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神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課

平成20年度 労働衛生行政のあらまし
平成20年度については、過重労働の解消を最重点として

以下の対策を推進することとしております

神奈川県下における
労働衛生の現状

労働者を取り巻く様々な社会情勢
や生活習慣の変化等を背景として、
健康診断の結果、脳･心臓疾患につ
ながる所見を始め何らかの所見を有
する労働者の割合が年々増加し、お
よそ２人に１人が有所見という状況に
あります。さらに、全国調査において、
仕事や職業生活に関する強い不安や
ストレスを感じる労働者の割合が6割
を超え、労働者の自殺も大きな社会
問題となっております。

一方、職業性疾病の件数は、長期
的に見れば減少傾向にありますが、

近年は横ばいの状況にあります。ま
た、依然として熱中症等・一酸化炭
素中毒による死亡災害も跡を絶たず、
酸素欠乏症等及び化学物質との接触
等による重大災害も発生しています。

このため、過重労働による健康障
害防止対策を重点に、アスベストによ
る健康障害防止対策、メンタルヘル
ス対策、粉じん障害防止対策等職業
性疾病防止対策、化学物質による健
康障害防止対策、産業保健活動・健
康づくり及び快適職場環境の形成を
目指し、自主的な労働衛生管理活動
の促進及び総合的な労働衛生水準の
向上を図る必要があります。

平成20年度
労働衛生行政の重点

平成20年度においては、つぎの事
項を重点として取り組みます。

1. 過重労働による健康障害防止
対策を推進します。

2. 建築物等の解体作業等におけ
るアスベストばく露防止対策を
推進します。

3. 職場におけるメンタルヘルス対
策を推進します。

4. 粉じん障害防止対策等職業性
疾病防止対策を推進します。

5. 化学物質による健康障害防止

1. 健康診断結果（図1）
① 一般健康診断結果の有所見率は年々増加

する傾向にありますが、平成19年の一般
健康診断結果の有所見率は50.１％であ
り、平成18年に続き50％台となりまし
た。

② 項目別では、血中脂質（32.7％）、肝機
能（15.2％）、血圧（12.6％）などの項
目で有所見率が高くなっています。

2. 職業性疾病の発生状況（図2、3）
① 平成19年の職業性疾病による死亡者は有機溶剤中毒が１名、脳・心臓疾患

が5名、自殺が1名の合計7名です。
また、一度に3名以上被災する重大災害は5件発生し、化学物質等による接
触が4件、食中毒が1件となっております。

② 平成19年の休業４日以上の疾病は606件と前年より22件増加しておりま
す。そのうち腰痛は385件と６割以上を占めています。

■＜図1＞定期健康診断有所見率 ■＜図2＞職業性疾病発生状況 ■＜図3＞職業性疾病による
　死亡災害

52

50

48

46

44

42

40

42.9

44.6
45.8

46.8
47.5

48.8
49.7 50.150.0

（％）

（平成 / 年）
11 12 13 14 15 16 17 18 19

520
601

546 530
584 606

484
435

485

職業性疾病件数

343343

腰痛件数
700
600
500
400
300
200
100
0

321 328 360 385

291289

（件）

（平成 / 年）
1110 12 13 14 15 16 17 18 19

363

527
（2） （2）

（2）

（3） （3） （7）（1）
（6）

（7）

（5）

339

（平成15年～19年）

24人

※脳・心臓疾患による死亡災害については、平
成15年から、当該年に発症し、翌年の統計締
切日（4月初め）までに労災認定されたもの
を、統計上の確定値としています。

（注）平成19年については、平成20年3月6日現在の速報値
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対策を推進します。
6. 産業保健活動、健康づくり及

び快適職場づくり対策を推進
します。

過重労働による
健康障害防止対策

平成18年の改正労働安全衛生法
において新たに設けられた長時間労
働者に対する医師の面接指導制度の
普及・定着を図り、この際、メンタル
ヘルス面に留意することについても周
知を図ります。

特に常時50人未満の労働者を使用
する事業場（小規模事業場）につい
ては、2年間の猶予期間経過により、
平成20年4月から面接指導等が義務
付けられたことから、引き続き、医師
の面接指導制度の周知を図るととも
に、普及・定着を図ります。

さらに、過重労働による健康障害
防止のための総合対策に基づき、下
記の対策を推進します。

•長時間労働の抑制

•労働衛生管理体制の整備及び法
定職務の遂行

•定期健康診断の実施及びその事
後措置

•医師による面接指導等の実施方
法の定め及び実施体制の整備

•健康への配慮が必要なものに対
する事業場で定める必要な措置
の実施に関する基準の策定

•長時間労働による健康障害防止
のための衛生委員会の適正な運
営と機能強化

•過重労働による業務上の疾病を
発生させた事業場に対する再発
防止の徹底

•裁量労働制対象労働者及び管理・
監督者等についても、過重労働
による健康障害が生じないよう健
康を確保する責務があることにつ
いての、事業者への周知

アスベストによる
健康障害防止対策

今後の石綿による健康被害を未然
に防止するため、石綿が使用されて
いる建築物等の解体等の作業や建築
物に吹き付けられた石綿の損傷等に
よる労働者のばく露防止対策を重点
として、石綿障害予防規則等に基づ
く措置の徹底を図ります。また、労
働者の健康管理の充実のため、石綿
に係る健康管理手帳の制度及び改正
された石綿健康管理手帳の交付要件
を広く周知を図ります。併せて、石綿
取扱い作業等に従事又は従事してい
た労働者に対する石綿健康診断の実
施について指導を徹底します。

メンタルヘルス対策
1. 労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針の周知徹底を図るほか、
心の健康問題により休業した労働
者の職場復帰支援の手引き、メン
タルヘルス対策支援事業の周知を
図ります。

2. 自殺予防マニュアルを活用し、労
働者の自殺予防に必要な知識の普
及・啓発を図ります。

3. 事業場外資源（神奈川産業保健推
進センター、地域産業保健センター
及び労災病院等県内のメンタルヘ
ルスに関する相談機関）の活用に
ついて周知を図るとともに、地域
産業保健センターで実施されてい
る働き盛り層のメンタルヘルスケア
支援事業の周知及び利用勧奨を図
ります。

職業性疾病防止対策
1. 粉じん障害防止対策については、

平成20年3月に施行された改正粉
じん障害防止規則等の周知を含
め、平成20年度を初年度とする第
７次粉じん障害防止総合対策及び
ずい道等建設工事における粉じん
対策に関するガイドラインに基づき
推進します。特に、神奈川県内に
おいて、じん肺の新規有所見者の
大部分はアーク溶接作業者と金属

等の研ま作業に従事する労働者の
占める割合が高いことから、これ
らを重点対策とし、呼吸用保護具
の適正な着用等の徹底を図ります。

2. 職業性疾病による死亡災害に直結
する「酸素欠乏症等」、「熱中症」、
｢一酸化炭素中毒｣の防止対策の徹
底を図ります。

3. 職場における腰痛予防対策指針に
ついては、介護福祉事業等を対象
に、業務の実態を踏まえて効果的
な周知を図ります。

化学物質による健康障害防止
化学物質による健康障害防止につ

いては、特に取扱い等についての法
規制がない化学物質による職業性疾
病も多いことを踏まえ、化学物質を
製造し又は取扱っている事業場に対
し、化学物質の表示・文書交付制度
及び化学物質等の危険性又は有害性
等の調査等に関する指針について周
知指導を図ります。　

また、改正された特定化学物質障
害予防規則等によるホルムアルデヒ
ド、1，3-ブタジエン及び硫酸ジエチ
ルに係る健康障害防止対策について
周知を図ります。

産業保健活動の活性化
事業場における各種健康診断の実

施及びその結果に基づく事後措置の
徹底、衛生管理者・産業医等の選任
及び職務の励行、衛生委員会の設置
及び運営等の労働衛生管理体制の整
備並びに事業場における自主的な労
働衛生管理活動の促進を目指します。

特に、平成18年の改正労働安全衛
生法による衛生委員会の調査審議事
項の拡大等機能強化の徹底・危険性・
有害性等の調査（リスクアセスメント）
の普及促進を図ります。

また、労働者数50人未満の事業場
に対し、神奈川産業保健推進センター
と連携して、小規模事業場産業医活
用促進事業(仮称)等を進め、地域産
業保健センターの利用促進を図ります。



平成20年度
労働衛生行政のあらまし

�

健康づくり対策等
1. 改正した事業場における労働者の

健康保持増進のための指針等に基
づく健康測定、運動指導、保健指
導等、心身両面にわたる健康づく
り(THP）の一層の普及促進を図り
ます。

2. 中小規模事業場を対象とし、次の
事業の利用勧奨を行います。
•自発的健康診断受診支援事業
•小規模事業場等団体安全衛生活
動援助事業制度

（たんぽぽ計画）

快適職場形成対策
1. 快適職場推進計画認定制度の利用

勧奨等を通じ、事業場における快
適職場環境の形成を促進します。

2. 職場における喫煙対策のためのガ
イドラインに基づく対策の徹底を図
ります。

第７次粉じん障害防止
総合対策の概要

（平成20年度～24年度）

1. 重点事項は以下の４項目です。
•アーク溶接作業に係る粉じん障
害防止対策

•金属等の研ま作業に係る粉じん
障害防止対策

•ずい道等建設工事における粉じ
ん障害防止対策

•離職後の健康管理
2. 具体的実施事項の概要は以下のと

おりです。
•ずい道等建設工事における粉じ
ん対策に関するガイドラインに基
づく対策の推進

•呼吸用保護具の着用の徹底及び
適正な着用の推進

•プッシュプル型換気装置、局所排
気装置等の適正な稼動並びに検
査及び点検の実施による作業環
境の改善

•じん肺健康診断の実施の徹底、

健康管理教育等の推進
•たい積粉じん対策の推進
•特別教育の徹底及び離職後の健
康管理の周知

一般健康診断項目の
改正について
～平成20年4月1日施行～

健康診断項目に腹囲が加わる等労
働安全衛生法に基づく定期健康診断
等の項目が改正されました。

改正の概要

（１）一般健康診断項目の変更・追加
（平成20年4月1日から適用（以下
同じ）） 
①腹囲の検査を追加 
②血清総コレステロールの量の

検査に代えて、低比重リポ蛋
白コレステロール（ＬＤＬコレス
テロール）の量の検査に変更

対象となる健康診断：
雇入時の健康診断、定期健康診
断、特定業務従事者の健康診断、
海外派遣労働者の健康診断

（2）健康診断項目の省略 
　ア）腹囲の検査の省略基準

•40歳未満の者（35歳の者を除く。）
•妊娠中の女性その他の者であ
って、その腹囲が内臓脂肪の
蓄積を反映していないと診断さ
れたもの

•BMI（次の算式により算出した
値をいう。以下同じ。）が20未
満である者

（※）ＢＭＩ＝体重（kg）／身長×身長（m2）

•自ら腹位を測定し、その値を申
告した者（BMIが22未満であ
る者に限る。）

対象となる健康診断：
定期健康診断、特定業務従事者
の健康診断、海外派遣労働者の
健康診断

イ）尿中の糖の有無の検査が省略
できなくなりました。

（3）今般の改正により、健康診断に係
わる次の様式が改正されました。
• 健康診断個人票（雇入時）様
式第5号（第51条関係）（1）

•健康診断個人票様式第5号（第
51条関係）（2）（表面）（裏面）

•海外派遣労働者健康診断個人
票（派遣前・帰国後）様式第5
号（第51条関係）（3）

石綿健康管理手帳の交付
要件の改正について
～平成19年10月1日施行～

労働安全衛生規則の改正により、
石綿健康管理手帳の交付要件が改正
されました。
改正の内容

（1）両肺野に石綿による不整形陰影
があり、又は石綿による胸膜肥
厚があること。

（2）石綿等の製造作業、石綿等が
使用されている保温材、耐火被
覆材等の張付け、補修若しくは
除去の作業、石綿等の吹付け
の作業又は石綿等が吹き付けら
れた建築物、工作物等の解体、
破砕等の作業に１年以上従事し
た経験を有し、かつ、初めて石
綿等の粉じんにばく露した日か
ら10年以上を経過していること。

（3）石綿を取り扱う作業（（2）の作
業を除く。）に10年以上従事して
いた経験を有していること。

（4）注意事項
①対象者は石綿を直接取り扱う

作業に継続して従事していた
方に限られます。

②交付要件の（2）、（3）両方の
従事歴がある方については合
算することができます。（2）の
従事期間の月数を10倍し、（3）
の従事期間月数に足し合わ
せ、合計が120ヶ月以上の場
合には、手帳を受け取ること
ができます。



�

2

はじめに
近年、高年齢労働者の増加、技

術革新の進展、経済のグローバル化
等で社会経済情勢は大きな変化を続
けております。こうした変化は労働者
が働く環境に大きな影響を与え、又
企業はコスト削減の圧力を強化し、
そのため低賃金労働者が増加してお
り、また不安定な就労形態の労働者
が増加しております。一方労働者自身
の就業意識の変化、業務の質的変化
等に日常生活の変化も伴い、健康診
断において何らかの所見が認められ
る割合が増加しております。　

また、仕事に関して強い不安やスト
レスを感じている労働者が増加傾向
にあり、労働における心的ストレスを
理由とした自殺者数も高い水準で推
移しており、大きな社会問題となって
おります。このような問題への対策が
平成18年の改正労働安全衛生法施行
により図られ、過重労働やメンタルヘ
ルスに関する対応が強化されました。

この改正労働安全衛生法施行に
伴い、長時間労働により疲労が蓄積
した労働者に対して、医師による面
接指導を行うこと等が義務付けられ
ました。しかし平成18年施行時は50
人未満の労働者を使用する事業場に
対しては2年の猶予期間が与えられ、
平成20年4月からの適用となっており
ます。

