 

 式に切り替えるなど、付加価値の高い健康診断への移行を図ることにより目標 

 を達成することが出来た。 

  「平成 25 年度予算の効率的な運用に努める。」については、予算の効率的な 

 運用に努め収支の改善を図った。 

 

 １ 健康診断事業  

健康診断事業の実績は、委託健診を除き受診者数は延べ 32.9 万人、収入は

2,406 百万円であった。 

この実績を計画と比較してみると、受診者数で約 2.6％増加し、金額でも

3.3％増となった (表１「平成 25 年度 健康診断等の実績」参照)。 

 

(1) 労働健診 

労働安全衛生法等に基づく一般健診、特殊健診等の実績は、受診者数

22.4 万人、金額 1,191 百万円であった。 

この実績を計画と比較してみると、受診者数で 2.0％増え、金額でも

2.3％の増となった。 

受診者が増加した要因は、計画段階で造船業を中心に労働者が大幅に減

尐すると見込んでいたが、予想に反しそれほど労働者が減尐しなかったこ

とに加え、新規の事業場の獲得によるものである。 

なお、特殊健診は、平成 25 年 1 月に施行された特定化学物質健診（イ

ンジウムやエチルベンゼン等）及び有機溶剤健診の受診勧奨により受診者

が増加した。 

    

(2) 生活習慣病予防健診 
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全国健康保険協会及び組合健康保険から受託する生活習慣病等予防健

診の実績は、受診者数 6.5 万人、金額 1,046 百万円であった。 

この実績を計画と比較してみると、受診者数は約 3.6％増、金額で 2.8％

増となった。 

人数、金額とも増えた主要因は、前年度に引続き、一般健診から生活習

慣病予防健診への移行を推進したこと、胃部エックス線検査を間接撮影か

ら直接撮影へ移行させたことによるものである。 

 

(3) 尾道市及び江府町の住民健診・学校健診 

尾道市及び江府町の健診及び学校健診の実績は、受診者数延べ 3.0万人、

金額 117 百万円であった。 

この実績を計画と比較してみると、受診者数で 3.3％増加し、金額でも

11.9％増となった。 

 主要因は、尾道市において積極的に受診勧奨が行われた結果、がん検診

及び特定健康診査について受診者が増加したことによるものである。 

 

(4) 社会貢献事業健診 

全検診所において、老人福祉施設等の利用者を対象として総計 28 事業

場、566 名の胸部エックス検査の無料健診を行った。また、尾道検診所で

は、ピンクリボン de カープ in 尾道 2013 実行委員会が主催し、尾道市が

共催するする『ピンクリボン de カープ in 尾道 2013』へ参加し、25 名の

マンモグラフィ検査の無料健診を行った（表２「社会貢献事業」【無料健

診】 参照）。 

 

 (5) 精密検査対象者への受診勧奨 

   平成 25 年 4 月の健康診断実施分から「精密検査依頼書」が発行された

受診者に対して、「はがき」により精密検査受診勧奨を開始した。 

   その結果、精密検査の受診率が向上するとともに、受診勧奨者の精密検

査の結果「がん」もしくは「がんの疑い」と診断された件数が 11 件確認

され、早期発見に貢献した。 

 

２ 保健指導・健康教育事業 

(1) 産業医契約事業場に対する活動 

産業医契約事業場である 60 企業(121 事業場)に対して、契約に基づき健

康診断結果による保健指導、職場巡視及び安全衛生委員会への出席などの

活動を行った。 
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(2) 保健指導の契約事業場に対する活動 

保健指導は、健康診断機関からの受託によるものを含め 14 企業(32 事

業場)に対して個別指導、集団指導を行った。 

高確法に基づく特定保健指導は、19 健保（76 事業場）と契約し積極的

支援 236 名、動機付け支援 177 名を実施した。 

また、健康診断機関からの受託による特定保健指導は、初回面談のみを

実施するのもで、1 機関（20 事業場）で、積極的支援 117 名、動機付け支

援 79 名を実施した。 

なお、今年度の特定保健指導件数は、延べ 2,730 回であった。 

 

