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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。
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第７次粉じん障害防止
総合対策推進計画の概要

昭和56年以降、6次にわたる粉じん
障害防止対策を推進してきた結果、6
次期間中のじん肺新規有所見者数は53
名と前期（68名）と比べ22％の減少と
なり、一定の成果が認められたところ
です。

一方、ずい道建設工事等での粉じん
障害防止対策の強化を図るための粉じ
ん則の改正が本年3月に施行され、当
局管内においては、アーク溶接等の粉
じん作業に従事する労働者数が増加傾
向にあることなどから、以下のとおり、
第７次粉じん障害防止総合対策推進計
画を定め、粉じん障害防止対策をさら
に推進することとしています。

1. 目的
じん肺新規有所見労働者の発生状

況、6次にわたる粉じん障害防止対策
の推進状況等を踏まえ、国、事業者、
労働者をはじめとする関係者により、
ずい道等建設工事やアーク溶接作業、
金属研ま作業等における今後の粉じん
障害防止対策のより一層の推進を図る。

２. 推進期間
平成20年度から平成24年度までの5

か年

３. 重点事項
（1）アーク溶接作業に係る粉じん障害

防止対策
（2）金属等の研ま作業に係る粉じん

障害防止対策
（3）ずい道等建設工事における粉じ

ん障害防止対策
（4） 離職後の健康管理

４. 事業者が実施すべき事項
（1）アーク溶接作業に係る粉じん障害

防止対策

①アーク溶接作業が粉じん作業であ
ることの周知・徹底

②呼吸用保護具の着用の徹底及び適
正な着用の推進
・保護具着用管理責任者の選任
・呼吸用保護具の適正な選択、使

用及び保守管理の推進
③健康管理対策の推進

（2）金属等の研ま作業に係る粉じん
障害防止対策

①特定粉じん発生源に対する措置の
徹底等

②局所排気装置等の適正な稼働並び
に検査及び点検の実施
・局所排気装置等における検査・

点検責任者の選任
・局所排気装置等の検査及び点検

の実施
③作業環境測定の実施及びその結果

の評価に基づく措置の徹底
④ 特別教育の徹底
⑤呼吸用保護具の着用の徹底及び適

正な着用の推進
⑥たい積粉じん対策の推進

・たい積粉じん清掃責任者の選任
・たい積粉じん除去のための清掃

の推進
⑦健康管理対策の推進

（3）ずい道等建設工事における粉じ
ん障害防止対策

①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
対策の徹底
・粉じん対策に係る計画の策定
・粉じん発生源対策の実施
・換気装置による換気の実施等
・換気の実施等の効果を確認する

ための、ガイドラインで定めた方
式による粉じん濃度測定の実施
及びその結果に応じた換気装置
の風量の増加その他必要な措置

の実施
・坑内の作業に従事する労働者に

対する防じんマスク、電動ファン
付き呼吸用保護具等有効な呼吸
用保護具の常時使用

　　なお、次の作業においては、
電動ファン付き呼吸用保護具に
限る。

動力を用いて鉱物等を掘削する
場所における作業

動力を用いて鉱物等を積み込み、
又は積み卸す場所における作業

コンクリート等を吹き付ける場所
における作業

・粉じん作業特別教育及び坑内の
作業に従事する労働者に対する
呼吸用保護具の適正な使用に関
する教育の実施

・発破の作業を行った場合におい
て、発破による粉じんが適当に
薄められた後でなければ発破を
した箇所に労働者を近づかせな
い措置

② 健康管理対策の推進
・じん肺健康診断の実施の徹底

・じん肺有所見労働者に対する健康
管理教育等の推進

③元方事業者の講ずべき措置の実施
の徹底等

（4）その他の粉じん作業又は業種に
係る粉じん障害防止対策

（5）離職後の健康管理

（参考）
粉じん障害防止規則の改正

（平成20年3月1日施行）概要
１ 粉じん作業の対象を拡大

粉じん作業に次の作業が加えられま
した。
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平成20年度（第59回）
全国労働衛生週間実施要綱
 1. 趣旨

全国労働衛生週間は、昭和25年に第１回が
実施されて以来、本年で第59回を迎える。この間、
本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚
させ、事業場における自主的労働衛生管理活動
を通じた労働者の健康の保持増進と快適な職場
環境の形成に大きな役割を果たしてきたところで
ある。