50人未満の労働者を使用する事業
場においては、産業医の選任義務は
ないため、面接指導の体制を整える
ことは容易ではありません。このた
め各地域に設置されている地域産業

保健センターが専用の窓口を開設し、
地域産業保健センター登録医の機能
が活用されております。

また、平成20年4月からは高齢者
の医療の確保に関する法律に基づ
き、特定健康診査、特定保健指導の
実施が始まりました。これにより、保
険者や地域行政と連携した活動が今
まで以上に必要となることが考えら
れ、産業保健活動の重要性は益々高
まりを見せております。

産業医の重要性が増すに従い、そ
の職務も多岐に渡っており、産業医
には今まで以上に多角的な知識や情
報が必要とされております。産業医が
十分にその役割を果たすためには、
事業主や労働者自身が産業保健に関
してその重要性を理解し、連携、協
力体制を構築していく必要がありま
す。労働者の健康管理が円滑に行わ
れるために、産業保健関係者が一丸
となって取り組み、多くの問題が早期
に解決されるよう産業医部会も取り組
んでまいります。

活動報告と事業計画
神奈川県医師会産業医部会の事業

について報告いたします。

①日本医師会認定産業医の申請
日本医師会認定産業医制度にお

ける認定産業医の申請に関しては、
＜表１＞のとおり、新規に認定産業
医の資格を取得した人数は183人でし
た。また、更新者数は498人となって
おります。

現在の日本医師会認定産業医制度

は平成2年からスタートしており、産
業医の認定を取る人が年々増えてき
ております。これは、産業医が必要
とされる状況が増加していると捉える
ことができるとともに、産業医という
職務の認知度が上がってきていると
いえます。現在日本医師会認定産業
医は7万人を超えており、神奈川県に
おける認定産業医は3,000人を数えて
おります。

国による労働衛生施策が推進され

神奈川県医師会産業医部会における
産業保健活動への取組み

社団法人 神奈川県医師会 産業医部会 理事  小林 信男

地域医師会 新規 更新

横浜市 42 138

川崎市 11 56

横須賀市 7 21

鎌倉市 3 7

平塚市 2 12

小田原 2 21

茅ヶ崎 2 10

座間綾瀬 1 9

藤沢市 1 34

秦野伊勢原 3 17

足柄上 0 4

厚木 1 14

津久井郡 1 4

逗葉 0 5

相模原市 5 22

大和市 1 10

三浦市 0 1

中郡 0 1

海老名市 1 4

非会員 100 108

合計 183 498

■＜表1＞
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るためには産業医の存在は欠かせま
せん。今後も産業医資格を取得する
医師が増えていくことを期待します。

②研修会の実施
認定産業医のための指定研修会を

実施し、産業医の育成、資質の向上
に努めております。

平成19年度は県医師会の主催によ
り、研修会を11回開催いたしました。
近年大きな問題として取り上げられて
いるメンタルヘルス対策、過重労働
対策についての知識を習得できるよう
に研修カリキュラムを組み、職場巡
視の実際を学べるよう、実地研修会
も開催しました。また、基礎前期の
研修会を開催してこれから産業医を
取得する方に対する知識の向上にも
取り組みました。さらに、作業環境
や作業環境管理など産業医の基礎と
なる部分もしっかり学べるよう、幅広
く産業医に必要な知識の習得を目指
して研修会の開催にあたりました。

なお、産業医の基本的な職務であ
り、労働者の作業環境や作業に起因
する職業性疾病の早期発見や予防の
ための対応は非常に重要であり、こ

れらに関連する専門的な知識も習得
できるよう努めております。

一方事業者から過重労働や健康診
断の結果（健康障害と労働の因果関
係）について、相談を受ける場面も
増加してきています。この場合、医
療だけでなく法令に関する知識も必
要となるため、このような事案に対応
できるような研修会を開催し、産業
医の知識向上に取り組んでまいりた
いと考えております。

③産業医活動等検討小委員会
平成18年度、神奈川県医師会産業

医部会員に対し、神奈川県における
産業医活動に関するアンケート調査を
実施、平成19年度に報告書としてま
とめました。その調査内容の一部と
して、地域産業保健センターに関す
る質問について、＜図1＞のような結
果となっております。

この質問は嘱託産業医を対象とし
たものですが、地域産業保健センタ
ーの存在について、「知っている」と
回答したのは74.3%、「知らない」と
回答したのは15.2％という結果とな
り、十分な認知がなされているとい

う状況ではありませんでした。また、
＜図２＞は現在、地域産業保健セン
ターに産業医として登録・活動してい
るかどうかという質問ですが、「登録・
活動している」が29%、「登録してい
ない」が45.3%、「登録しているが活
動はしていない」が10.7%、「登録し
ているが依頼がない」が9.2%となっ
ております。

地域産業保健センターの主な役割
としては、小規模事業場における労
働者の健康相談や作業環境、作業
の改善指導等が挙げられます。しか
し今後は、小規模事業場の事業者に
対しても、過重労働対策における「産
業医による面接指導の実施」が義務
付けられます。そのため、地域産業
保健センターには、より重要な役割を
担うことになるでしょう。その具体的
な活動を検討するつもりです。

今後は、地域産業保健センターの
認知度を上げるとともに、地域産業
保健センターの登録医制度がもっと
活用されるよう取り組む必要性があり
ます。

■＜図1＞地域産業保健センターを
　　　　　知っていますか

■＜図2＞現在、地域産業保健センターに
　　　　　産業医として登録・活動していますか。

知らない
15.2% 登録していて、

活動している
29.0%

登録していて、
活動していない
10.7%

登録しているが
依頼がない
9.2%

登録していない
45.3%

 NA
5.8％

 知っている
74.3％

 NA
10.5％
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産業歯科衛生推進事業
−お口の健康教室について−

社団法人 神奈川県歯科医師会 地域保健委員会 委員  土方  周

はじめに
私たちは、神奈川県歯科医師会の

地域保健委員会に所属し、「かもめ」
の原稿執筆を担当しております。私た
ち地域保健委員会は、神奈川県歯科
医師会で公衆衛生を担当している委
員会です。「公衆衛生」、皆さんには、
あまり耳慣れない言葉だと思います。
ちょっと、「公衆衛生」について、説
明してみましょう。

公衆衛生とは？
「公衆衛生」：国民の健康を保

持・増進させるため、公私の保健
機関や地域・職域組織によって営
まれる組織的な衛生活動。
「衛生」：健康の保全・増進をは

かり、疾病の予防・治療につとめ
ること。 （岩波書店広辞苑より）

日本には明治8年まで「衛生」とい
う言葉はなかったそうです。それまで
は、国民の健康を保持・増進する言
葉として、英語のhygiene（ハイジーン）
をそのまま使ってハイジンと言ってい
たそうです。しかし、ハイジンは日本
語の『廃人』をイメージするので、よ
ろしくないということで、荘子の「生

を衞る。（せいをまもる）」からとって、
「衛生」という言葉が使われ始めたそ
うです。口の健康を通じて、皆さん
の健康を保持・増進し、命を衞る（ま
もる）大切な仕事をしていると、私た
ちは理解しています。

公衆衛生は
けっこう地味な仕事
でも、大切な仕事！！

たとえば、100人の女子高校生がい
て、2人か3人が髪を茶色に染めたと
します。その子は変わり者とか不良と
言われてしまいます。しかし、茶髪が
10人になり、20人になり、現在のよう
に、茶髪の女子高校生が半分以上に
なれば、これは当たり前になり、おし
ゃれとか、かわいいと言われるように
なります。「公衆衛生」の仕事もこれ
に似たようなところがあります。

20年前は、歯ブラシの重要性や補
助清掃具について、お話しても、そ
れを理解し興味を示してくれる人は、
ほんのわずかの人でした。しかし、む
し歯や歯周病について、皆さんの理
解がすすむにつれて、食後の歯みが
きや、補助清掃具の使用は当たり前
のことになり、最近では、マウスウォ

ッシュといって、うがい薬の併用も当
たり前になりつつあります。

近年、小児のむし歯は激減してお
ります。これも、「公衆衛生」の活動
がその一助になっていると、私は考え
ています。私たちの先輩がおこなって
きた地道な努力が、今、花開きつつ
あります。
「公衆衛生」という、仕事は、な

かなか、地味な仕事だと思いますが、
「お口の中の健康に気を配ること

が、全身の健康につながる」ことを、
理解していただけるよう、日 、々活動
していきたいと思っています。

神奈川県歯科医師会地域
保健委員会の仕事につ
いて

では、私たち神奈川県歯科
医師会地域保健委員会の仕事
を、簡単にご紹介しましょう。

私たちは、この「かもめ」の
ような情報誌の原稿の依頼に応
じたり、tvkテレビに出演したり
して、歯の健康について一般の
人にPRしています。又、県下の
高齢者の方を対象に、8020の歯科医師による講話 歯科衛生士による歯科保健指導
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一環として、神奈川県高齢者よい歯のコ
ンクールの開催、歯の健康について書
かれたパンフレットの作成、疫学的調査
と学会発表、フッ化物を使ったむし歯
の予防、健診のための研修会・・・等々
をおこなっています。

お口の健康教室
「産業歯科衛生推進事業」
について

今回は、私たちの仕事のひとつ、「産
業歯科衛生推進事業」についてご紹介
します。何だかながながしい名称です
が、簡単にいうと、企業をまわって、む
し歯、歯周病の予防について詳しく説
明し、口の中の清掃の方法を理解し習
得していただく、『お口の健康教室』です。
依頼をされた、神奈川県下の小規模事
業所をまわって、歯科医師が歯の健康
について説明した後、歯科衛生士が歯
ブラシの方法等について指導し、むし
歯、歯周病などの口腔疾患の予防につ
いてのご理解を深めていただくことを目
的としています。企業の皆さんがお仕事
をしている間の限られた時間でおこない
ますが、6名から10名に一人の歯科衛生
士が就いて、指導を無料でおこなってお
ります。回を重ねるごとに手際も良くな
り、充実した指導がおこなえるようにな
ってきたというのが、私の感想です。

是非、興味のある方は一度、神奈川
県歯科医師会までお問い合わせくださ
い。（担当：鈴木 TEL:045-681-2172）

「お口の健康教室」のタイムスケジュール（40分間）
１．はじめに（３分間）･･････歯科医師又は歯科衛生士のチーフ
①スタッフ（歯科衛生士、歯科医師）の紹介
②アンケートのお願い
③スケジュールの紹介

２．キーワードによる「歯周病にならないために」（７分間）･･･歯科医師
　　キーワード・むし歯と歯周病

３．グループ実習（25分間）･･････歯科衛生士
　　①自己観察票を開く

　　　　各自、自己の歯肉の状態と写真を対比してみる
　  　　 歯石の有無、歯肉の腫れ等チェックする

　　　　むし歯、歯周疾患を予防するには、歯磨きが大切と指導する

　　　 ②ブラッシング指導

　　　　　使用上の注意

　　　　 ３－３
　　　　 ３－３
           前歯部のみ塗る（前歯部に補綴物が入っている方は他の歯に塗る）

　　　　　各個人に合った歯磨きを指導する
               歯ブラシのあて方、動かし方、力の入れ具合など 

       　 　 歯ブラシでは落とせない所、歯間部など
       　     各個人に合わせて歯間ブラシ、糸ようじなどの
 　使用方法を指導する

４．まとめ（５分間）･･････歯科医師

５分間

3分間

17分間

剤

う
は

助

① 多田プレス工業（株） 秦野市曽谷

② （株）神奈川精機 秦野市曽谷

③ （株）米山電子工業 秦野市堀西

④ （株）石川工業 秦野市堀山下

⑤ （株）タカハシ工業 秦野市戸川

⑥ 東京応化工業（株） 川崎市中原区

⑦ 営電（株） 川崎市麻生区

⑧ （財）関東電気保安協会
     川崎事業所 川崎市高津区

●お口の健康教室実施事業所一覧
   （参考）

●平成20年度産業歯科衛生にかかわる研修会（参加料：無料）

日　　程：平成20年7月10日(木) 午後２時～午後５時
場　　所：神奈川県歯科保健総合センター ６階視聴覚研修室
　　　　　（〒231-0013 横浜市中区住吉町６-68  TEL:045-681-2172）

演　　題：①『産業歯科のこれから』
　　　　　　 日本歯科医師会 産業保健委員会 委員長  森岡 俊介氏
　　　　   ②『産業歯科保健の実際−働く人々が今歯科に何を求めているか−』
　　　　　　 日本アイ・ビー・エム 箱崎健康支援センター 予防歯科室産業歯科医  加藤 元氏
申込方法：参加ご希望の方は、下記の必要事項を明記の上、
　　　　　FAXにて神奈川県歯科医師会 担当：鈴木までお申し込み下さい。
　　　　　①事業所名 ②事業所住所 ③事業所ご連絡先
　　　　　④参加者氏名(ふりがな) ⑤役職名
　　　　　ＦＡＸ：0120-681786（フリーダイヤル) 
申込〆切：平成２０年７月７日(月)
定　　員：120名
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はじめに
保健対策委員会では隔年で従業員

数50人以上の本協会会員事業場にア
ンケートをお送りし、在職者死亡、産
業医活動の実態、健康確保対策の現
状などを調査しております。この度平
成19年度の調査結果がまとまりまし
たので、今月号から３回にわたりその
概要を報告致します。初回は在職者
死亡について報告します。

平成18年の
在職者死亡状況
（社）神奈川労務安全衛生協会に

登録されている事業場のうち、従業
員数50人以上の2,152事業場に対して
自記式アンケートを送付し、921事業
場（42.8％）から有効回答を頂きまし
た。回答事業場の中には調査回答時
に50人未満になっていた事業場も含
まれています。