(3) メンタルヘルス支援事業 

メンタルヘルス個別相談は、産業医契約事業場の 2 社について実施した。 

メンタルヘルス教育は、産業医契約事業場等 7 社、企業共同体組織１団

体に対して、管理監督者等への教育的支援（集団指導）及び全従業員を対

象とした集団指導を実施した。 

 

(4) 健康づくり支援 

心とからだの健康講座は、福山検診所において２回、他の４検診所にお

いては各 1 回の計６回開催し、合計 325 名の参加を得た(表３「心とから

だの健康講座開催状況」参照)。 

また、季刊誌「BLOOM」を年 4 回発行(発行部数 5,000 部／回)すると

ともに、「健康だより」を毎月発行(発行部数 5,000 部／月)し、健康教育に

関する啓発を行うとともに、平成 24 年度の健康診断結果を多角的に分析

し、問題点とその対策をまとめ関係行政機関に配付した。 

このほか、社会貢献事業として、地方自治体、市町の社会福祉協議会等

が主催若しくは共催する「住民の健康まつり」へ参加し、無料の体力測定

や健康相談、カウンセリングを行った。 

また、住民の健康を推進するための対策会議への出席及び各地域での健

康推進行事の一環として行われた禁煙に関する健康相談や啓発資料配付

を行う等、数多くの行事に参加した。(表２「社会貢献事業」【行事等への

参加】 参照)。 

 

３ 作業環境測定事業 

有機溶剤、粉じん等について、広島県及び岡山県下で延べ470事業場、1,280

単位作業場の測定を行った(表７「作業環境測定実施状況」参照)。 

その内、エチルベンゼン及びコバルトを対象とした作業環境測定は、エ 
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チルベンゼンが延べ 45 事業場、81 単位作業場、コバルトが延べ 3 事業場、4

単位作業場について実施した。 

 なお、作業環境測定(騒音・有機溶剤)の結果集計及び問題点とその対策等

を季刊誌「BLOOM」に掲載することにより有害業務を有する事業場等に還元し、

個別事業場の作業管理、作業環境管理等の改善の参考に供した。 

 また、事業主等に対する測定･改善及び一般住民等に対する相談等をホーム

ページ等により行った。 

 

４ 医学に関する研究助成 

働く人々や地域の人々の健康づくりに資することを目的として、医学に関

する研究助成事業を平成 23 年度より行っているが、平成 25 年度は次の 2 件

に対して助成を行った。 

(1) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院法医学 

  ｢有害化学物質ばく露評価のための日常分析に適した生物学的モニタ 

 リング法の開発｣  

 

(2) 広島県産業保健推進センター 特別相談員 

  ｢不眠電話相談の効果に関する検討｣ 

 

なお、研究の成果として、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科総合社会医

科学講座公衆衛生学分野（平成 23 年度助成）と鳥取大学医学部医学科健康政

策医学分野（平成 24 年度助成）から報告を受けた。 

 

５ 個人情報の保護 

内部規程に基づき、年 1回 個人情報保護マネジメントシステム（ＰＭＳ）

の見直しを目的としたＰＭＳ会議及び内部監査を行い、運用状況、見直し事

項等を確認するとともに、個人情報保護マネジメントシステムの実行状況の

確認を目的とした「個人情報保護委員会」を定期的に開催した。 

なお、個人情報の開示申請は 366 件であり、適切にその処理を行った。 

事故、苦情・相談については、受診票等の誤封入が２件、誤廃棄が１件、

誤配達が2件発生した。いずれも作業者等の不注意による確認不足が原因で、

確認チェックを行う等の再発防止対策を講じるとともに、再教育を実施し意

識の向上に取り組んだ。 

また、平成 25 年度はプライバシーマーク付与認定の更新の年に当たり、９

月 20 日尾道検診所にて現地審査を受け合格、更新した。 
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６ 信頼される労働衛生機関 

