2014年度の本会の概要

理事会の開催

野中

〔1〕第1回理事会

博 公益社団法人東京都医師会長

長谷川壽彦 元独立行政法人国立病院機構

2014年6月10日，本会別館5階会議室で開催した。2013

栃木病院院長

年度事業報告ならびに収支決算決議の件などが審議され，
いずれも原案通り可決された。

学術委員

〔2〕第2回理事会（書面による報告についての理事会）

松田

一郎 熊本大学名誉教授

青木

大輔 慶應義塾大学医学部教授

荒井他嘉司 独立行政法人国立病院機構

2014年10月14日，評議員の辞任および選任結果ならび

災害医療センター名誉院長

に理事の辞任および選任結果について，理事会への報告

埋忠

洋一 日本経団連顧問医

があったものとみなされた。

大和田

操 本会代謝病研究部長

甲斐 明美 東京都健康安全研究センター微生物部長

〔3〕第3回理事会
2015年3月24日，本会別館5階会議室で開催した。2015

河盛

隆造 順天堂大学大学院教授

年度事業計画ならびに収支予算承認の件などが審議され，

清水

英佑 東京慈恵会医科大学名誉教授

いずれも原案通り可決承認された。

鈴木

祐介 順天堂大学大学院医学研究科准教授

馬場

保昌 医療法人社団進興会理事

評議員会の開催

原島

三郎 原島労働衛生コンサルタント事務所所長

〔1〕第1回評議員会

福田

護 聖マリアンナ医科大学附属研究所ブレスト
＆イメージング先端医療センター附属

2014年6月26日，本会別館5階会議室で開催した。2013

クリニック院長

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回評議員会（みなし決議に関する評議員会）

武藤

孝司 獨協医科大学教授

村田

光範 東京女子医科大学名誉教授

諸角

2014年8月15日，理事の辞任および選任の件について，

聖 元東京都健康安全研究センター微生物部長

評議員会の決議があったものとみなされた。
〔3〕第3回評議員会（書面による報告についての評議員会）

評議員

2014年10月14日，評議員の辞任および選任結果ならび

前田 秀雄

東京都福祉保健局技監

に理事の辞任および選任結果について，評議員会への報

笹井 敬子

東京都福祉保健局保健政策部長

告があったものとみなされた。

城所 敏英

東京都福祉保健局島しょ保健所長

福内 恵子

特別区保健衛生主管部長会会長

概要書の発行

倉橋 俊至

特別区保健所長会会長

2014年度版の概要書を作成，発行した。

冨田 光志

東京都厚生農業協同組合連合会
代表理事理事長

学術顧問と学術委員

岩田 俊勝

公益社団法人東京労働基準協会連合会専務理事

学術顧問

村上 睦美

日本医科大学名誉教授

清水 英佑

東京慈恵会医科大学名誉教授

五 十 嵐 隆 独立行政法人国立成育医療研究
センター総長
大国

真彦 日本大学名誉教授

原澤

勇

公益社団法人母子保健推進会議理事長

岡

惺冶 健康管理コンサルタントセンター名誉会長

畠腹 正明

公益財団法人予防医学事業中央会理事

紀 東京慈恵会医科大学名誉教授

柴田 昭二

一般社団法人日本家族計画協会監事

斎藤 道是

前本会事務局長

酒井

住友眞佐美 前東京都健康安全研究センター所長
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役

員

組織および人員構成

理事長・代表理事 北川

照男 日本大学名誉教授

専務理事・業務執行理事 山内

邦昭 公益財団法人予防医学事業
中央会常務理事

常務理事・業務執行理事 小川
山元
理 事・業務執行理事 小野
清水
理 事

梶原
近

事務局

13 人

（総務部，経理部）
健康教育事業本部

登 本会事務局長

98 人

（職域保健部，学校保健部，地域保健部，施設健診部，

健治 本会検査研究センター担当理事
良樹 本会健康支援センター長

統計事務部，情報管理部，広報室）
検査研究センター

秀人 本会健康教育事業本部副本部長
洋 東京都福祉保健局長

（検診検査部，母子保健検査部）
健康支援センター

泰男 一般社団法人日本家族計画協会会長

河合

忠 自治医科大学名誉教授

落合

和彦 東京産婦人科医会会長

村田

篤司 社会福祉法人天童会秋津療育園
名誉園長

81 人

61 人

（医務管理部，クリニック，看護部，放射線部，総
合健診部，企画調整部，がん検診・診断部，健康
増進部）
合計 253人（平成27年3月31日現在 嘱託勤務者，再雇
用勤務者を含む）

山口 健一 前公益財団法人神奈川県予防医学協会
常務理事
監 事

小海

正勝 弁護士

中村

寿孝 税理士

外部精度管理調査
2014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

実施月

日本医師会

①生化学23 項目 ②血液5項目 ③血清3項目 ④尿3項目

2014年9月

予防医学事業中央会
精度管理調査

①生化学 ②血液 ③HbA1ｃ ④尿3項目

日医精度管理調査後

①生化学項目（eＱＡＰ）

①毎月集計し報告。年度末に
総合評価

②H ｂA1ｃ

② 2014年9月、2015年2月

全国労働衛生団体連合会

①生化学11 項目 ②血液6項目 ③尿検査3項目
④腹部超音波 ⑤労働衛生検査

①〜③2015年2月
④2014年11月
⑤2014年12月

東京都衛生検査所 精度管理調査

①生化学23 項目 ②血液9項目 ③血清4項目 ④寄生虫2項目
⑤ブラインド調査（保健会館クリニックで実施）

2014年7月
時期不明

東京都臨床検査技師会

①生化学23 項目 ②血液6項目 ③血清1項目

2014年10月

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

2014年11月

予防医学事業中央会
共有化事業精度管理
臨床検査

労働衛生 （社）全国労働衛生団体連合会
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検査項目
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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。

（公財）東京都予防医学協会保健会館クリニック（42 新保衛医第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）
労働衛生サービス機能評価機構認定（認定第36 号）
登録衛生検査所（24 新保衛医第00150 号）
マンモグラフィ検診施設画像認定（マンモグラフィ検診精度管理中央委員会：施設認定証発行番号第4073号）
プライバシーマーク付与認定（登録番号 第14200047（05）号）
人間ドック・健診施設機能評価認定（認定第200 号）
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