このうち性別・年齢階級別人員構
成の明らかな885事業場（男性197,520
人、女性46,738人、計244,258人）の
平成18年の在職死亡者（男性195人、
女性20人、計215人）について、「事
業場規模別・業種別死亡率」「死因別
年齢調整死亡率」「標準化死亡比（Ｓ

ＭＲ）」について計算し、過去２回（平
成16年、14年）との比較でお示しし
ました。

結果
＜表１＞は、男性について事業場

の規模別・業種別に死亡数・粗死亡
率・年齢調整死亡率を示しています。
事業場規模別では、前回の調査と同
様に100人未満、特に50人未満の事
業場で粗死亡率が高く、事業場規模
が大きくなるに従って粗死亡率が低
下する傾向が見られました。年齢調
整死亡率についてもほぼ同様の傾向
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健康指標に係わる調査研究報告（１）
-在職者死亡に関する調査-

（社）神奈川労務安全衛生協会 保健対策委員会 委員  （日産自動車 テクニカルセンター 産業医） 三廻部 肇

粗死亡率＝死亡数／従業員数×100000
年齢調整死亡率＝（観察集団の各年齢階級の死亡率×基準人口のその年齢階級の人口）の各年齢階級の総和／基準人口の総人口
年齢構成や死因別死亡率の偏りを基準人口をもとに調査したもの
※年齢調整死亡率の基準人口は昭和60年のモデル人口とし20～59歳で計算

規模業種 事業所数 従業員数 死亡数 粗死亡率 年齢調整死亡率※

平成18年 平成16年 平成14年

規模別

50人未満 51 1287 3 233.1 134.7 217.1 266.6 
100人未満 284 16072 27 168.0 132.4 118.8 140.7 
300人未満 360 48129 46 95.6 64.8 76.4 99.9 
500人未満 93 17911 24 134.0 103.9 87.2 78.3 
1000人未満 60 35440 33 93.1 71.6 88.1 65.5 
1000人以上 45 70001 62 88.6 82.5 76.4 75.3 

業種別

食　品 67 8081 7 86.6 59.9 53.4 108.5 
繊　維 2 165 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
化学・石油 70 11788 17 144.2 110.2 109.8 113.0 
ゴム・窯業 26 7086 4 56.4 34.9 145.2 129.2 
鉄　鋼 13 1412 2 141.6 202.0 61.4 33.3 
他の金属 39 6902 5 72.4 71.0 117.7 82.9 
一般機械 49 8871 5 56.4 57.0 79.2 135.2 
電　機 80 23615 24 101.6 83.9 85.3 75.0 
自動車 60 36733 32 87.1 83.3 87.5 77.3 
精密機械 31 6702 0 0.0 0.0 53.9 88.3 
造船・運送機械 14 5636 2 35.5 12.0 85.3 119.5 
他の製造業 114 20924 23 109.9 84.5 83.5 63.6 
建　設 25 3117 4 128.3 84.8 58.8 45.8 
運輸・通信 74 16688 28 167.8 138.6 75.8 69.2 
電気・ガス・水道 13 1184 1 84.5 63.0 113.1 79.5 
商　業 12 1645 1 60.8 0.0 104.7 215.8 
サービス業 80 8368 14 167.3 83.1 73.3 65.1 
その他 116 28603 26 90.9 80.2 73.2 54.0 
合　計 885 197520 195 98.7 79.4 84.0 84.7 

■＜表１＞規模別業種別死亡率（男性のみ）
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死因 男性 女性
平成18年 平成16年 平成14年 平成18年 平成16年 平成14年

肺ガン 8.7 4.9 6.9 0.0 1.4 10.2 
胃ガン 2.7 7.6 4.2 4.2 0.0 5.2 
大腸ガン 2.7 5.3 3.2 0.0 0.0 5.3 
肝臓ガン 2.3 5.0 5.2 2.1 0.0 0.0 
その他の悪性腫瘍 18.3 14.6 13.7 27.3 10.3 9.8 
心疾患 12.2 12.4 16.8 2.1 3.4 8.0 
脳疾患 7.4 9.0 10.5 2.1 3.4 4.5 
肺疾患 2.8 0.7 1.8 0.0 0.0 0.0 
肝疾患 4.1 2.3 1.7 0.0 2.1 0.0 
腎疾患 0.0 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 
自　殺 7.1 8.6 5.6 0.0 3.9 3.6 
不慮の事故 5.9 6.2 7.8 9.0 1.6 0.0 
その他・不明 5.2 6.0 6.9 4.3 2.9 5.2 
全悪性腫瘍（再掲） 34.7 37.5 33.2 33.6 11.7 30.5 

死因 ＳＭＲ（男性のみ）※

平成18年 平成16年 平成14年
肺ガン 77.2 52.6 60.5 
胃ガン 27.8 73.9 36.7 
大腸ガン 35.4 65.2 38.0 
肝臓ガン 30.1 54.4 50.9 
心疾患 44.1 51.2 58.1 
脳血管障害 43.6 58.5 57.8 
自　殺 19.3 20.2 14.2 
不慮の事故 32.0 27.3 33.6 
合　計 44.6 41.7 38.0 
全悪性腫瘍（再掲） 58.0 63.1 48.2 

※全国集計を基準となる人口集団とし、
同年の性別年齢階級別人口・死因別性
別年齢階級別死亡率（国民衛生の動向
による）を基に計算

でした。業種別では、「鉄鋼」「運輸・
通信」「化学・石油」で他の業種に比
べて高い年齢調整死亡率を示しまし
た。中でも「鉄鋼」「運輸・通信」は
平成１４年から連続して上昇傾向を示
しました。このうち｢鉄鋼｣の著明な
死亡率上昇は、昨年に比べ回答を得
た母数が大幅に減少した影響もある
ものと思われました。前回まで低い
死亡率で推移していた「建設」も上
昇傾向にありました。一方で「商業」

「造船・運送機械」「一般機械」「精密
機械」は低い死亡率を示し、平成14
年から連続して低下の傾向を示しまし
た。また、前回高い死亡率を示した「ゴ
ム・窯業」は今回低い値を示しました。

＜表２＞は、死因別年齢調整死亡
率を示しています。男性の死因上位
３位は「悪性腫瘍」「心疾患」「肺ガン」
の順で、前回第３位「脳疾患」、同第

４位の「自殺」がこれに続いていまし
た。悪性腫瘍の中では「胃ガン」「大
腸ガン」「肝臓ガン」が前回より低い
死亡率となりました。「肝臓ガン」の
死亡率は前回までほとんど変わらな
い一定の死亡率を示していましたが、
今回大幅に低下していました。女性
の死因では、前回低水準だった「悪
性腫瘍」が今回大幅に増加し、前々
回の水準に戻りました。

＜表３＞は、男性について標準化
死亡比（ＳＭＲ）を同年の全国調査
を基準となる人口集団として示してい
ます。いずれも100を下回り基準人口
に比べて低い値を示しましたが、特
に自殺はこれまでと同様低い値を示
しました。｢胃ガン｣は今回低い値とな
っていました。他の死因はいずれも
30から50の間でしたが、「肺ガン」は
著明な高値を示しました。

考察
今回の調査でも小規模事業場で在

職死亡率が高い傾向が認められまし
たが、小規模事業場では健康診断の
実施や事後措置が必ずしも十分に実
施出来ていないことが要因の一つと
考えられました。地域産業保健センタ
ーや産業保健推進センターを有効に
活用し、事業場の産業保健活動が更
に充実されることが期待されます。

この調査は、回答者が必ずしも医
療職でないことから、死因分類につ
いて「診断書病名」の混入や「病因
不明」の割合が多い可能性は否定で
きませんが、在職者死亡に関する大
規模調査は全国的にも少なく、今後
とも継続して調査して行きたいと考え
ております。最後に、アンケートにご
協力頂いた事業場の皆様に心より感
謝申し上げます。　

■＜表２＞死因別年齢調整死亡率

■＜表３＞標準化死亡比（ＳＭＲ）
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平成19年度第2回
神奈川県健康管理機関協議会

はじめに
神奈川県健康管理機関協議会は、

昭和56年の発足当時から企業の健康
管理を側面から支援するために、より
質の高いサービスを提供すると共に、
労働衛生行政へも積極的に協力してい
くことを活動の目的としてきました。

平成19年度の会員機関は16機関で年
間２回の開催を継続的に重ねています。

第2回協議会
平成19年度第2回協議会は、平成20

年3月26日（水）に神奈川県予防医学
協会で、神奈川労働局の花形修身労働
衛生課長の臨席のもと、11機関17名が
参加して開催されました。

協議会は、代表幹事である神奈川県
予防医学協会の井澤方宏常務理事によ
る開会挨拶の後、神奈川労働局花形修
身労働衛生課長より｢神奈川労働局か
らの連絡事項｣として
（1）定期健康診断の項目改正
（2）長時間労働者への医師による
　　面接制度
についての説明されました。
また、各機関からの情報交換では、

特定健診・特定保健指導の準備状況、
保健師等専門職不足などの協議が行な
われました。

講演
財団法人社会保険健康事業財団神

奈川県支部（以下事業財団）の佐藤勇
支部長より「政府管掌健保の特定健診・
特定保健指導事業について」と題して
講演をお願いしました。

政府管掌健康保険は、県内に約6万
の事業所、66万人の被保険者、51万人
の被扶養者、合せて117万人の適用者
がいます。事業財団では、平成2年か
ら社会保険庁の委託を受け、さまざま
な業種の小規模事業所に対して、保健
事業を実施してきました。

政管健保における特定健康
診査等の実施案について

事業財団では、政府管掌保険事業
の一環として、健康増進と健康管理意
識を高めていただくために生活習慣病
予防健診と、特定保健指導・健診後の
健康相談を実施してきました。

平成20年４月からは、国の方針によ
りメタボリックシンドロームに着目した
特定健康診査（以下特定健診）と特定
保健指導の実施がすべての医療保険
者に義務づけられました。そのため被
保険者だけでなく被扶養者も受診する
こととなりました。しかしこの特定健
診は、被保険者と被扶養者の取り扱い
や実施方法が大きく異なっているため、
実施へ向けての十分な理解が必要とな
ります。

政管健保による特定健診対象者は、
40歳から74歳の被保険者の方となりま

す。但し生活習慣改善を希望する35歳
から39歳の被保険者の方も対象者とし
て特定健診を実施する場合があります。

１、特定健康診査
メタボリックシンドロームは、内臓脂

肪の過剰な蓄積による肥満、に加えて、
高血圧や高血糖、脂質代謝異常等のリ
スクが重複して引き起こされる病態の
ことをいいます。そして診断基準として
は腹囲の計測が重視されます。そこで
特定健診について、対象者、費用、実
施方法の概要を、被保険者と被扶養者
に分けて説明されました。

(1)被保険者
事業財団では、被保険者の実施方

法は、現行と同様に事業所を通じた申
込とし、健診機関との直接契約による
実施となります。

健診項目については、従来の一般健
診の項目に加え、以下の４項目（腹囲、
LDLコレステロール、眼底検査、空腹
時血糖又はヘモグロビンA１ｃ）が追加

（必須と選択）されました。付加健診
である肝炎検査、乳・子宮がん検診に
ついては、一般健診と併せて実施する
ことができます。費用負担等について
は、健診単価の上限を昨年と同程度と
考えています。

（2）被扶養者
事業財団では、被扶養者の実施は、

6月以降に事業所を通じて受診勧奨、
受診申込及び受診券の送付を行う予定
です。健診機関との契約については、
他の保険者とともに代表保険者（当県：
健保連神奈川連合会）に契約を委託し、
健診等の「取りまとめ機関」と契約す
る集団契約方式とします。

したがって現行の被扶養配偶者健
診は廃止され、被扶養者の特定健診に
よる実施となります。健診費用及び費
用負担については、負担を統一するた
め、定額（基本的健診5400円、詳細な

神奈川労働局 花形修身労働衛生課長 （財）社会保険健康事業財団
神奈川県支部 佐藤勇支部長
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健診3400円）を保険者で負担し、健
診実施者から実施機関が一部負担金
を徴収することとなります。

２、特定保健指導
健診の結果メタボリックシンドロー

ム、もしくはその予備群であると診断
された人は、保健指導の対象となりま
す。事業財団で実施している特定保健
指導の流れについて説明されました。

（1）被保険者
まず健診結果データは、概ね2週

間で受診者の手元に渡るように準備
されます。その後2～3ヶ月後に事業
所の方に保健指導のご案内を出しま
す。しかし普通のご案内では反応が
悪く、通告の形にする場合もあります。

今回の特定健診、保健指導は、生
活習慣病の温床となるメタボリックシ
ンドロームの予防・改善に重点を置い
た健康診査となっており、特定保健指
導の対象となった被保険者には、事業
所に保健師を派遣し事業所内で実施し
ます。

実施方法については、特定健診の実
施結果に基づき保健指導の階層化（情
報提供・動機づけ支援・積極的支援）
に基づく保健指導となります。

保健指導の内容は、メタボリックシ
ンドロームのリスクの低い人には「情報
提供」を行います。しかしメタボリック
シンドロームのリスク数に応じて２つの
タイプの特定保健指導があります。

その2つのタイプは、リスクが出始め
た要注意段階の人に「動機づけ支援」
が行われます。「動機づけ支援」は、
生活習慣を振り返り、ライフスタイルに
あった目標を設定し、実行に移せるよ
うなきっかけ作りをお手伝いし、６ヵ月
後に生活習慣改善状況を伺います。

さらにリスクが複数重なりだす危険
段階の人には「積極的支援」が行われ
ます。「積極的支援」は、生活習慣を
振り返り、ライフスタイルにあった目標
を設定し、実行を続けられるように、
保健師が定期的に継続サポートし、6
ヵ月後に生活習慣改善状況を伺います。