  (1) 精度管理 

健康診断に関る血液及び尿検査等の精度管理については、検査（便潜血

検査を除く）を外部に委託していることから、精度管理調査は、全衛連が

実施する臨床検査及び有機溶剤・鉛の精度管理調査にのみ間接参加した。 

    その結果、評価点は、臨床検査は 99.0、有機溶剤・鉛の平均は 99.8 の

評価を得た（表４｢臨床検査の外部精度管理調査結果｣、表５｢有機溶剤・

鉛に係る生体試料精度管理調査結果｣参照）。 

胸部エックス線写真の精度管理については、全衛連が実施する胸部エッ

クス線写真の撮影技術に関する精度管理調査に参加した。その結果、評価

点は、89.6 の評価を得た（表６「胸部エックス線写真の撮影技術に関する

精度管理調査結果」参照）。 

作業環境測定に関る精度管理については、(公社)日本作業環境測定協会

が実施する総合精度管理事業に参加し、平成 25 年度の結果は、全６項目

のうち５項目合格し、その有効期限は平成 28 年３月 31 日までとなってい

るが、１項目（デザイン）が不合格となった。ただし、平成 26 年７月に

予定される再クロスチェックにおいて合格する見込みである。 

また、石綿分析に係るクロスチェック事業に参加し、結果は合格で、そ

の有効期限は平成 27 年６月末までとなっている（表８｢作業環境測定クロ

スチェックの評価結果｣参照）。 

 

(2) 職員研修 

医師を始め各職員の資質向上の観点から、学会、外部機関が開催する講

習会或いは研修会へ参加した(表９「医師の学会等への参加状況」及び表

10「医療技術職員等の研究会等への参加状況」参照)。 

また、内部研修は、平成 25 年 8 月及び平成 26 年 2 月に実施し、夏季

研修会では、各検診所単位で平成 25 年度目標及び主要基本施策進捗状況

の確認と問題点の洗い出し及び対策の策定、事故発生事例の検証等を主に

実施した。 

冬季全体研修では、全職員を対象に平成 26 年度の業務方針を指示説明

するとともに個人情報保護教育及び接遇研修(苦情・クレーム対応)を実施

し、分科会においては、部署ごとにリスク分析評価表の作成と健診事故等

のリスク低減策の確認を行った。 

 

  (3) 労働衛生サービス機能評価 

鳥取・米子検診所は、労働衛生サービス機能評価委員会の 2 回目更新申
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請を行い、平成 26 年２月に現地調査を受けて更新認定を完了した。 

 

７ 検診車の整備 

胃部エックス線デジタル検診車 2 台と胸部エックス線デジタル検診車 2 台

の計 4 台を製作し、福山検診所（胃部エックス線デジタル検診車１台と胸部

エックス線デジタル検診車２台）及び津山検診所へ（胃部エックス線デジタ

ル検診車 1 台）配備した。 

このうち、胃部エックス線デジタル検診車（撮影装置 2 台積）1 台につい

ては、日本宝くじ協会から 73,500 千円の助成金交付を受け、胸部エックス線

デジタル検診車1台についてもＪＫＡ(旧名称：日本自転車振興会)から10,500

千円の補助金の交付を受けた。 

これら合計４台の整備により、福山検診所所属であった胃部エックス線デ

ジタル検診車（H31 号）１台を山陰地区検診所の共用車として米子検診所に

配備し、鳥取、米子及び津山地区の胃部直接撮影体制がより強化された。 

 

 補助金の交付による検診車の整備状況 

＜日本宝くじ協会整備事業＞ 

機器の名称 数量 金額（税込） 

胃部Ｘ線デジタル検診車 

(2台積)671号（福山検診所） 
1台 

 助成金 73,500,000円 

自己資金 17,850,000円 

事業総額 91,350,000円 

 

＜ＪＫＡ検診車整備事業＞ 

機器の名称 数量 金額（税込） 

胸部Ｘ線デジタル検診車 

673号（福山検診所） 
1台 

補助金 10,500,000円 

自己資金 38,902,500円 

事業総額 49,402,500円 

 

Ⅲ 理事会、評議員会 

１ 理事会 

第 1 回 平成 25 年 6 月 7 日 

「平成 24 年度 事業報告」及び｢平成 24 年度 収支決算｣、「平成 25 年  

度 補正予算」、「相談役の選任」、「平成 25 年度医学に関する研究助成」、

「ＪＫＡ平成 25 年度補助金交付申請書の提出」、「評議員会の招集」につい

て審議、決議され、「新しい理事の選任」について報告された。 
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第 2 回 平成 25 年 6 月 26 日 