我が国における昨年の業務上疾病による被災
者は8,684人であり、長期的には減少しているが、
腰痛については近年増加傾向にある。

また、一般定期健康診断の結果、何らかの
所見を有する労働者の割合は増加を続けており、
平成19年は49.9％に上っている。さらに、仕事
や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレス
を感じる労働者の割合は6割を超えており、業務
によるストレスなどにより精神障害を発症する事
案が増加している。

このような状況の下、平成20年度から第11次
の労働災害防止計画がスタートしたところであ
り、労働者の健康確保対策を推進し、定期健康
診断における有所見率の増加傾向に歯止めをか
け、減少に転じさせること等を目標に、危険性
又は有害性等の調査等の促進、健康診断の結
果に基づく措置の実施の促進、メンタルヘルス
対策の推進、粉じん障害の防止、化学物質によ
る健康障害の防止等を重点対策とし、関係者が
積極的に取り組むこととしている。

これらの対策が事業場において着実に実施さ
れ、労働者の健康の確保、増進が図られるため
には、経営トップや事業場のトップが自らの責務
について認識し、産業医、衛生管理者、衛生推
進者等の産業保健スタッフが中核となって、衛
生委員会等の場を活用するなど労働者の意見を
反映させながら対策を展開していくことが重要で
ある。また、労働者自身も健康管理の活動に参
加し、積極的に健康づくりに取り組んでいくこと
が重要である。

このような観点から、本年度は、

あなたが主役　明るい職場と 
健康づくり

をスローガンとして全国労働衛生週間を展開
し、事業場における労働衛生意識の高揚を図る
とともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の
促進を図ることとする。

2. スロ−ガン
「あなたが主役　明るい職場と健康づくり」

3. 期間
１０月１日から１０月７日までとする。
なお、本週間の実効を上げるため、９月

１日から9月30日までを準備期間とする。

4. 主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会

5. 協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事

業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災
害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協
会及び鉱業労働災害防止協会

6. 協力者
関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関

係団体、労働団体及び事業者団体

7. 実施者
各事業場

8. 主唱者、協賛者の
　 実施事項

（1） ポスター、パンフレット等の配布、新聞等の
報道媒体、政府関係広報誌及びインターネッ
トを通じての広報活動

（2） 全国労働衛生週間地方大会等の開催
（3）事業場の実施事項についての指導援助
（4） その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行

事等の実施

9. 協力者への依頼
主唱者は、上記8の事項を実施するため、協

力者に対し、支援、協力を依頼すること。

10. 実施者の実施事項
（1）本週間中に実施する事項

下記の事項を実施することにより、労働衛生
意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生
管理活動の促進を図る。

ア. 労働衛生旗の掲揚及びポスター、スローガ
ン等の掲示

イ. 事業者又は総括安全衛生管理者による職
場巡視

ウ. 労働衛生に関する展示会、講習会、研究会、
討論会、見学会等の開催

エ. 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等によ
る事故等緊急時の災害を想定した実地訓
練等の実施

オ. 労働衛生に関する優良職場、功績者等の

（1）ずい道等の内部における、ずい道等
の建設作業のうち、コンクリートな
どを吹きつける場所における作業 

（2）屋内において、金属を溶断し、又
はアーク溶接する作業のうち、自
動溶断し、又は自動溶接する作業

２ ずい道建設工事における
換気等の義務化

ずい道等の内部において、ずい道等
の建設の作業を行うものについては、
換気装置による換気の実施、又はこれ
と同等以上の措置を講じなければなり
ません。

３. 粉じん濃度の測定とその結果
　  に基づく措置の義務化

（1）粉じん作業を行う坑内作業場にお
いては、原則として、半月以内ごと
に1回、定期に空気中の粉じん濃
度の測定を実施しなければなりま
せん。

（2）粉じん濃度の測定結果に応じ、換
気装置の風量の増加等必要な措置
を講じなければなりません。

４. 発破直後の立入禁止
ずい道等の内部において、発破の作

業を行ったときは、発破による粉じん
が適当に薄められた後でなければ、そ
こに労働者を近寄らせてはなりません。

５. 電動ファン付き呼吸用保護具
     の義務化

ずい道等の内部のずい道等の建設作
業のうち、次の作業に労働者を従事さ
せる場合には、電動ファン付き呼吸用
保護具を使用させなければなりません。

（1）動力を用いて鉱物等を掘削する場
所における作業

（2）動力を用いて鉱物等を積み込み、
又は積み卸す場所における作業 

（3）コンクリート等を吹き付ける場所に
おける作業 

以上の改正に合わせ、じん肺法施行
規則も改正され、同規則の粉じん作業
についても同様の対象となりました。
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表彰
カ. 労働衛生に関する図画、作文、写真、標