（2）被扶養者
被扶養者に対する特定保健指導は

特定健診結果による階層化に基づき保
健指導を行います。

被扶養者に対する特定保健指導は、
民間事業者への委託としていますが、
状況次第では、市町村に委託協力の可
能性もあります。

実施方法等については、特定健診の
結果、特定保健指導が必要な被扶養
者に対して、健診結果に記録された住
所地に直接「利用券」を送付します。

保健指導機関との契約については、
他の保険者とともに代表保険者に契約
を委託し、指導等の「取りまとめ機関」
と契約する集団契約方式とします。（代
行機関との契約については別途契約）

支援経過については定期的に電子媒
体による報告を代行機関から経由し受

けます。費用負担等については、保険
者は一定額を負担し、指導対象者から
は、実施機関が一部負担金を徴収しま
す。指導費用についても代行機関を通
じて支払うこととなります。

社会保険庁の廃止にとも
なう変更について

社会保険庁が廃止され、非公務員
型の二つの新しい法人組織に分れます。
新しい組織は、公的年金の運営業務を
担う「日本年金機構」（平成22年１月）と、
健康保険事業を担う「全国健康保険協
会」（平成20年10月）になります。

したがって「政管健保」は「協会け
んぽ」に変わります。これに伴い健診
の申込先等が、社会保険健康事業財団
から全国健康保険協会に変更されます。

これにより、職員が公務員ではなく
民間に変わります。またサービスの向
上が徹底され、親切でわかりやすいお
知らせや電話相談やインターネットでの
情報提供などが行われます。さらに仕
事の仕方が変わり、事業処理の集約化、
外部委託化など事業の効率的な実施を
徹底することになります。

名　称 〒 住　所 電　話 ＦＡＸ 一般 有 じん 鉛 電 特 他 巡 施
（財）神奈川県予防医学協会 231-0021 横浜市中区日本大通58 045-641-8501 045-641-6140 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（財）神奈川県労働衛生福祉協会 240-0003 横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9 045-335-6900 045-335-7179 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（財）ヘルス・サイエンス・センター 228-0803 相模原市相模大野3-13-15 042-740-6203 042-740-6246 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（財）京浜保健衛生協会 213-0034 川崎市高津区上作延811-1 044-330-4567 044-330-4560 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（財）結核予防会　神奈川県支部 231-0004 横浜市中区元浜町4-32県民馬車道ビル 045-201-8228 045-201-8205 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（財）全日本労働福祉協会 142-0064 東京都品川区旗の台6-16-11 03-3783-9411 03-3783-6598 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（財）日本予防医学協会 東日本統括センター 135-0001 東京都江東区毛利1-19-10江間中ビル 03-3635-1153 03-3635-1027 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（財）労働衛生協会 168-0072 東京都杉並区高井戸東2-3-14 03-3331-2251 03-3331-0027 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

独立行政法人 労働者健康福祉機構
関東労災病院 健康管理センター 211-8510 川崎市中原区木月住吉町1－1 044-434-6333 044-434-6338 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇

（財）労働科学研究所 216-8501 川崎市宮前区菅生2-8-14 044-977-2121 044-977-7504 × × × × × × × × ×
（医）社団 日健会 日健クリニック 136-0071 東京都江東区亀戸6-56-15 03-3684-3971 03-3684-3979 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（医）社団 相和会 産業健診センター 229-0036 相模原市富士見4-9-5 042-756-2666 042-759-2184 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
（社）衛生文化協会 城西病院 167-0043 東京都杉並区上荻2-42-11 03-3390-1402 03-3390-2177 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

独立行政法人 労働者健康福祉機構
横浜労災病院 海外勤務健康管理センター 222-0036 横浜市港北区小机町3211 045-474-6001 045-474-6099 〇 × × × × × × × 〇

（財）逗葉地域医療センター 249-0003 逗子市池子字桟敷戸1892-6 046-873-7752 046-872-5257 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
神奈川県厚生農業協同組合連合会 243-0022 厚木市酒井3132 046-229-7115 046-229-7116 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

神奈川県健康管理機関協議会名簿

（注）〇印：出来る　×印：出来ない
（注）一般：安衛則　有：有機則　じん：じん肺法　鉛：鉛則　電：電離則　特：特化則　他：その他　巡：巡回健診　施：健診施設　それぞれの略である。

《事務局》
神奈川県予防医学協会
〒231-0021横浜市中区日本大通58

（日本大通ビル）
電話：045－641－8595
FAX：045－641－2863
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国際的に有名な観光地、箱根町
で開業し20年がたちました。亡き父
が、箱根の強羅という所で医院を開
業しながら、箱根小涌園という大き
な宿泊施設の専属産業医もかねてい
ました。その関係で、開業当時よりま
ったく経験もなく産業医をしておりま
した。産業医の資格は約10年前に取
得しましたが、今までは名ばかりの産
業医で、安全衛生委員会もたまに出
席する程度で、後で報告を聞くのみで
した。また職場巡視もろくにしない、
いいかげんな産業医でした。

4年前より、神奈川県産業医部会
の幹事と小田原医師会の環境・産業
医委員会の担当理事に任命されまし
た。その仕事を行うことによって、ま
た産業医の諸先輩方のおかげで産業
医の重要性を再認識しました。現在
ではまじめに産業医活動を行っており
ます。

私の行っている産業医活動は、大
きく分けて三つあります。一つめは
箱根町の2ヶ所の宿泊施設の産業医、
二つめは小田原医師会産業医部会の
仕事、三つめは地域産業保健センタ
ーの相談窓口です。

私の診療所は、箱根小
涌園の一角にある会員制
リゾートホテルの別館の3
階にあり、地階にプール、
1階はスポーツジム、2階
はスパ（温泉施設）にな
っています。以前は専属産業医でし
たが、現在は従業員が減少したため
嘱託産業医となり、一般の患者さん
の診療が主体となっています。

昨年の9月より、私の医院から車で
数分のところに開業した外資系ホテ
ルの産業医をすることになりました。
このホテルは開業してまだ1年未満で
すが、従業員が60名ほどになったの
で推薦依頼があり、私の娘が当時仕
事でお世話になっていた関係で引き
受けることになりました。就任時には
まだ安全衛生委員会もありませんで、
ゼロからのスタートとなりました。毎
月第2木曜日の午後１時に訪問し、安
全衛生委員会に出席しその後職場巡
視を行うか、健康診断の有所見者や
過重労働時間の従業員に対する面接
指導を行っています。6ヶ月ほど産業
医を行って感じましたのは、大きな事
業所では専門の衛生管理師や保健

師、看護師等がおり従業員の健康状
態や職場環境を把握してくれています
が、従業員が比較的に少ない事業所
では、安全管理や衛生管理を自分の
本来の仕事と併用させるのは困難だ
ということです。このホテルでも衛生
管理の資格を持っている従業員が1名
おりますが、経理の仕事が忙しくた
だでさえ過重労働気味でとても他の
従業員の健康状態を把握したり、他
の職場を巡視することは無理のようで
す。また、観光地ということで観光
シーズンは大変忙しく過重労働とな
ってしまう従業員がかなり増えてしま
い、安全衛生委員会の出席者も減り
苦労しています。やはり事業所の状
況をよく把握している選任またはそれ
に近い勤務体制の取れる衛生管理者
等が、産業医との円滑な連携体制を
とることが必要であると感じておりま
す。スタッフが充実するまでは従業員

私の産業医活動
郷医院箱根小涌園診療所 院長　郷 辰彦

私が勤務する診療所外観

以前より産業医をしている箱根ホテル小涌園 2007年9月より産業医を行っている外資系ホテル
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の人数が少ないのを利点とし、従業
員の顔を覚え職場巡視時になるべく
声掛けをして行こうと努力しています。

産業医部会の仕事は、この地区の
産業医の充実と産業医研修会の開
催、企業への産業医の斡旋です。小
田原医師会産業医部会は現在会員数
94名です。ここ数年間で増員がなく
産業医の老齢化が問題になっていま
す。若い先生方に産業医の資格を取
ってもらうようにお願いしていますが、
産業医は資格を取るのも大変ですし、
5年間ごとの申請もあり敬遠される方
もかなりいます。このままでは産業医
が足りなくなってしまうので、何か対
策を考えなくてはと感じております。

この地区では診療終了後に横浜な
どの産業医研修会に出席するのは時
間的に難しいため、年に5単位、5年
間に20単位以上取れるように研修会
を企画し、県産業保健推進センター
のお力を借り開催しています。毎回
60名程度の出席者です。

一番苦労するのは産業医の推薦依
頼です。労働基準監督署の指導を
受けた事業所から医師会や地域産業
保健センターを通じて依頼がきます
が、産業医の報酬について説明しま
すとその後は全く連絡が来なくなる事
業所も多々あります。次いで事業所
を訪問し、事業内容や有害業務の有
無、安全衛生委員会の設置や活動状
況、健康診断の内容や従業員との面
談場所を確認し問題がなければ、小
田原医師会産業医部会の会員に産業
医募集をFAXで行います。応募のあ

った方で事業所
に関係のある方
や、お近くの方
に優先的にお願
いしております。
この間に何度も
TELやFAXで
報酬や都合の良
い日時、曜日な
どを相談します。
これで決まりま
したら産業医の
先生と事業所を
再度訪問し、医
師会と産業医、事業所で契約書を交
わします。年間で約6～7事業所と契
約しますが、報酬の交渉にはかなり
苦労させられます。

県西地域産業保健センターは、山
本コーディネーターのおかげで大変に
優秀な保健センターとして機能してい
ます。内容も非常に充実しており、相
談窓口や訪問保健指導も年々増加し
ています。当センターでは、昨年より
新たに相談窓口が増設され、私も相
談医として参加することになりました。
年に７～8回、小田原医師会衛生会
館の相談窓口に出動しています。健
康診断有所見者の事後処置や、保健
指導が主な内容ですが、最近は過重
労働やメンタルヘルスに関する相談が
増えてきています。以前は相談者個
人が直接相談窓口に来ることはほと
んどありませんでしたが、コ―ディネ
ーターのご努力で、電話相談のあっ
た方を相談窓口に結び付けており個
人の相談者も増えています。県産業
保健推進センターで作成された過重
労働者の問診表や疲労蓄積度チェッ
クリスト等を利用し、また時間をかけ
て相談者の話しをよく聞くようにして
います。しかし実際にはかなり難しい
相談も増え、労働者の立場や個人情
報保護法の問題もありかなり苦労して
おり、事業者と労働者の間で試行錯
誤するのみです。またメンタルヘルス
に関しても当地では専門医が不足して
おり紹介時に困っている状態です。

近年の著しい社会経済情勢の変化
により、労働者を取り巻く環境も大き
く変化しており、過重労働による健
康障害やストレス増加によるメンタル
ヘルスの問題は今後も増加の傾向に
あります。またここ数年間は1年間に3
万人を越える方が自殺で亡くなってお
り、とくに働き盛り層の労働者の自殺
が大きな社会問題となっています。平
成18年の改正労働安全衛生法の施行
により、過重労働・メンタルヘルス対
策の強化が行われ、産業医の役割は
ますます重要となっております。しか
し私たち末端の産業医に出来ること
には限度があり、これらの対策のた
めには、労働者はもとより事業者が
労働衛生活動に積極的に取り組むこ
とが必要で、事業者は労働者の心身
の健康状態に配慮し、職場環境の改
善や労働時間の管理等を積極的に施
行することと、衛生管理者等と産業
医の連携協力が最も必要であると考
えております。私ども産業医も、過重
労働・メンタルヘルス対策に対して知
識を身につけ、名ばかりの産業医で
はなく、事業所の産業医活動に積極
的に取り組むことが重要であると感じ
ております。今後も微力ながらこれら
の産業医活動を続け、心身の病気の
予防になるような労働環境の快適化
と、その維持管理に努力しようと思っ
ております。

県
西
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
相
談
窓
口

県西地域産業保健センター山本コーディネーター（左）と私
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ＤＮＰアイ・エム・エス 小田原
衛生管理者（環境安全Ｇ） 虻川 直成

事業所概要 ＜写真１＞

株式会社ＤＮＰアイ・エム・エス小
田原は、小田原市北部の小田急線富
水駅近くにあり、箱根の山々を背景
に、南に相模湾を望む事ができる自
然環境に大変恵まれた場所にありま
す。

当社は2006年10月に、コニカミノ
ルタ㈱から大日本印刷㈱に事業譲渡
され、生活産業部門の情報記録材事
業部が直轄するグループ会社として、
㈱ＤＮＰアイ・エム・エス小田原と社
名を変更し再出発した、ＤＮＰグルー
プの中でも新しい会社です。

生産品目は、主に写真用カラー印
画紙などで、従業員は約330名です。

安全衛生管理体制 ＜図１＞

安全衛生管理体制は、代表取締
役社長を総括安全衛生管理者に選任
し当社安全衛生委員会の委員長とし

て以下労安法に基づき労使半数ずつ
安全衛生委員会のメンバーを任命し
ております。法定管理者としては、安
全管理者、産業医、衛生管理者を選
任し日々の安全・衛生の向上を図って
います。

当社では、構内の関係会社との安
全衛生活動を推進するために、安全
衛生委員会に参加して頂き、会社の安
全衛生方針や活動、災害事例やヒヤリ・
ハットの情報を共有化して安全衛生の
維持向上活動を推進しています。

また、派遣社員も正社員と同様に
安全衛生活動に参加してもらい、従
業員全員でＫＹＴ活動、ヒヤリ・ハッ
ト事例等で職場のリスクを共有化し、

■＜図1＞安全衛生管理組織

総括安全衛生管理者
（代表取締役 社長） 産業医

看護師

安全衛生委員会
委員長：総括安全衛生管理者

安全衛生スタッフ
総務課

（総務G・環境安全G）
・安全管理者
・衛生管理者
・衛生工学衛生管理者
・防火管理者
・産業医
・看護師
・事務局

構内　常駐会社
安全衛生連絡会

職場安全衛生責任者

職場　安全衛生会議

設備安全衛生委員会

化学物質管理委員会

健康作り推進委員会

交通指導委員会

防災委員会

　当社は、従業員の安全と健康確保は顧客及び社会に信頼を得るとともに、会
社存立の原点であり最優先課題であると認識し、事業活動のあらゆる面にお
いて安全・衛生をまず第一に配慮し、事業活動の実施においては災害・健康
障害は起こさせないという決意に立って、以下の安全衛生方針の基にゼロ災
害を目指して行動する。