  「理事長及び業務執行理事の選定」及び｢相談役の再任｣について審議、議

決され、「平成 23 年度医学に関する研究助成成果」が報告された。 

 

第 3 回 平成 25 年 10 月 30 日 

   ｢平成 25 年度上半期の事業報告｣、「新しい理事の選任」について報告さ

れた。 

 

第 4 回 平成 26 年 3 月 6 日 

   ｢平成 26 年度 事業計画｣、「平成 26 年度 収支予算」、「米子健診セン

ターの充実・強化」並びに｢平成 26 年度医学に関する研究助成｣、「評議員

会の招集」について審議、決議された。 

 

2 評議員会 

第 1 回 平成 25 年 6 月 22 日 

「平成 24 年度 事業報告」及び｢平成 24 年度 収支決算｣、「平成 25 年  

度補正予算」、「理事の任期満了にともなう選任及び新任」、「平成 25 年度医

学に関する研究助成」について審議、決議された。 

    

第 2 回 平成 26 年 3 月 13 日 

「平成 26 年度 事業計画」、「平成 26 年度 収支予算」、「米子健診センタ

ーの充実・強化」、「平成 26 年度医学に関する研究助成」、「理事の選任」に

ついて審議、決議された。 
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表１ 平成 25年度 健康診断等の実績 

【健康診断】 

項  目 
人   員 金  額（千円） 

計画 実績 増 減 計画 実績 増 減 

１労働健診 220,191 224,670 4,479 1,163,487 1,190,697 27,210 

(1)一般健診 171,386 172,171 785 979,157 987,546 8,389 

①全項目健診 104,460 105,070 610 786,775 793,955 7,180 

②省略健診 66,926 67,101 175 192,382 193,591 1,209 

(2)雇入時健診 2,787 2,909 122 23,577 22,899 -678 

(3)特殊健診 44,102 48,326 4,224 143,446 165,389 21,943 

(4)その他 1,916 1,264 -652 17,307 14,863 -2,444 

２生活習慣病予防健診 62,894 65,131 2,237 1,017,689 1,046,360 28,671 

(1)協会けんぽ 42,467 43,033 566 670,285 678,258 7,973 

(2)組合健保 20,427 22,098 1,671 347,404 368,102 20,698 

３がん検診等 8,873 9,440 567 35,887 40,527 4,640 

４住民・学校健診 29,260 30,218 958 105,007 117,463 12,456 

５その他    7,054 11,125 4,071 

小   計 321,218 329,459 8,241 2,329,124 2,406,172 77,048 

６委託健診 12,306 11,960 -346 96,491 91,839 -4,652 

合   計 333,524 341,419 7,895 2,425,615 2,498,011 72,396 

       

７社会的弱者健診 775 566 -209    

 

【保健指導・健康教育】 

項  目 
事業場数等 金  額（千円） 

計画 実績 増 減 計画 実績 増 減 

産業医活動 123 121 -2 39,504 38,206 -1,298 

保健指導 28 26 -2 2,172 1,897 -275 

特定保健指導 72 95 23 8,489 10,218 1,729 

特定保健指導（委託） 45 35 -10 1,603 900 -703 

心とからだの健康講座 6 6 0    

健康まつり 11 18 7    

地域自治会等健康講話 2 10 8    

メンタルヘルス 8 10 2 282 920 638 

全衛連（東電第一原発）    1,240 1,240 0 
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表２ 社会貢献事業 

【無料健診】 

種 別 事 業 名 件数及び対象人数等 

老人施設等の入居者の健診 胸部レントゲン検査 28件 566名 

がん撲滅啓発事業での健診 マンモグラフィ検査 1件  25名 

 