語等の掲示
キ. その他労働衛生の意識高揚のための行事

等の実施

（2）準備期間中に実施する事項
下記の事項について、日常の労働衛生活動の

総点検を行い、労働衛生水準の向上を図る。

ア. 労働衛生管理体制の確立と労働安全衛生マ
ネジメントシステムの確立をはじめとした
労働衛生管理活動の促進

（ア）事業者による労働衛生管理に関する計画
の作成及びその実施、評価、改善

（イ）労働者の健康管理等に関する知識につい
て必要な要件を備えた産業医、衛生管理
者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の
整備・充実とその職務の明確化及び連携
の強化

（ウ）衛生委員会の開催とその活動の活性化
（エ）作業主任者の選任と職務の励行
（オ）現場管理者の職務権限の確立
（カ）労働衛生管理に関する規定の点検、整備・

充実
（キ）労働衛生管理に関する情報伝達ルートの

確立
（ク）労働衛生関係情報の収集・整理及び周知

イ. 作業環境管理の推進
（ア） 有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有

害要因に労働者がさらされる屋内外の作業
場及び酸素欠乏危険場所における作業環
境測定の実施及びその結果に基づく作業環
境の改善

（イ） 管理濃度等に対応した作業環境管理の推進
（ウ） 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装

置、排液処理装置、遮へい設備等の適正
な設置及び稼働並びに検査及び点検の実
施の徹底

（エ） 粉じん作業場所等健康障害のおそれのあ
る場所の清掃及び清潔の保持の徹底

（オ） 換気、採光、照明等の状態の点検及び改善

ウ. 作業管理の推進
（ア） 自動化、省力化等による作業負担の軽減

の推進
（イ） 作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の

作業方法の調査、分析及びその結果に基
づく作業方法の改善

（ウ） 作業管理のための各種作業指針の周知徹底
（エ） 適切、有効な保護具等の選択、使用及び

保守管理の徹底
（オ） 休憩、休養設備の点検、整備・充実

エ. 健康管理の推進
（ア） 健康診断の実施と健康診断結果に基づき

事業者が講ずべき措置に関する指針による
就業上の措置の徹底

（イ） 一般健康診断結果に基づく必要な労働者
に対する医師又は保健師による保健指導
の実施

（ウ） 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく
医療保険者が行う措置との連携

（エ） 小規模事業場における地域産業保健センタ
ーの活用

オ. 労働衛生教育の推進
（ア） 雇入時教育、危険有害業務従事者に対す

る特別教育等の徹底
（イ） 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理

体制の中核となる者に対する能力向上教育
の実施

カ. 危険性又は有害性等の調査及びその結果
に基づく必要な措置の推進

キ. 過重労働による健康障害防止のための総
合対策の推進

（ア） 時間外・休日労働の削減及び年次有給休
暇の取得促進及び労働時間等の設定の改
善による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の推進