１）労働安全衛生水準の向上
当社は、企業活動の全ての領域で労働安全衛生に関する科学的な検討を加
え危険有害性を事前評価することにより、労働安全衛生の水準向上を図る。

２）働きやすい職場づくりの推進
当社は、身体と心の健康管理と職場環境の改善により、健康的で働きやす
い職場づくりを進める。

３）化学物質安全管理の徹底
当社は、化学物質が持つ効用と健康・安全・環境への影響を正しく評価し、
化学物質の適正な管理を徹底することにより、災害発生と健康被害の予防
を図る。

４）法令およびその他要求事項の順守
当社は、それぞれの地域における労働安全衛生関係諸法令とともに必要な
自主基準を設け順守します。また、社員との合意や、国際社会における合
意に対しても公正に対応する。

5）良好なコミュニケーション
当社は、労働安全衛生活動の基本は信頼関係の醸成にあることを認識し、
社員相互間の良好なコミュニケーションの形成を図る。

６）労働安全衛生教育・訓練
当社は、社員に安全衛生方針と労働安全衛生目標を周知させるとともに、
安全衛生確保に必要な教育と訓練を実施する。

７）労働安全衛生活動の改善
当社は、労働安全衛生活動の展開に当たって適切な経営資源を投入し、継
続的・効果的な改善を図る。

■＜図2＞安全衛生方針

＜写真1＞事業所外観
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労働災害未然防止活動を展開してい
ます。

安全衛生委員会による
安全衛生活動の活性化

当社の安全衛生活動は、社長の
安全衛生方針＜図２＞を受け、前年
の結果解析や中央安全衛生委員会の
方針を基に、年度の活動を労働安全
衛生マネジメント実施計画書に落とし
込み、計画書に従って、災害防止活動・
教育訓練・巡視による改善指導等の
安全衛生活動を実施しております。

安全衛生委員会は、毎月定期的に
開催しており、審議の内容は、災害
発生状況及び改善報告、傷病休業統
計報告、産業医による講話等を行っ
ています。加えて産業医巡視報告と
是正結果報告、過重労働による健康
障害防止として該当人数フォローと面
談件数の報告、また各職場で取組ん
でいる健康づくり活動報告、喫煙所
の環境測定、ヒヤリ・ハットの報告、
定期健康診断結果や年２回の特殊健
康診断の報告等も議題として取り上
げています。その他にも、時期によ
り熱中症やインフルエンザ、ノロウィ
ルス対策等タイムリーな衛生情報の提
供を行い、必要に応じて手作りでポ
スターを作成し、全職場に配布をし
ています。また業者協力により保護
具のフィットテスト教育等も毎年定期
的に実施しています。

安全衛生委員会の議事内容は、関
連職場毎に設定した情報伝達ブロッ
クによって確実に全従業員に伝達さ
れるシステムになっています。

衛生管理者の主な活動内容として
週１回実施している巡視があり＜写真
２＞、指摘事項の是正結果を受け、
安全衛生委員会で報告を行い情報を
共有化しています。その他にも、健

康診断結果の事後措置、有害物質取
り扱い職場における作業環境測定や
保護具の管理、使用のチェック等を
実施しています。

　
下部組織委員会活動

安全衛生委員会には、設備安全衛
生・健康作り推進・化学物質管理・
交通安全・防災の5つの委員会が設定
されており、それぞれ専門分野の活
動を展開しており、安全衛生活動や委
員会の運営をサポートしております。

設備安全衛生委員会は、年度初め
に提出される「設備導入項目に対す
る活動内容提案書」を委員会メンバ
ーで危険･有害物、法対応等で評価
し、重要度別に４段階にランク分けし
て、仕様書から検収時のどの時点で
審査するかを決めています。チェック
項目は ①設備本体の安全装置の仕
様、巻き込まれ挟まれ防止策等のハ
ード面を審査 ②作業標準書、OＰ教
育（運転・点検）等のソフト面の審査 
③表示類の整備 ④関係法令との照
合 ⑤環境配慮 ⑥衛生関係 ⑦防災
等のあらゆる角度から審査し問題が
無い事を確認し稼動させるシステムに
なっています。

その他、健康作り推進委員会では
主に健康診断後の有所見者率の把握
や看護師による健康指導状況＜写真
３＞を、化学物質管理委員会では、
新規素材のＭＳＤＳ評価、防災委員
会では消火設備点検・総合避難訓練・
防災隊教育訓練等を、交通指導委員
会では飲酒運転撲滅、シートベルト
の着用等の従業員の交通マナーの徹
底や通勤時のリスクマップを作成し
事故の未然防止に努めています。ま
た年1回、管理者教育を小田原警察
署協力のもと実施し、全従業員対象
にした交通安全教育は、県の安全防

災課・くらし安全指導委員に協力し
ていただき実施しています。

過重労働対策
当社では過重労働対策として、月

45時間を超える場合には産業医によ
る面談、保健指導といった措置を必
要により講じています。その結果は所
属上長にフィードバックし、労働時間
短縮や作業環境改善を行うよう提案・
指導しています。

メンタルヘルス対策
当社におけるメンタルヘルス対策は

ラインケアを中心に実施しており社内
教育は管理職を対象とした産業医に
よるメンタルヘルス教育を実施し、部
下の変化に対する気づきとその対処
法を中心に指導しています。

健康管理室ホームページでは、「ち
ょっと心にいい話」としてメンタルヘル
スケア方針を掲げ、ストレスについて
では、①管理者のストレスチェック②
一般作業員向けのストレスチェックの
診断結果により自身の心の状態をチェ
ック出来るシステムになっています。

健康づくり活動
健康づくり活動は、チャレンジウ

ォーキングと称して8000歩／1日を目
標に従業員全員が取り組んでいます。
その他各職場毎に１回／月以上ﾚｸ活
動を計画し実績を安全衛生委員会で
報告しています。

また、健康管理室ホームページで
「ちょっと体にいい話」として、食事
の知識・習慣、禁煙チャレンジ、お
酒の飲み方、ストレッチ運動、体力
測定、ＶＤＴ作業、風邪とインフル
エンザ等の健康づくりと衛生に関す
る情報を随時配信しています。

＜写真3＞看護師保健指導＜写真2＞衛生管理者巡視
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相模原・津久井地域産業保健センター

地域相談員を活用した
事業展開について

相模原・津久井地域産業保健センター長　中島　克

はじめに
地域産業保健センターに対する要

望は、従来職場における一般的な健
康相談に加えメンタルヘルス、過重
労働対策と多様化してきている。し
かも、事業場独自での解決は容易で
ない。その結果産保センターへ寄せ
る期待は大きくなっている。この期待
に応えるため地域相談員制度を創設
した。今回はその相談員の活動状況
および関係諸団体の連携について述
べる。

地域相談員活動
１）メンタルヘルス、
　　過重労働対策活動

多くが個人に帰する問題であるた
め個別訪問の場での対応は難しい。
また、1件あたり従来型問題に比べ時

間を要する。そこで、当センターでは、
相談員制度を導入し数多くの窓口を
開設して対応している。

現在、相談員は産業看護師、衛生
コンサルタント等4名である（推進セン
ター、市民からの各2名）。5月に保健
師１名の増員を予定している。

・メンタルヘルスの相談は、
相談員→協力医→精神科医のルート
で進められる。直ちに精神科医の相
談に結びつけずに、相談員レベルで
解決できるものは、その場で対応し
ている。＜図１参照＞

平成19年度の実績は
個別相談窓口　86回
相談者  　延べ171名

であった。
過重労働対策は、まず始めに、相

談員が、面談希望者が記入した産業

医面談チェック表と直近の健康診断
結果表をチェックし、医師による面談
の要否を判定する。ケースによっては、
直接当該者と面接し面談の要否を判
定することもある。

医師との面談の場は、新相談窓口
と定期に開設されている（毎月第一木
曜日）窓口を当てている。緊急を要
する場合は、臨時に窓口を開設し対
応している。＜図2参照＞

平成19年度の実績は
面談希望者　　　　　53名
うち医師による面談　　8名

となっている。

２）個別訪問における活動
従来個別訪問時の健康相談は、事

業場の指名者または従業員全員につ
いて実施することが多く、必ずしも直

■＜図1＞活動実例
　（メンタルヘルスケア支援事業）

■＜図2＞活動実例（過重労働対策）

相談員による
カウンセリング

問診表の記入

相談実施

事業主、担当者への説明

地域相談員

地域相談員

協力医による
カウンセリング

医師の面談不要

医師の
面談必要

精神科医の
面談必要

医師の面談不要

継続

日程調整

担当者等地域産業保健センター

継続 協力医

協力医

精神科医による
カウンセリング

精神科医部会
精神科医

過重労働面談チェック表
によるチェック、面談

面談必要相談者の
リストアップ

産業医面談チェック表

問診表
産業医面談チェック表
健康診断結果表
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接の面談を必要としないケースも多々
あった。

そこで、平成18年度より、医師の
個別訪問に先立ち、受診者全員の直
近の健康診断結果表を取り寄せ、相
談員が相談対象者を選んでいる。

その結果、対象者が絞られること
になり、個別相談の内容の精度があ
がると同時に、協力医の負荷の軽減
につながった。当然、相談者の判定
は、事業場に喜ばれている。

３）集団検診時の相談窓口開設
（財）相模原市中小企業勤労者福

祉サービスセンター、商工会等が行
う集団健診時に、相談員による窓口
を開設し健康相談を行っている。

平成19年度は、9回実施し19名の
相談者が窓口を利用した。事前の連
絡がなかったにもかかわらず予想以
上の利用者数であった。平成20年度
は、21回の開設を計画している。う
ち6回は協力医が対応する。

関係団体との連携強化
当センターは、残念ながら多様化

する問題に独自で対応できる資源（人
的、物的資源）を有していない。そ
こで、関係諸団体が有している資源

（人材、広報手段、施設、セミナー
開催のノウハウ等）を有効に活用さ
せて頂いている。当センターは講師

の派遣、関係資料の提供等で協力し
ている。

１）労務安全衛生協会
　　相模原支部

支部の中小事業場委員会のメンバ
ーとして、研修会の開催等に講師の
派遣等で協力している。上記研修会、
全国安全週間、労働衛生週間推進
大会等では当センターの広報の場を
設けて頂いている。上記安全・衛生
大会では、健康相談窓口の開設にも
協力頂いている。

２）相模原市保健所
平成18年度より、地域職域連携推

進事業の一環としてメンタルヘルスを
含む各種事業を展開している。

平成19年度は、「うつ病対策」の4
回シリーズなど10回のセミナー等を共
催した。セミナーの参加者は602名で
あった。またセミナー終了後の個別
相談会は、６回開設し相談者は24名
であった。

また、自殺予防運動の一環として
「いのちの電話」にも協力し、相談員
の２名が対応した。

３）その他の諸団体
労働災害防止団体、相模原市商工

会議所、各町商工会、法人会等関係
団体開催の各種行事に広報の場の提

供を受けている。また、当センター
の相談窓口の開設の提供の便宜も図
って頂いている。

休日・夜間の
窓口開設の推進

相談窓口は、緊急の場合を除いて、
夜間若しくは、休日に開設し、相談
者が仕事に気兼ねすることなく来ら
れるように努めている。

平成20年度は、メンタルヘルスの
常設相談窓口を年36回、新相談窓口
を13回、過重労働専用窓口を10回の
計59回の夜間・休日開設を計画して
いる。

まとめ
市内の小規模事業場の皆様がより

よいサービスを気軽に、偏りなく、勤
務地の近くで受けられることを念頭
に入れて発足したのが今回述べた相
談員の活用であった。

幸い活動は順調に推移している。
これも、市外、市内の行政を含む

諸団体の資源を有効に活用させて頂
いている結果である。

冒頭のよりよいサービスの提供が
可能となる充実したシステムを確立す
ることが、当センターに課せられた使
命である。

（文責 コーディネーター後藤昌弘）

こころの相談室（メンタルヘルス） ワーキンググループ会議（相模原市保健所と推進事業）



神奈川産業保健推進センター 相談員新体制のご案内

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

調所　 廣之 関東労災病院  院長 職業性難聴

林田 　　基 医療法人積愛会横浜舞岡病院  院長 アルコール中毒

輿 　貴美子 （独） 労働安全衛生総合研究所 フェロー研究員 産業医学

西原　 哲三 日産厚生会玉川病院  顧問 メンタルヘルス

沼野　 雄志 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

毛利　 哲夫 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

柳下　 澄江 OHC事務所  代表 メンタルヘルス

倉林 るみい （独） 労働安全衛生総合研究所 上席研究員 メンタルヘルス

山内 　　博 北里大学 医療衛生学部公衆衛生学 教授 産業医学

苅部 ひとみ 人間総合科学大学 人間科学部 教授 産業医学

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

菊池　 　昭 安全衛生のバトン研究会  代表 衛生管理者との連携

安部　 　健 ミドリ安全（株） 理事 衛生管理者との連携

吉田　 元久 吉田整形外科医院  院長 産業医学

吉田　 勝明 横浜相原病院  院長 メンタルヘルス

※相談員体制についての詳細は、ホームページに
　掲載しておりますのでご確認ください。

平成20年度

各分野の専門スタッフが健康管理・健康教育等の保健活動全般に関する相談に応じます。 相談は無料、秘密は
厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。 FAXまたはメールによるご相談は、24時間受付いたします。
但し、営業時間外にお受けしたご相談に対する回答は、次の営業日以降となります。