【行事等への参加】 

検診所 実 施 日 事 業 名 主 催 他 

本部 
・ 
福山 

4 月 17日（水） 
第１回瀬戸老人福祉センター 
（健康講座） 

瀬戸老人福祉センター運営委員会 

5 月 18日（土） 
5 月 19日（日） 

第 46回福山ばら祭 
（体力測定） 

福山祭委員会 

6 月 14日（金） 
第２回瀬戸老人福祉センター 
（健康講座） 

瀬戸老人福祉センター運営委員会 

6 月 15日（土） 
第 1回万中町内会健康講座 
（健康講座 運動編） 

万中町内会 万中老人クラブ 

8 月 2 日（金） 
福山市健康増進・食育市民会議 
第 1回全部会合同委員会 

福山市保健部 

8 月 22日（木） 
第３回瀬戸老人福祉センター 
（健康講座） 

瀬戸老人福祉センター運営委員会 

8 月 26日（月） 
福山市健康増進・食育市民会議 
第 1回第二部会合同委員会 

福山市保健部 

9 月 4 日（水） 
福山市健康診査啓発活動「健診に行こう」 
健診パネル展＆体力測定  
（体力測定） 

福山市 

9 月 27日（金） 
福山市健康増進・食育市民会議 
第２回全部会合同委員会 

福山市保健部 

 9月 29日（日） 
第 27回かんなべ福祉まつり  
（健康指導・健康クイズ等） 

福山市社会福祉協議会 

9 月 30日（月） 千田学区健康講座 千田学区の福祉を高める会 

10 月 3日（木） 
第４回瀬戸老人福祉センター 
（健康講座） 

瀬戸老人福祉センター運営委員会 

10 月 19日（土） 
10 月 20日（日） 

健康ふくやま２１フェスティバル 2013 
第 37回ふれあい福祉まつり 

福山市 
福山市社会福祉協議会 

11 月 7日（木） 津之郷学区健康講座 津之郷学区 

11 月 14日（木） 

広島県産業安全衛生大会 
（体力測定と健康指導〈広島健康増進協議会
として参加〉及び日本作業環境測定協会中国
支部広島分会の相談コーナーへの作業環境測
定士派遣） 

広島県労働基準協会 

11 月 24日（日） 
人・まち・ふくしフェスタ 2013＠うつみ・ぬ
まくま 
（体力測定） 

人・まち・ふくしフェスタ 2013＠
うつみ・ぬまくま実行委員会 

12 月 1日（日） 
第 40回新市健康福祉まつり 
（体力測定） 

新市町健康福祉まつり実行委員会 

12 月 6日（金） 
第５回瀬戸老人福祉センター 
（健康講座） 

瀬戸老人福祉センター運営委員会 

1 月 16日（木） 
第６回瀬戸老人福祉センター 
（健康講座） 

瀬戸老人福祉センター運営委員会 

2 月 20日（木） 
福山市健康増進・食育市民会議 
第３回全部会合同委員会 

福山市保健部 

3 月 5 日（水） 
第 7回瀬戸老人福祉センター 
（健康講座） 

瀬戸老人福祉センター運営委員会 
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尾道 

6 月 6 日（木） 
ピンクリボン deカープ in尾道 2013 
（マンモ検診） 

ピンクリボン deカープ in尾道 
2013実行委員会 

9 月 15日（日） 
松永ゲタリンピック 
（体力測定） 

ゲタリンピック実行委員会 

11 月 8日（金） 
平成 25年度第 1回子宮がん検診事業評価 
ワーキング会議 

尾三地域保健対策協議会 

11 月 14日（木） 平成 25年度第 1回肝炎ウィルス検査推進会議 尾三地域保健対策協議会 

1 月 16日（木） 平成 25年度第 2回肝炎ウィルス検査推進会議 尾三地域保健対策協議会 

1 月 29日（水） 
平成 25年度第 2回子宮がん検診事業評価 
ワーキング会議 

尾三地域保健対策協議会 

2 月 24日（月） 平成 25年度第 3回肝炎ウィルス検査推進会議 尾三地域保健対策協議会 

鳥取 

5 月 12日（日） 第 29回 あけぼの会 母の日キャンペーン あけぼの会 鳥取支部 

6 月 2 日（日） 世界禁煙デー in TOTTORI とっとり喫煙問題研究会 

10 月 24日（木） 鳥取市立湖山西小学校 6年学年活動 鳥取市立湖山西小学校・鳥取市 

10 月 26日（土） 湖山西ワクワクまつり 湖山西まちづくり協議会 

10 月 27日（日） 
若葉台地区文化祭 
「鳥取市糖尿病予防啓発キャンペーン」 

鳥取市生活習慣病対策 
プロジェクトチーム 

11 月 23日（土） 鳥取市民健康ひろば 鳥取市民健康ひろば実行委員会 

2 月 9 日（日） 
産業カウンセラーによるこころの相談会  
（カウンセリング） 

とっとり産業カウンセラー‘S 

津山 

4 月 28日（日） みさき町民大運動会 みさき町民大運動会実行委員会 

10 月 8日（火） 
「スマイル・ママ」健康チェック 
(血圧、体脂肪測定・骨密度検査及び健康講話) 