（イ） 健康管理体制の整備、健康診断の実施等
（ウ） 小規模事業場を含めた長時間にわたる時

間外・休日労働を行った労働者に対する面
接指導等の実施

ク. 労働者の心の健康の保持増進のための指
針等に基づくメンタルヘルス対策の推進

（ア） 衛生委員会等による調査審議等を踏まえた
心の健康づくり計画の策定とこれに基づく
実践

（イ） メンタルヘルスケアを推進するための教育
研修・情報提供

（ウ） 職場環境等の把握と改善
（エ） メンタルヘルス不調への気づきと対応
（オ） 職場復帰における支援
（カ） 自殺総合対策大綱に基づく職場における自

殺対策の推進

ケ. 粉じん障害防止対策の徹底
第７次粉じん障害防止総合対策に基づく粉じ

ん障害防止総合対策推進強化月間としての次の
事項を重点とした取組の推進

（ア） 対策が充実されたずい道等建設工事にお
ける粉じん障害防止対策

（イ） アーク溶接作業、金属等の研ま作業等に
係る粉じん障害防止対策

（ウ） 離職後の健康管理

コ. 職場における腰痛予防対策指針による腰
痛の予防対策の推進

（ア） 作業標準の策定
（イ） 作業場所、通路、階段、機械類等の形状

が明確に分かる適切な照度の確保
（ウ） 介護作業等については、適切な介護設備、

機器の導入の検討

サ. 電離放射線障害防止対策の徹底

シ. 騒音障害防止のためのガイドラインに基づ
く騒音障害防止対策の徹底

ス. 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害
防止対策の徹底

セ. ＶＤＴ作業における労働衛生管理のための

ガイドラインによるＶＤＴ作業における労
働衛生管理対策の推進

ソ. 化学物質の管理の推進
（ア） 化学物質等による危険性又は有害性等の

調査及びその結果に基づく措置の実施等
を始めとする自律的管理の推進

（イ） 化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、
人体に及ぼす影響・取扱い上の注意事項等の掲
示、漏えい・発散防止等適切な管理の推進

（ウ） 化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）
による化学物質等の危険有害性等に関す
る情報の提供及び活用

（エ） 建設業、製造業における有機溶剤中毒の
防止

（オ） 建設業、製造業等における一酸化炭素中
毒の防止

（カ） ダイオキシン類による健康障害防止のため
の対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露
防止措置の実施

（キ） 職域における屋内空気中のホルムアルデヒ
ド濃度低減のためのガイドラインに基づく
措置の実施

（ク） 化学物質による眼・皮膚障害防止のための
保護具の着用等の徹底

（ケ） 化学設備等の改造、修理等の作業におけ
る中毒等の防止のための工事発注者と請負
業者との連携等の実施

タ. 石綿障害予防対策の徹底
（ア） 建築物等の解体等の作業における石綿ば

く露防止対策の徹底
（イ） 吹き付け石綿の損傷等による石綿ばく露防

止対策の徹底
（ウ） 石綿製品の全面禁止
（エ） 例外的に禁止が猶予された石綿製品の非

石綿製品への代替化の推進
（オ） 離職後の健康管理の推進

チ. 心とからだの健康づくり（ＴＨＰ）の継続
的かつ計画的な実施のための体制の整備・
充実

ツ. 快適職場指針に基づく快適な職場環境の
形成の推進

テ. 職場における喫煙対策のためのガイドライ
ンに沿った有効な喫煙室の設置等の対策
の推進

ト. 職場における新型インフルエンザ等の発生
に備えた危機管理体制の構築

ナ. 職場における肝炎ウイルス感染に関する留
意事項に基づく適切な対応の推進

ニ. 職場におけるエイズ問題に関するガイドラ
インに基づくエイズ問題の自主的な取組

ヌ. その他
（ア） 清潔保持のための洗身、手洗い等の設備

の整備・充実
（イ） 労働衛生標識等の整備
（ウ） 工場の緑化美化運動の推進
（エ） 家庭における健康に関する知識の普及
（オ） 新健康フロンティア戦略の普及
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かもめは、かって高く飛ぼうとし
たり、翼を閉じてより速く飛ぼうとし
ました。しかし、視点を変えて見る
とかもめは、ゆっくりゆったり翼を広
げて飛んでいるほうが美しいのです。
眺めも気持ちも良いことでしょう。

神奈川県は日本有数の産業県で
す。でも昔の元気は今どうでしょうか。
産業における元気の源は人だと言え
ます。2007年度に仕事でうつ病などの

「心の病気」になったとして74人のひ
とが労災申請しました。4年前の30人
の約2.5倍で過去最高でした。その内
14人が自殺を図りました。昨年の全
国の自殺者が10年連続で3万人を越え
ました。交通事故で死亡する人を遥
かに超越しました。10万人あたりの自
殺者数は米国の２倍以上でした。世
代別では、30歳代と60歳以上で過去
最多でした。働き盛りの産業労働者
と定年以降のまだ充分にその叡智が
社会の役に立つであろう人々の自らの
死でした。死ぬ気になれば何でも出
来るが、自殺してしまっては何も出来
ない。そもそも人は何処から来て何
処へ行くとも定まっていない。生きて
さえいれば、何とかなるもの。だめで
元々でいいのではないでしょうか。人
は心の持ち方ひとつで、生きて行ける
ものなのではないでしょうか。実際、
自分で自分を良く評価し、夢を持ち
続けて生きていきましょう。