ご相談の受付は

神奈川産業保健推進センター
TEL.045-410-1160　FAX.045-410-1161

E-mail：sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

●特別相談員

●相談員
新任相談員

●地域担当相談員

平田　伸
所 属：横浜南労働基準監督署
役 職：元署長

産業医学 労働衛生
工学

メンタル
ヘルス

保健指導

労働衛生
関係法令

芦田 敏文
所 属：（財）神奈川県
　　　　予防医学協会
役 職：環境科学部 部長

富山 明子
所 属：（財）神奈川県予防医学協会
役 職：保健相談室
　　　 ヘルスコンサルタント

阿部 龍之
所 属：阿部労働安全衛生
　 　　コンサルタント事務所
役 職：所長

鶴岡 寛治
所 属：鶴岡労働安全衛生
　 　　コンサルタント事務所
役 職：所長

白須 吉男
所 属：白須労働衛生
　　　 コンサルタント事務所
役 職：所長

山本 晴義
所 属：横浜労災病院
役 職：勤労者メンタルヘルス
　　　センター長

江花 昭一
所 属：横浜労災病院
役 職：心療内科部長

三澤 眞理子
所 属：三澤労働衛生
　 　　コンサルタント事務所
役 職：所長

相談日氏名 及び 所属・役職名担当区分 相談日氏名 及び 所属・役職名担当区分

第2・4・5
木曜日

第1・3
木曜日

第1・3
水曜日

第4
水曜日

第2・4
火曜日

第1・3・5
火曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2
水曜日

毎金曜日

●労働者数５０人未満の小規模事
業場の事業者が産業医を共同
で選任し、労働者の健康管理な
どを促進するための助成金を支
給します。
●深夜業に従事する労働者が自
発的に受診し、健康診断に要し
た費用の一部を助成します。

業務のご案内

　神奈川産業保健推進センターでは、産業保健
相談員による窓口相談・実地相談以外に次の業
務も行っておりますので、是非ご利用ください。
　ご利用は無料で、ご利用いただける時間は土・
日・祝を除く毎日（９時～１７時３０分）です。

情 報
の
提 供

研修

産業保健に関する図書・ビデオ・教
材等の閲覧・貸出を行っています。
また、情報誌「かもめ」を発行して
います。

産業保健に関する専門的かつ実践
的な研修を実施しております。
また、当センター以外の団体等が行
う研修について、教材の貸出し、講
師の紹介などの支援を行います。

広 報
・
啓 発

職場における産業保健の重要性
を正しく理解していただくため、
広報・啓発を行います。

調 査
・
研 究

産業保健活動に役立つ調査研究
を実施し、その結果を産業保健
活動に反映させます。

助成金
の
支 給

厚木医師会に所属して、３０数年間地域医療をしてきました。厚木市、愛川町、
清川村の行政と協力して、“厚木方式”による、６癌検診や（１次、２次、２.５次、３
次）の救急ネットワーク体制の整備など様々なことをやってきました。とてもうまく機
能しています。
そのころから、内陸工業団地の中小の会社の産業医を約７０社受け持ってい

て、あらゆる健診、健康相談、工場訪問、労災事故、死亡事故などを経験してきま
した。たまたま、私が“流浪の民”となったため、いろいろの方から声をかけていた

だき、突然、２００７年９月より当推進センター長の石渡弘一先生にもお世話になることとなりました。まだ６
ヶ月のフレッシュマンです。よろしくお願いいたします。
厳しい社会情勢から、メンタルヘルスと過重労働がメインテーマになっていますが、私はいまだに、な

かなか徹底しない、“健康診断の事後処理の完結”に興味を持っています。特に５０歳からの総合的な
健康管理が、その後の人生を左右する重要な要素であると、データに明確にでています。関係者が本
気で実現しようと思えば可能な骨子は出来ました。少しずつ取り組んでいきたいと思っております。
会社関係のみなさん、相談がありましたら、産業医の先生に相談されるのは当然として、当推進セン

ターにも遠慮なくご連絡ください。ご協力できることがあると思いますので、よろしくお願いいたします。

平成19年7月から相談員として月１回、第三水曜日の午後、セン
ターに勤めさせていただいております。労働科学研究所で30年、
大学で14年労働衛生の研究をやってきました。研究所では主に
ガス屋として、大学に移ってからは環境科学を専門にしましたが、
研究のスタートは労働衛生学で、現在は労働衛生屋を自負して
おります。化学物質を対象に、作業環境測定・評価から作業環境

評価、人の曝露評価、作業環境の対策・改善の提言といった、いわゆる作業環境管
理を追求してきたことになります。現場で働く人と使用する化学物質との関わりはとく
に気懸りなことといえます。幸い、機会をいただけたので、自分が産業の場から、学ん
だことを生かせるよう、努力する積りでおります。

植原　哲 （うえはら さとし）

中明 賢二 （なかあき けんじ）

倉田 達明
所 属：倉田クリニック
役 職：理事長

三宅　仁
所 属：富士通（株）川崎病院
役 職：健康推進総括部 部長

森田 哲也
所 属：（株）リコー本社事業所
役 職：人事本部 総括産業医

谷田 久美子
所 属：ヘルスマネジメント
役 職：オフィス代表

渡辺　哲
所 属：東海大学
役 職：医学部基盤診療学系
         公衆衛生学 教授

千葉 宏一
所 属：日本ビクター（株）
役 職：大和健康管理室 
         産業医

中明 賢二
所 属：麻布大学
役 職：名誉教授

第2・4
木曜日

第1・3
水曜日

第1・3・5
火曜日

第1・3・5
木曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2・4
月曜日

第2・5
水曜日

第4
火曜日

第4
水曜日

高田 礼子
所 属：聖マリアンナ医科大学
役 職：予防医学教室 講師

植原　哲
所 属：医療法人 聖和会
         介護老人保健施設さくら
役 職：施設長

新津谷 真人
所 属：北里大学
役 職：医学部公衆衛生学教室
         講師

能勢 俊一
所 属：横浜銀行
役 職：健康管理センター
　　　 顧問

杉森 裕樹
所 属：大東文化大学
役 職：健康科学科
　　　 公衆衛生学 教授

第3
金曜日

（新任）

（新任）

��



神奈川産業保健推進センター 相談員新体制のご案内

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

調所　 廣之 関東労災病院  院長 職業性難聴

林田 　　基 医療法人積愛会横浜舞岡病院  院長 アルコール中毒

輿 　貴美子 （独） 労働安全衛生総合研究所 フェロー研究員 産業医学

西原　 哲三 日産厚生会玉川病院  顧問 メンタルヘルス

沼野　 雄志 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

毛利　 哲夫 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

柳下　 澄江 OHC事務所  代表 メンタルヘルス

倉林 るみい （独） 労働安全衛生総合研究所 上席研究員 メンタルヘルス

山内 　　博 北里大学 医療衛生学部公衆衛生学 教授 産業医学

苅部 ひとみ 人間総合科学大学 人間科学部 教授 産業医学

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

菊池　 　昭 安全衛生のバトン研究会  代表 衛生管理者との連携

安部　 　健 ミドリ安全（株） 理事 衛生管理者との連携

吉田　 元久 吉田整形外科医院  院長 産業医学

吉田　 勝明 横浜相原病院  院長 メンタルヘルス

※相談員体制についての詳細は、ホームページに
　掲載しておりますのでご確認ください。

平成20年度

各分野の専門スタッフが健康管理・健康教育等の保健活動全般に関する相談に応じます。 相談は無料、秘密は
厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。 FAXまたはメールによるご相談は、24時間受付いたします。
但し、営業時間外にお受けしたご相談に対する回答は、次の営業日以降となります。

ご相談の受付は

神奈川産業保健推進センター
TEL.045-410-1160　FAX.045-410-1161

E-mail：sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

●特別相談員

●相談員
新任相談員

●地域担当相談員

平田　伸
所 属：横浜南労働基準監督署
役 職：元署長

産業医学 労働衛生
工学

メンタル
ヘルス

保健指導

労働衛生
関係法令

芦田 敏文
所 属：（財）神奈川県
　　　　予防医学協会
役 職：環境科学部 部長

富山 明子
所 属：（財）神奈川県予防医学協会
役 職：保健相談室
　　　 ヘルスコンサルタント

阿部 龍之
所 属：阿部労働安全衛生
　 　　コンサルタント事務所
役 職：所長

鶴岡 寛治
所 属：鶴岡労働安全衛生
　 　　コンサルタント事務所
役 職：所長

白須 吉男
所 属：白須労働衛生
　　　 コンサルタント事務所
役 職：所長

山本 晴義
所 属：横浜労災病院
役 職：勤労者メンタルヘルス
　　　センター長

江花 昭一
所 属：横浜労災病院
役 職：心療内科部長

三澤 眞理子
所 属：三澤労働衛生
　 　　コンサルタント事務所
役 職：所長

相談日氏名 及び 所属・役職名担当区分 相談日氏名 及び 所属・役職名担当区分

第2・4・5
木曜日

第1・3
木曜日

第1・3
水曜日

第4
水曜日

第2・4
火曜日

第1・3・5
火曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2
水曜日

毎金曜日

●労働者数５０人未満の小規模事
業場の事業者が産業医を共同
で選任し、労働者の健康管理な
どを促進するための助成金を支
給します。
●深夜業に従事する労働者が自
発的に受診し、健康診断に要し
た費用の一部を助成します。

業務のご案内

　神奈川産業保健推進センターでは、産業保健
相談員による窓口相談・実地相談以外に次の業
務も行っておりますので、是非ご利用ください。
　ご利用は無料で、ご利用いただける時間は土・
日・祝を除く毎日（９時～１７時３０分）です。

情 報
の
提 供

研修

産業保健に関する図書・ビデオ・教
材等の閲覧・貸出を行っています。
また、情報誌「かもめ」を発行して
います。

産業保健に関する専門的かつ実践
的な研修を実施しております。
また、当センター以外の団体等が行
う研修について、教材の貸出し、講
師の紹介などの支援を行います。

広 報
・
啓 発

職場における産業保健の重要性
を正しく理解していただくため、
広報・啓発を行います。

調 査
・
研 究

産業保健活動に役立つ調査研究
を実施し、その結果を産業保健
活動に反映させます。

助成金
の
支 給

厚木医師会に所属して、３０数年間地域医療をしてきました。厚木市、愛川町、
清川村の行政と協力して、“厚木方式”による、６癌検診や（１次、２次、２.５次、３
次）の救急ネットワーク体制の整備など様々なことをやってきました。とてもうまく機
能しています。
そのころから、内陸工業団地の中小の会社の産業医を約７０社受け持ってい

て、あらゆる健診、健康相談、工場訪問、労災事故、死亡事故などを経験してきま
した。たまたま、私が“流浪の民”となったため、いろいろの方から声をかけていた

だき、突然、２００７年９月より当推進センター長の石渡弘一先生にもお世話になることとなりました。まだ６
ヶ月のフレッシュマンです。よろしくお願いいたします。
厳しい社会情勢から、メンタルヘルスと過重労働がメインテーマになっていますが、私はいまだに、な

かなか徹底しない、“健康診断の事後処理の完結”に興味を持っています。特に５０歳からの総合的な
健康管理が、その後の人生を左右する重要な要素であると、データに明確にでています。関係者が本
気で実現しようと思えば可能な骨子は出来ました。少しずつ取り組んでいきたいと思っております。
会社関係のみなさん、相談がありましたら、産業医の先生に相談されるのは当然として、当推進セン

ターにも遠慮なくご連絡ください。ご協力できることがあると思いますので、よろしくお願いいたします。

平成19年7月から相談員として月１回、第三水曜日の午後、セン
ターに勤めさせていただいております。労働科学研究所で30年、
大学で14年労働衛生の研究をやってきました。研究所では主に
ガス屋として、大学に移ってからは環境科学を専門にしましたが、
研究のスタートは労働衛生学で、現在は労働衛生屋を自負して
おります。化学物質を対象に、作業環境測定・評価から作業環境

評価、人の曝露評価、作業環境の対策・改善の提言といった、いわゆる作業環境管
理を追求してきたことになります。現場で働く人と使用する化学物質との関わりはとく
に気懸りなことといえます。幸い、機会をいただけたので、自分が産業の場から、学ん
だことを生かせるよう、努力する積りでおります。

植原　哲 （うえはら さとし）

中明 賢二 （なかあき けんじ）

倉田 達明
所 属：倉田クリニック
役 職：理事長

三宅　仁
所 属：富士通（株）川崎病院
役 職：健康推進総括部 部長

森田 哲也
所 属：（株）リコー本社事業所
役 職：人事本部 総括産業医

谷田 久美子
所 属：ヘルスマネジメント
役 職：オフィス代表

渡辺　哲
所 属：東海大学
役 職：医学部基盤診療学系
         公衆衛生学 教授

千葉 宏一
所 属：日本ビクター（株）
役 職：大和健康管理室 
         産業医

中明 賢二
所 属：麻布大学
役 職：名誉教授

第2・4
木曜日

第1・3
水曜日

第1・3・5
火曜日

第1・3・5
木曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2・4
月曜日

第2・5
水曜日

第4
火曜日

第4
水曜日

高田 礼子
所 属：聖マリアンナ医科大学
役 職：予防医学教室 講師

植原　哲
所 属：医療法人 聖和会
         介護老人保健施設さくら
役 職：施設長

新津谷 真人
所 属：北里大学
役 職：医学部公衆衛生学教室
         講師

能勢 俊一
所 属：横浜銀行
役 職：健康管理センター
　　　 顧問

杉森 裕樹
所 属：大東文化大学
役 職：健康科学科
　　　 公衆衛生学 教授

第3
金曜日

（新任）

（新任）
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神奈川産業保健「かもめ」平成20年6月 第40号／編集・発行：独立行政法人労働者健康福祉機構 神奈川産業保健推進センター