美咲町旭地域子育て支援センター 

米子 6 月 2 日（日） 
平成 25年度世界禁煙デーin米子 
テーマ 
「すすめよう！禁煙 防ごう！受動喫煙｣  

世界禁煙デーin 米子実行委員会 
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表３ 平成 25年度 心とからだの健康講座開催状況 

 

 

表４  臨床検査の外部精度管理調査結果 

調査主体 参加項目数 総合評価点数 

全衛連 19 99.0 

 

表５ 有機溶剤・鉛に係る生体試料精度管理調査結果(全衛連) 

種別 測定物質名 評価点 

有機溶剤 

尿中馬尿酸 100.0 

尿中メチル馬尿酸 100.0 

尿中総三塩化物 98.0 

尿中総三塩化酢酸 100.0 

尿中マンデル酸 100.0 

尿中２，５－ヘキサンジオン 100.0 

鉛 
血中鉛 100.0 

尿中デルタアミノレブリン酸 100.0 

 

  

開催日 検診所 講 演 テ ー マ 講         師 参加数 

7 月 23日 福山 

糖尿病の診断基準、最新の治療および予防に

ついて 

川崎医科大学 総合内科学１ 

特任教授 加来 浩平先生 
109 名 

11月 21日 福山 

環境について 
公益財団法人 中国労働衛生協会 

環境測定課 課長 杉野原 哲志 

57 名 職場のメンタルヘルス 

・・・セルフケア 

～強みを活かしてしなやかに生きる～ 

株式会社 C’s PORT(シーズポート) 

代表取締役  森田 由美子 

平成 26年 

3 月 18日 
尾道 

増えているガン 

～大腸がんを中心に～ 

広島大学病院 内視鏡診療科 

教授 田中 信治先生 
24 名 

2 月 14日 鳥取 健康診断とその意義～健康管理って何？～ 鳥取大学前学長  能勢 隆之先生 81 名 

3 月 18日 津山 睡眠は脳と心の栄養～生活リズム健康法～ 
広島国際大学 心理科学部 臨床心理

学科 教授 田中秀樹先生 
22 名 

3 月 18日 米子 聞いてみよう、メンタルヘルスの最新情報 

岡山ＥＡＰカウンセリングルーム 

臨床心理士 

谷原 弘之先生 

32 名 
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表６ 胸部エックス線写真の撮影技術に関する精度管理調査結果(全衛連) 

項目 
胸部エックス線写真 

№１ №2 №3 平均 

評価点 89.2 89.2 90.4 89.6 

（注）エックス線写真 3枚(No.1～No.3)の評価。 

 

 

表７ 作業環境測定実施状況 

  （注） 県別は、広島県内 454事業場、岡山県内 36 事業場、他県 0事業場である。 

 

表８ 作業環境測定クロスチェックの評価結果 

総
合
精
度
管
理
事
業 

評 価 項 目 結果 

デザイン   デザイン精度の審査 不合格 

サンプリング サンプリング流量の調整 合格 

粉じん    遊離けい酸含有率測定 合格 

特化物    弗化水素分析 合格 

金属類    鉛分析 合格 

有機溶剤   混合有機溶剤分析 合格 

(注)デザインの不合格については、再クロスチェック(7月予定)において 

判定基準を満たした場合は追加合格となる。 

また、合格判定の有効期限は平成 28年 3月 31日までとなっている。 

 

石
綿 

建材製品中の石綿含有率測定 合格 

空気環境中の石綿計数分析 合格 

(注) 合格判定の有効期限は平成 27年 6月 30日までとなっている。 

事業場数 

(延べ) 