高度成長期も大阪万博で一段落つ
き、バブルが始まり、はじけてしまっ
た頃より過重労働、過労死、メンタ
ルヘルス等が労働上の問題と成ってき
ました。2000年代に入り、過重労働
に対する総合対策、メンタルヘルス
対策の指針も出てきました。2006年

4月1日労働安全衛生法が改正されま
した。そして、過重労働が疑われる
長時間労働者に対し医師による面接
指導が成される様に成りました。さら
に、今年2008年4月1日から、常時50
人未満の労働者を使用する事業場に
おいても長時間にわたる時間外・休
日労働を行った労働者に対する面接
指導の実施が義務づけられました。
また、時を同じくして、高齢者医療
法に基づいて、全ての医療保険者に
より、被保険者と被扶養者にメタボ
リックシンドローム予防を目的とした
特定健康診査（特定健診）と特定保
健指導が実施される様に成りました。
全ての労働者もこの対象と成ります。
これまでの労働安全衛生法に基づく
定期健康診断（定期健診）等とのオー
バーラップは有りますが、2つの制度
をよく理解し、よく活用することによ
り有用に機能してゆくことと考えられ
ます。つまり心と体と技（仕事）の3つ
のバランスを調整する為のツールと云
えます。この両制度を同時に行えるの
が、産業医ではないかと言えます。も
ちろん事業場の産業保健看護職様、
衛生管理者様等の常々の御協力の御
陰と深謝致しております。

心は体が疲れて来ると萎えて来ま
す。体は働き過ぎて、眠れなくなると
如何しようも有りません。仕事も出来
なく成ります。不幸、残念は家族や
周囲の人々にも大きく・深く影響しま
す。如何したら良いのでしょうか？思
い切って一度パワーダウンし、リセッ
トしてみては如何でしょうか。そして
再起動してみるのも良いのではないで
しょうか。働きながらでも家へ帰った
らリセットで改善を、休日でリセット

を、休職でリセット改善。
4月1日のこの両制度の到来は、わ

れわれ産業の衛生に関わるものにと
って大変重かったのではないでしょう
か？そんなに直ぐに改善出来そうにな
いことを、直ぐに出来そうでないとこ
ろで、どのようにアプローチしていけ
ば良いのかと。重く真剣に考えるの
が、われわれも、うつの素質が有る
のです。みんな仲間です。みんな人（ひ
と）です。義務とか責任とかを考える
まえに、一歩前へ、まず面接しゆっ
くり話して見ましょう。われわれの前
に道は無く、われわれの後に道は開
くのです。IT化の副産物として、せっ
かちな人が増殖し、1時間の授業や
テレビのドラマも耐えられない様な若
者が増えつつある困難な社会ですが、
ゆっくりとゆったりとした心持ちで面
談・面接してみるのはどんなものでし
ょうか。みんなひとです。ゆっくり聞
くことも大切です。まず第一に、謙虚
に相手の話に耳を傾ける。二に沈黙
して語らず心考する。三に実行する。
です。

2000年到来の頃、2000年問題が
叫ばれ、沖縄サミットのころ、IT化
が叫ばれ、社会は随分と便利に成り
ましたが、眼の悪い人は増え、気短
な人も増え、産業界では、効率化と
コスト削減、リストラ、そして成果主
義へと一気に傾斜して行ったのでは
ないでしょうか。2000円札はついぞ
見られなく成り、巷には乾いた詩が
流れ、メールに追っかけられ、適応
して行かないと置き去りにされる。孤
独感を味わうことと成る。電車内な
んかでも、妙に大きな声を出している
人がいる反面、6人がけのシートで5