（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成20年度
第1回産業保健相談員会議

平成19年度
第2回運営協議会

■この度、メールマガジンを発行することとなりました。創刊号が4月
25日とずれ込んだために、第2号は6月1日に、その後、毎月１回の発
行を予定しております。メルマガでは、最近の産業保健の話題など
のほか、当センターの相談員の先生方にそれぞれの専門的な立場
からの「ひと言」を書いていただく予定です。「かもめ」ともどもご利
用ください。配信を希望される方は当センターに配信希望のメール
をお送りください。
■さて、この４月からは、規模50人未満の小規模事業場においても
医師の面接指導の実施が義務付けとなりましたが、過重労働・メン
タルヘルス対策の一層の推進が期待されます。厚生労働省では、
このため地域産業保健センターに面接指導の窓口開設の予算措

置を行っていますので、小規模事業場の皆様はご活用願います。
各地域センターの連絡先は、本号に掲載しております。
■また、この4月から生活習慣病対策としてメタボに着目した特定
健診及び特定保健指導が開始されましたが、読者の皆様ご自身
のお腹の脂肪はいかがですか。過保護（？）になってはいません
か。特定健診で問題点を繰り返し指摘されても、実際に生活習慣
を変容させなければ意味がありません。私は2年前から食事量の
調整と、週に3回ほど約40分間、自宅の周囲をウォーキングしてい
ます。その結果、体重が数キロ減少しました。周囲を見渡しても、
禁煙やダイエットなどに挑戦されている方を見かけますが、それぞ
れ気になっていることに挑戦してみてはいかがですか。

※参加費はすべて無料です。

第７回神奈川県地域・職域看護職研修会
●日　時　平成20年１月18日（金）14：00 ～16：30
●場　所　横浜にぎわい座　芸能ホール
●テーマ　「医療制度改革の概要」
　講　師　神奈川県保健福祉部医療課  室岡 公子 氏
●テーマ　「神奈川県国民健康保険団体連合会における
　　　　　 取組状況について」
　講　師　神奈川県国民健康保険団体連合会  杉澤 素子 氏
●テーマ　「運動指導におけるポイント」
　講　師　神奈川産業保健推進センター相談員  新津谷 眞人
●対象及び定員
　            神奈川県内の保健師、看護師等：280名

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成20年7月12日（土）14：00 ～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「リスクアセスメントと作業環境管理を考える」
　講　師　当センター特別相談員
　　　　　　(財)日本労働安全衛生コンサルタント会 会長  沼野 雄志

平成20年3月18日（火）　於：当センター会議室

平成20年5月20日（火）
於：当センター会議室

平成20年4月17日（木）　於：当センター会議室

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成20年7月19日（土）13：30 ～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「職場復帰支援」
　講　師　神奈川障害者職業センター所長　冨窪 敬輔 氏

地域産業保健センターをご利用ください
従業員50人未満で産業医の選任義務のない職場の事業主や従業員の皆様に対し、健康相談・保健指導のサービスを行います。

●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

業務内容

神奈川県内の地域産業保健センター

平塚地域産業保健センター（拡充）
〒254-0082 平塚市東豊田448-3 平塚市医師会内
TEL.0463-52-0355　 FAX.0463-52-0356
コーディネーター：大木  国男、 太田  信
〔関係医師会〕平塚市医師会・秦野伊勢原医師会・中郡医師会
〔該当監督署〕平塚労働基準監督署 TEL.0463-32-4600
 （担当区域）  平塚市・秦野市・伊勢原市・中郡

湘南地域産業保健センター（拡充）
〒251-0032 藤沢市片瀬339-1 藤沢市医師会館内
TEL.0466-27-6238　FAX.0466-27-6238
コーディネーター：堀 洪允、 伊藤 邦雄
〔関係医師会〕藤沢市医師会・鎌倉市医師会・茅ヶ崎医師会
〔該当監督署〕藤沢労働基準監督署 TEL.0466-23-6753
 （担当区域）  藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・高座郡

相模原・津久井地域産業保健センター（拡充）
〒228-0803  相模原市相模大野4-4-1 相模原南メディカルセンター内
TEL.042-749-2101　FAX.042-741-1877
コーディネーター：後藤 昌弘、 鍋田 錥子
〔関係医師会〕相模原市医師会・津久井郡医師会
〔該当監督署〕相模原労働基準監督署　TEL.042-752-2051
 （担当区域）  相模原市

三浦半島地域産業保健センター（拡充）
〒238-0015  横須賀市田戸台36-1 横須賀市医師会内
TEL.046-822-3053　FAX.046-823-4534
コーディネーター：川又 汎、 小林 一
〔関係医師会〕横須賀市医師会・逗葉医師会・三浦市医師会
〔該当監督署〕横須賀労働基準監督署　TEL.046-823-0858
 （担当区域）  横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡

鶴見地域産業保健センター
〒230-0051  横浜市鶴見区鶴見中央4-21-3 鶴見メディカルセンター内
TEL.045-521-2738　FAX.045-521-2738
コーディネーター：森永 孝一
〔関係医師会〕横浜市鶴見区医師会
〔該当監督署〕鶴見労働基準監督署　TEL.045-501-4968
 （担当区域）  鶴見区

川崎南地域産業保健センター
〒210-0012  川崎市川崎区宮前町8-3 （社）川崎市医師会館内
TEL. 044-200-0668　FAX. 044-200-0668
コーディネーター：窪田 修
〔関係医師会〕川崎市医師会
〔該当監督署〕川崎南労働基準監督署 TEL. 044-244-1271
 （担当区域）  川崎区・幸区

横浜北地域産業保健センター
〒221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川3F 神奈川区医師会内
TEL.045-313-9187　FAX.045-313-9187
コーディネーター：井上  温
〔関係医師会〕神奈川区医師会・青葉区医師会・港北区医師会
 都筑区医師会・西区医師会・緑区医師会
〔該当監督署〕横浜北労働基準監督署　TEL.045-474-1251
 （担当区域）  神奈川区・青葉区・港北区・都筑区・西区・緑区

横浜南地域産業保健センター
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町48　（社）金沢区三師会館内
TEL.045-782-8785　FAX.045-783-6740
コーディネーター：大嶋 政志
〔関係医師会〕磯子区医師会・金沢区医師会・港南区医師会
 南区医師会・中区医師会
〔該当監督署〕横浜南労働基準監督署　TEL.045-211-7373
 （担当区域）  磯子区・金沢区・港南区・南区・中区

横浜西地域産業保健センター
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4711-1 オセアン矢沢ビル3F
TEL.045-861-5600　FAX.045-861-5600
コーディネーター：近藤 昇
〔関係医師会〕旭区医師会・泉区医師会・栄区医師会
            　　 瀬谷区医師会・戸塚区医師会・保土ヶ谷区医師会
〔該当監督署〕横浜西労働基準監督署　TEL.045-892-3141
 （担当区域）  旭区・泉区・栄区・瀬谷区・戸塚区・保土ヶ谷区

県西地域産業保健センター
〒256-0816  小田原市酒匂2-32-16 小田原市保健センター内
TEL.0465-49-2929　FAX.0465-47-0832
コーディネーター：山本 勲
〔関係医師会〕小田原医師会・足柄上医師会
〔該当監督署〕小田原労働基準監督署　TEL.0465-22-7151
 （担当区域）  小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡

県央地域産業保健センター
〒243-0011  厚木市厚木町6-1 厚木市医療サポートセンター内
TEL.046-223-8072　FAX.046-223-0556
コーディネーター：中島 健彦
〔関係医師会〕厚木医師会・座間綾瀬医師会・大和市医師会
　　　　　　 海老名市医師会
〔該当監督署〕厚木労働基準監督署　TEL.046-228-1331
 （担当区域）  厚木市・大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・愛川町・清川村

川崎北地域産業保健センター
〒213-0001  川崎市高津区溝の口5-15-5 川崎市高津休日急患診療所内
TEL. 044-829-2020　FAX. 044-829-2020
コーディネーター：松江 忠彦
〔関係医師会〕川崎市医師会
〔該当監督署〕川崎北労働基準監督署　TEL. 044-820-3181
 （担当区域）  中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区

健 康 相 談 窓 口 の 開 設

医 師 による 面 接 指 導 の 実 施

職場訪問による産業保健指導の実施

産 業 保 健 情 報 の 提 供

例えば、健康診断結果の見方がわからない。生活習慣病予防は何から始めたらよいか。
など について医師が相談に応じます。

過重労働による健康障害防止等に係わる面接を医師が行い、適切な指導・助言を行います。

●健康相談日の開設日は上記の地域産業保健センターにお問い合わせください。

ご希望により医師が事業所を訪問し、健康管理などについてアドバイスを行います。

日本医師会認定産業医・労働衛生機関などの情報を提供します。

平成19年度 
産業看護講座 Ⅰ 最終講
平成20年2月5日（火）
於：当センター会議室

講 師：帝京平成大学 教授 
       中川 禮子氏

平成19年度 
産業看護講座 Ⅱ 最終講
平成20年2月12日（火）
於：当センター会議室

講 師：四日市看護医療大学 学長
       河野 啓子氏

中川 禮子氏(前列右から4人目)を囲んで受講生と

講 師：当センター特別相談員　山内 博

平成20年5月16日（金）　於：当センター会議室

講 師：当センター特別相談員
　　  西原 哲三

日本医師会認定産業医研修会

於：（株）崎陽軒ヨコハマジャスト１号館　８Ｆ会議室

地域産業保健センターをご利用ください
●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

神奈川県内の地域産業保健センター

●平塚地域産業保健センター 　0463-31-0814
●湘南地域産業保健センター 　0466-27-6238
●相模原・津久井地域産業保健センター 　042-749-2101
●三浦半島地域産業保健センター 　046-822-3053
●鶴見地域産業保健センター 　045-521-2738
●横浜北地域産業保健センター 　045-313-9187

●横浜南地域産業保健センター 　045-782-8785
●横浜西地域産業保健センター 　045-861-5600
●県西地域産業保健センター 　0465-49-2929
●県央地域産業保健センター 　046-223-8072
●川崎南地域産業保健センター 　044-200-0668
●川崎北地域産業保健センター 　044-829-2020

副 所 長 村田　 　博
業務課長 海江田 一生
業務係長 小畑　 順子
業務課員 望月　 志浦
嘱　　託 近藤    文恵　・　髙木   早織

個人情報の取り扱いについて
現在、本誌「かもめ」を送付させていただいている皆様について、送付に必要
な情報（お名前、団体名、役職、住所、電話番号など）を保持しております。今
後も継続して送らせていただきたいと考えております。送付を希望されない場
合には、お手数ですが、神奈川産業保健推進センター（電話：
045-410-1160）までご連絡ください。

平成20年度神奈川産業保健推進センター
事務局職員紹介
平成20年度の事務局体制は下記のとおりです。
前年度同様よろしくお願い申し上げます。

平成　　年　　月　　日相　談　票
事業場
又は
団体名

主な
事業内容

事業場規模　 ・ 1,000人以上  　・ 300人以上 　 ・ 100人以上　  ・ 100人未満

所在地
〒

TEL　　　　（　　　　） FAX　　　　（　　　　）

相談者

部署名

氏　名

0. 産業医
1. 保健師・看護師
2. 事業主
3. 労務管理担当者

4. 衛生管理者
5. 産業保健関係機関
6. 労働者
7. その他 （○印）

相談事項

●FAXまたはメールによるご相談は24時間受付いたします。
※この頁をコピーしてご記入後、右記のFAX番号へ相談票をお送りください。 E-mail : sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

神奈川産業保健推進センター
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階

電 話 ： 045-410-1160　FAX ： 045-410-1161

平成１９年度衛生管理実務講座
●日　時　平成２０年２月２５日（月）１３：３０～１６：３０
●場　所　横浜にぎわい座　芸能ホール
●テーマ　「労働衛生行政の動向及び労働安全衛生法に基づく
　　　　 　定期健康診断と特定健診・特定保健指導等について」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課 主任労働衛生専門官  福島 路子 氏
●テーマ　「事業場における特定健診・特定保健指導
　　　　　―腹囲等の健康診断項目と特定保健指導の実際について―」
　講　師　神奈川産業保健推進センター 所長  石渡 弘一

日本医師会認定産業医研修会（従来、告知せず）
●日　時　平成２０年６月４日（水）１９：００～２１：００
●場　所　横浜労災病院　９Ｆ　メンタルヘルスセンター
●テーマ　「働く人のメンタルヘルス」
講　師　横浜労災病院メンタルヘルスセンター
　　　　センター長　山本　晴義　氏

●日　時　平成２０年６月９日（月）１４：００～１６：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「長時間労働者の面接指導の流れとメンタルヘルスへの対応」
講　師　相談員　千葉　宏一　氏

●日　時　平成２０年７月１５日（火）１４：００～１６：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「作業環境測定の実際」　～職場環境改善に向けて～
講　師　相談員　芦田　敏文　氏
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（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成20年度
第1回産業保健相談員会議

平成19年度
第2回運営協議会

■この度、メールマガジンを発行することとなりました。創刊号が4月
25日とずれ込んだために、第2号は6月1日に、その後、毎月１回の発
行を予定しております。メルマガでは、最近の産業保健の話題など
のほか、当センターの相談員の先生方にそれぞれの専門的な立場
からの「ひと言」を書いていただく予定です。「かもめ」ともどもご利
用ください。配信を希望される方は当センターに配信希望のメール
をお送りください。
■さて、この４月からは、規模50人未満の小規模事業場においても
医師の面接指導の実施が義務付けとなりましたが、過重労働・メン
タルヘルス対策の一層の推進が期待されます。厚生労働省では、
このため地域産業保健センターに面接指導の窓口開設の予算措