測定単位作業場数(延べ) 

有機溶剤 粉じん 特化物 金属類 石綿 その他 計 

470 643 283 150 28 2 174 1,280 
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表９ 医師の学会等への参加状況 

開催年月 主催「研修会名称及びテーマ」 開催場所 出席者数 

25年 6月 (公財)産業医学振興財団 産業保健実践講習会 岡山 1名 

8月 鳥取県健康対策協議会乳がん検診従事者講習会 鳥取 1名 

10月 第 49回日本医学放射線学会秋季臨床大会 名古屋 1名 

11月 
日本乳癌検診学会学術総会 東京 1名 

第 59回日本宇宙航空環境医学会大会 岡山 1名 

12月 

第 44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 松江 2名 

(公財)産業医学振興財団慈恵医師会 産業医学専門講習会 東京 1名 

全衛連 医師研修会 東京 2名 

26年 1月 
全衛連 メンタルヘルス面接指導研修会Ⅰ 東京 1名 

全衛連 メンタルヘルス面接指導研修会Ⅱ 東京 2名 

3月 鳥取県健康対策協議会 胃がん検診従事者講習会 鳥取 1名 

計 11回 延べ 14名 

 

 

 



平成 25 年度 事業報告 

- 15 - 

表 10 医療技術職員等の研究会等への参加状況 

開催年月 主催「研修会名称及びテーマ」 会場 出席者数 

25年 5月 日本超音波医学会 第 86回学術集会 大阪 1名 

マンモグラフィ技量認定制度 
(NPOマンモグラフィ精度管理中央委員会) 

名古屋 1名 

7月 
広島県産業保健研究会 
平成 25 年度通常総会及び特別講演会 

広島 2名 

8月 

全衛連 保健師・看護師等研修会（労働衛生コース） 東京 3名 

日本超音波検査学会 第 118回医用超音波講義講習会 名古屋 1名 

全衛連 施設認定実務責任者研修会 東京 2名 

全衛連 ＶＤＴ健康診断研修会 大阪 4名 

9月 

広島県産業保健研究会 平成 25 年度第 1回研修会 広島 2名 

第 10回広島県消化器内視鏡技師研修会「消化器内視鏡機器
取り扱い講習会」 

広島 1名 

NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構 倉敷 1名 

10月 

全衛連 メンタルヘルスサービス提供機関連絡会議 東京 1名 

心とからだの健康づくり指導者等のための第 13 回実務向
上研修(中災防) 

大阪 1名 

胃がん検診従事者のための研修会 広島 1名 

11月 

第 10回中国地区消化器内視鏡技師研修会 岡山 2名 

作業環境測定士研究発表会(日測協) 横浜 1名 

全衛連 純音聴力検査研修会 東京 1名 

全衛連 腹部超音波検査研修会 東京 1名 

12月 

全衛連 労働衛生機関職員研修会 大阪 1名 

全衛連 保健師・看護師等研修会（保健指導コース） 大阪 1名 

作業環境測定士登録講習(日測協) 大阪 1名 

第 44回日本消化器がん検診学会中国四国地方会 松江 5名 

26年 1月 
全衛連 メンタルヘルス事後指導研修会Ⅰ 東京 1名 

全衛連 メンタルヘルス事後指導研修会Ⅱ 東京 3名 

2月 
全衛連 生理機能検査研修会 東京 2名 

全衛連 胸部Ｘ線検査研修会 東京 1名 

3月 
日本消化器画像診断情報研究会 刈谷 1名 

全衛連 労働衛生機関渉外担当者等研修会 東京 6名 

計 27回 延べ 48名 
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表 11 検診車、情報処理、健診機器、施設等の整備状況 （消費税抜き） 
機 器 な ど の 名 称 所 属 金 額 