置を行っていますので、小規模事業場の皆様はご活用願います。
各地域センターの連絡先は、本号に掲載しております。
■また、この4月から生活習慣病対策としてメタボに着目した特定
健診及び特定保健指導が開始されましたが、読者の皆様ご自身
のお腹の脂肪はいかがですか。過保護（？）になってはいません
か。特定健診で問題点を繰り返し指摘されても、実際に生活習慣
を変容させなければ意味がありません。私は2年前から食事量の
調整と、週に3回ほど約40分間、自宅の周囲をウォーキングしてい
ます。その結果、体重が数キロ減少しました。周囲を見渡しても、
禁煙やダイエットなどに挑戦されている方を見かけますが、それぞ
れ気になっていることに挑戦してみてはいかがですか。

※参加費はすべて無料です。

第７回神奈川県地域・職域看護職研修会
●日　時　平成20年１月18日（金）14：00 ～16：30
●場　所　横浜にぎわい座　芸能ホール
●テーマ　「医療制度改革の概要」
　講　師　神奈川県保健福祉部医療課  室岡 公子 氏
●テーマ　「神奈川県国民健康保険団体連合会における
　　　　　 取組状況について」
　講　師　神奈川県国民健康保険団体連合会  杉澤 素子 氏
●テーマ　「運動指導におけるポイント」
　講　師　神奈川産業保健推進センター相談員  新津谷 眞人
●対象及び定員
　            神奈川県内の保健師、看護師等：280名

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成20年7月12日（土）14：00 ～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「リスクアセスメントと作業環境管理を考える」
　講　師　当センター特別相談員
　　　　　　(財)日本労働安全衛生コンサルタント会 会長  沼野 雄志

平成20年3月18日（火）　於：当センター会議室

平成20年5月20日（火）
於：当センター会議室

平成20年4月17日（木）　於：当センター会議室

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成20年7月19日（土）13：30 ～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「職場復帰支援」
　講　師　神奈川障害者職業センター所長　冨窪 敬輔 氏

地域産業保健センターをご利用ください
従業員50人未満で産業医の選任義務のない職場の事業主や従業員の皆様に対し、健康相談・保健指導のサービスを行います。

●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

業務内容

神奈川県内の地域産業保健センター

平塚地域産業保健センター（拡充）
〒254-0082 平塚市東豊田448-3 平塚市医師会内
TEL.0463-52-0355　 FAX.0463-52-0356
コーディネーター：大木  国男、 太田  信
〔関係医師会〕平塚市医師会・秦野伊勢原医師会・中郡医師会
〔該当監督署〕平塚労働基準監督署 TEL.0463-32-4600
 （担当区域）  平塚市・秦野市・伊勢原市・中郡

湘南地域産業保健センター（拡充）
〒251-0032 藤沢市片瀬339-1 藤沢市医師会館内
TEL.0466-27-6238　FAX.0466-27-6238
コーディネーター：堀 洪允、 伊藤 邦雄
〔関係医師会〕藤沢市医師会・鎌倉市医師会・茅ヶ崎医師会
〔該当監督署〕藤沢労働基準監督署 TEL.0466-23-6753
 （担当区域）  藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・高座郡

相模原・津久井地域産業保健センター（拡充）
〒228-0803  相模原市相模大野4-4-1 相模原南メディカルセンター内
TEL.042-749-2101　FAX.042-741-1877
コーディネーター：後藤 昌弘、 鍋田 錥子
〔関係医師会〕相模原市医師会・津久井郡医師会
〔該当監督署〕相模原労働基準監督署　TEL.042-752-2051
 （担当区域）  相模原市

三浦半島地域産業保健センター（拡充）
〒238-0015  横須賀市田戸台36-1 横須賀市医師会内
TEL.046-822-3053　FAX.046-823-4534
コーディネーター：川又 汎、 小林 一
〔関係医師会〕横須賀市医師会・逗葉医師会・三浦市医師会
〔該当監督署〕横須賀労働基準監督署　TEL.046-823-0858
 （担当区域）  横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡

鶴見地域産業保健センター
〒230-0051  横浜市鶴見区鶴見中央4-21-3 鶴見メディカルセンター内
TEL.045-521-2738　FAX.045-521-2738
コーディネーター：森永 孝一
〔関係医師会〕横浜市鶴見区医師会
〔該当監督署〕鶴見労働基準監督署　TEL.045-501-4968
 （担当区域）  鶴見区

川崎南地域産業保健センター
〒210-0012  川崎市川崎区宮前町8-3 （社）川崎市医師会館内
TEL. 044-200-0668　FAX. 044-200-0668
コーディネーター：窪田 修
〔関係医師会〕川崎市医師会
〔該当監督署〕川崎南労働基準監督署 TEL. 044-244-1271
 （担当区域）  川崎区・幸区

横浜北地域産業保健センター
〒221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川3F 神奈川区医師会内
TEL.045-313-9187　FAX.045-313-9187
コーディネーター：井上  温
〔関係医師会〕神奈川区医師会・青葉区医師会・港北区医師会
 都筑区医師会・西区医師会・緑区医師会
〔該当監督署〕横浜北労働基準監督署　TEL.045-474-1251
 （担当区域）  神奈川区・青葉区・港北区・都筑区・西区・緑区

横浜南地域産業保健センター
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町48　（社）金沢区三師会館内
TEL.045-782-8785　FAX.045-783-6740
コーディネーター：大嶋 政志
〔関係医師会〕磯子区医師会・金沢区医師会・港南区医師会
 南区医師会・中区医師会
〔該当監督署〕横浜南労働基準監督署　TEL.045-211-7373
 （担当区域）  磯子区・金沢区・港南区・南区・中区

横浜西地域産業保健センター
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4711-1 オセアン矢沢ビル3F
TEL.045-861-5600　FAX.045-861-5600
コーディネーター：近藤 昇
〔関係医師会〕旭区医師会・泉区医師会・栄区医師会
            　　 瀬谷区医師会・戸塚区医師会・保土ヶ谷区医師会
〔該当監督署〕横浜西労働基準監督署　TEL.045-892-3141
 （担当区域）  旭区・泉区・栄区・瀬谷区・戸塚区・保土ヶ谷区

県西地域産業保健センター
〒256-0816  小田原市酒匂2-32-16 小田原市保健センター内
TEL.0465-49-2929　FAX.0465-47-0832
コーディネーター：山本 勲
〔関係医師会〕小田原医師会・足柄上医師会
〔該当監督署〕小田原労働基準監督署　TEL.0465-22-7151
 （担当区域）  小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡

県央地域産業保健センター
〒243-0011  厚木市厚木町6-1 厚木市医療サポートセンター内
TEL.046-223-8072　FAX.046-223-0556
コーディネーター：中島 健彦
〔関係医師会〕厚木医師会・座間綾瀬医師会・大和市医師会
　　　　　　 海老名市医師会
〔該当監督署〕厚木労働基準監督署　TEL.046-228-1331
 （担当区域）  厚木市・大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・愛川町・清川村

川崎北地域産業保健センター
〒213-0001  川崎市高津区溝の口5-15-5 川崎市高津休日急患診療所内
TEL. 044-829-2020　FAX. 044-829-2020
コーディネーター：松江 忠彦
〔関係医師会〕川崎市医師会
〔該当監督署〕川崎北労働基準監督署　TEL. 044-820-3181
 （担当区域）  中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区

健 康 相 談 窓 口 の 開 設

医 師 による 面 接 指 導 の 実 施

職場訪問による産業保健指導の実施

産 業 保 健 情 報 の 提 供

例えば、健康診断結果の見方がわからない。生活習慣病予防は何から始めたらよいか。
など について医師が相談に応じます。

過重労働による健康障害防止等に係わる面接を医師が行い、適切な指導・助言を行います。

●健康相談日の開設日は上記の地域産業保健センターにお問い合わせください。

ご希望により医師が事業所を訪問し、健康管理などについてアドバイスを行います。

日本医師会認定産業医・労働衛生機関などの情報を提供します。

平成19年度 
産業看護講座 Ⅰ 最終講
平成20年2月5日（火）
於：当センター会議室

講 師：帝京平成大学 教授 
       中川 禮子氏

平成19年度 
産業看護講座 Ⅱ 最終講
平成20年2月12日（火）
於：当センター会議室

講 師：四日市看護医療大学 学長
       河野 啓子氏

中川 禮子氏(前列右から4人目)を囲んで受講生と

講 師：当センター特別相談員　山内 博

平成20年5月16日（金）　於：当センター会議室

講 師：当センター特別相談員
　　  西原 哲三

日本医師会認定産業医研修会

於：（株）崎陽軒ヨコハマジャスト１号館　８Ｆ会議室

地域産業保健センターをご利用ください
●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

神奈川県内の地域産業保健センター

●平塚地域産業保健センター 　0463-31-0814
●湘南地域産業保健センター 　0466-27-6238
●相模原・津久井地域産業保健センター 　042-749-2101
●三浦半島地域産業保健センター 　046-822-3053
●鶴見地域産業保健センター 　045-521-2738
●横浜北地域産業保健センター 　045-313-9187

●横浜南地域産業保健センター 　045-782-8785
●横浜西地域産業保健センター 　045-861-5600
●県西地域産業保健センター 　0465-49-2929
●県央地域産業保健センター 　046-223-8072
●川崎南地域産業保健センター 　044-200-0668
●川崎北地域産業保健センター 　044-829-2020

副 所 長 村田　 　博
業務課長 海江田 一生
業務係長 小畑　 順子
業務課員 望月　 志浦
嘱　　託 近藤    文恵　・　髙木   早織

個人情報の取り扱いについて
現在、本誌「かもめ」を送付させていただいている皆様について、送付に必要
な情報（お名前、団体名、役職、住所、電話番号など）を保持しております。今
後も継続して送らせていただきたいと考えております。送付を希望されない場
合には、お手数ですが、神奈川産業保健推進センター（電話：
045-410-1160）までご連絡ください。

平成20年度神奈川産業保健推進センター
事務局職員紹介
平成20年度の事務局体制は下記のとおりです。
前年度同様よろしくお願い申し上げます。

平成　　年　　月　　日相　談　票
事業場
又は
団体名

主な
事業内容

事業場規模　 ・ 1,000人以上  　・ 300人以上 　 ・ 100人以上　  ・ 100人未満

所在地
〒

TEL　　　　（　　　　） FAX　　　　（　　　　）

相談者

部署名

氏　名

0. 産業医
1. 保健師・看護師
2. 事業主
3. 労務管理担当者

4. 衛生管理者
5. 産業保健関係機関
6. 労働者
7. その他 （○印）

相談事項

●FAXまたはメールによるご相談は24時間受付いたします。
※この頁をコピーしてご記入後、右記のFAX番号へ相談票をお送りください。 E-mail : sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

神奈川産業保健推進センター
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階

電 話 ： 045-410-1160　FAX ： 045-410-1161

平成１９年度衛生管理実務講座
●日　時　平成２０年２月２５日（月）１３：３０～１６：３０
●場　所　横浜にぎわい座　芸能ホール
●テーマ　「労働衛生行政の動向及び労働安全衛生法に基づく
　　　　 　定期健康診断と特定健診・特定保健指導等について」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課 主任労働衛生専門官  福島 路子 氏
●テーマ　「事業場における特定健診・特定保健指導
　　　　　―腹囲等の健康診断項目と特定保健指導の実際について―」
　講　師　神奈川産業保健推進センター 所長  石渡 弘一

日本医師会認定産業医研修会（従来、告知せず）
●日　時　平成２０年６月４日（水）１９：００～２１：００
●場　所　横浜労災病院　９Ｆ　メンタルヘルスセンター
●テーマ　「働く人のメンタルヘルス」
講　師　横浜労災病院メンタルヘルスセンター
　　　　センター長　山本　晴義　氏

●日　時　平成２０年６月９日（月）１４：００～１６：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「長時間労働者の面接指導の流れとメンタルヘルスへの対応」
講　師　相談員　千葉　宏一　氏

●日　時　平成２０年７月１５日（火）１４：００～１６：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「作業環境測定の実際」　～職場環境改善に向けて～
講　師　相談員　芦田　敏文　氏

��
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産業保健情報誌 

神奈川産業保健 

●毎土・日曜日及び祝日 ●年末年始

ご利用いただける日時

休    日

●休日を除く毎日/午前9時～午後5時30分

 　 独立行政法人 労働者健康福祉機構 
神奈川産業保健推進センター 
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階
電 話：045-410-1160　FAX：045-410-1161
URL：http://www.sanpo-kanagawa.jp
E-mail：sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

●事業内容その他の詳細につきましては、当センターまでお問い合わせ下さい。

40No.
平成20年6月

神奈川県下の産業保健関係機関情報

産業医訪問

＜衛生管理者訪問＞DNPアイ・エム・エス小田原

相談員新体制のご案内

 独立行政法人 労働者健康福祉機構

神奈川産業保健推進センター

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワー

横浜
天理ビル

ヨドバシ
カメラ

横浜髙島屋
横浜そごう

横浜駅

横浜岡田屋
モアーズ

神奈川
県民センター

第2安田ビル

北幸橋

鶴屋町
3丁目
歩道橋

鶴屋町
1丁目鶴屋町

2丁目

第３
安田
ビル

第４
安田
ビル

第1
安田
ビル

西口

国
道
1号
線

川
崎
・
東
京
 ➡

首
都
高
速
神
奈
川
1号
横
羽
線

首都高速神奈川2号三ツ沢線

神奈川産業保健推進センター
第6安田ビル3階

アクセス

三菱東京
UFJ銀行

駿台
横浜校

JR線, 東横線,みなとみらい線,京急線,相鉄線,市営地下鉄
「横浜駅」より徒歩約8分