Ⅰ 検診車 230,510,000 

 １ ６７０号 胸部検診車 福山 45,650,000 

 ２ ６７１号 胃部検診車（撮影装置２台積み） 福山 88,500,000 

 ３ ６７３号 胸部検診車 福山 45,650,000 

 ４ Ｈ１２号 Ｘ線管装置 福山 1,190,000 

 ５ Ｈ３１号 イメージインテンシファイア 福山 7,340,000 

 ６ ６６９号 胃部検診車 津山 42,180,000 

Ⅱ 情報処理 ソフト・ハード機器 24,696,700 

 １ 標準システム 6,695,200 

 (1) ２０１３年度ｎｅｔ対応 共通 600,000 

 (2) 胸部Ｘ線デジタル送信データに健診班追加対応 共通 205,200 

 (3) 胃部内視鏡検査対応開発 共通 4,500,000 

 (4) 胸部Ｘ線有所見者過去リスト作成 共通 1,390,000 

２ その他 18,001,500 

 (1) 追加ライセンス ３式 共通 330,000 
(2) モバイル機器 63台 全事務所 8,633,500 
(3) パソコン 28 台 全事務所 4,327,000 
(4) サーバ ３台 福山 2,877,000 
(5) インターネット端末 ２台 福山 240,000 
(6) 巡回サーバ ６台 福・尾・津 1,594,000 

Ⅲ 健診機器 107,802,900 

 
 
 

１ 高精細モニター品質管理ソフト 福山 120,000 

２ コンパクト救急カート 福山 156,400 

３ 解析付心電計 ４台 福山 6,680,000 

４ オージオメータ ２台 福山 772,000 

５ 電子内視鏡システム 福山 14,994,000 

６ 内視鏡情報管理システム 福山 5,540,000 

７ デジタルマンモグラフィシステム ２台 福山 46,000,000 

８ 東芝ＣＴ装置 福山 26,540,000 

９ センター１２号 Ｘ線管装置 福山 2,394,000 

10 紫外可視分光光度計 福山 2,100,000 

11 体組成計 ２台 福山・尾道 360,000 

12 薬用保冷庫 尾道 317,500 

13 コンパクト視力計 ４台 尾・津・米 749,000 

14 ノンコンタクトタイプトノメーター 鳥取 1,080,000 

Ⅳ 施設等 440,643,757 

 １ 福山健診センター新築工事 405,463,257 

(1) 福山健診センター建物工事 福山 244,329,934 

(2) 電話・ＬＡＮ配管設備工事 福山 3,400,000 

(3) ＬＡＮ工事 福山 490,000 

(4) 可動間仕切り工事 福山 6,902,797 

(5) 給排水衛生設備工事 福山 17,143,290 

(6) 消火設備工事 福山 2,414,182 

(7) 電気設備工事 福山 22,622,296 

(8) 照明器具取付工事 福山 12,398,465 

(9) ＴＶ共聴設備工事 福山 1,289,594 

(10) 自動火災報知設備工事 福山 1,492,440 

(11) 空調設備工事 福山 30,916,170 

(12) 昇降機工事 福山 5,162,384 

(13) 自転車置き場 福山 770,160 

(14) 洗濯物干場 福山 2,572,549 

(15) 瓦斯工事 福山 467,137 

(16) アスファルト舗装 福山 4,149,239 

(17) 花壇縁石ブロック据え付け 福山 336,945 

(18) 駐車場排水溝 福山 259,929 

(19) 太陽光発電設備 福山 18,030,497 
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(20) 電気錠システム 福山 1,000,000 

(21) 椅子取り付け工事 福山 3,500,000 

(22) スチール家具取り付け工事 福山 3,700,000 

(23) 電話設備増設工事 福山 1,450,000 

(24) 家具工事 福山 13,292,208 

(25) カーテンブラインド工事 福山 2,829,431 

(26) 看板工事 福山 2,416,190 

(27) 放送設備工事 福山 1,790,474 

(28) 既存境界ブロック嵩上げ設置 福山 144,406 

(29) 受電設備基礎コンクリート打ち 福山 192,540 

２ 土地購入 福山市引野町五丁目 72・73 福山 15,000,000 

３ 尾道検診所一階空調機更新工事 尾道 4,885,000 

４ 駐車場整備工事 米子 15,295,500 

Ⅴ その他 4,708,602 

 １ はがき圧着機 福山 859,000 

２ 絵画 ６点 福山 3,591,306 

３ 冷蔵庫 福山 144,200 

４ ガス給湯器 尾道 114,096 

合      計 808,361,959 
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