かもめは、ゆっくり飛んでも美しい
社団法人 神奈川県医師会 産業医部会 幹事  小林 正喜
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人がメールしているなんてよく目にす
る光景なのではないでしょうか。職
場、学校でイジメが横行する現代。
家に帰るとメールが来ていて返事を
書く為？睡眠時間を削るなんて事も
日常、誰にでもある事なのではない
でしょうか。先日終了した洞爺湖サミ
ットでは、エコが謳われましたが、ひ
とにもエコは必要なのではないでしょ
うか。やすらぐ時間が、ゆっくり眠れ
る時間がとてもとても大切なのではな
いでしょうか。最低でも、一日6～8
時間は眠れるようにしましょう。一日
の終わりは、温めの浴槽にゆっくり浸
かり一日の好い事だけ思い出し、1～
2時間以内に入眠と。

面接指導においては、まずゆっく
り相手の話を、協調の意を示しつつ

（誤解されないように）、頷き、アイコ
ンタクト等により示しつつ、しなやか
に傾聴することに重点を置く様にす
る。そう多くはないであろうポイント
は凛として外さず心へ留めて置く。そ
うして一緒に共に問題解決の道を模
索し、次のステップへのプランニング
をして行き、関連領域にもアプローチ
してみる。職場巡視で培われた現場
主義のPDCAです。Pプラン、Dｏ実
施、Cチェック評価、Aアクト改善・
行動です。聞くだけでも、相手の孤
独感を払拭し、良い方向へ向かう事
もあると予想されます。ただ一番空
しいのはわれわれの社会では、この
様な多くのひとびとの励みを嘲るかの
様な、ITのメッカとも言える様な場所
で起きた様な突発的な刹那的な犯罪
が起きることです。悲しい現実です。
折角一人一人の尊い人の命を救おうと
しているのにと考えてしまうかも知れ
ません。しかし、コノハナサクヤです。
キット花を咲かせて、実を結びます。
何時でも諦めることなく面談してみよ
うではないでしょうか。ゆっくりしな
やかに聞き、協調し、凛として外さず、
評価し、ともに改善の道を検討する
のです。

そもそもメタボリックにしても1万

2000年前の氷河期の終わりに、ずっ
と何日も食料が無いような時に、わ
れわれの祖先が、エネルギー源とし
て、体内に脂肪を蓄積できるような
形質を獲得したと言うことかも知れま
せん。すぐ使えるエネルギー源として
内臓脂肪を蓄え、ゆっくり使えるエ
ネルギー源、寒冷地の断熱材として、
皮下脂肪を蓄積した。しかし、米国
型の食生活となった今日の日本の様
な国では、過食等により、そぐわな
くなったと云う事かも知れません。環
境が変化した現在、適合するように
努めることが必要になっただけです。
疲れやすく、脳・心血管疾患の4大リ
スク因子である高脂血症、高血圧、
喫煙、糖尿病を抑制しましょう。高
血圧、高脂血症、糖尿病、肥満の死
の四重奏【二つ以上適合でメタボリッ
クシンドローム】に左様ならしましょ
う。高脂肪食、タバコの抑制は、発
ガンのリスクも減らします。われわれ
のアピールが期待されます。疲れな
い体を創りましょう。高物価、低賃金、
高い税金、電脳社会にも優しい暮ら
しぶりとも云えます。エコ・ライフです。
仕事に疲れたなと感じたら、早く帰っ
て、ゆっくり入浴し眠りましょう。

長時間労働、サービス残業、名ば
かり管理職、派遣社員等いろいろの
顔はしていますが、その根源は一つ
かも知れません。しかし問題が存在
する限りなんとかして行かねばならぬ
のが我々現場で働くもののポリシー
ではないでしょうか。まず、みんなで、
疲れたなと感じたら、残業は止めて、
休みましょう、眠りましょう、リセッ
トしましょう。そしてゆっくり考え直
してみましょう。しみじみして見まし
ょう。そうすれば、その意味が分か
り、過重労働の恐ろしさ、メンタルに
及ぼす悪影響もわかります。0を知ら
なくては、高きも分かりません。しか
し、仮に長期に職場を離れた方にも
復帰の5W1Hは整えて置きましょう。
厚生労働省の「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」もステップ別で参考に成ります。
現場では、時々何を飲んだら健康

に眠れますか？と問う人も居ます。薬
だけじゃないんですよ。例えば、北
欧フィンランドなんかのナイトミルクっ
て知ってますかと受けます。メラトニ
ンと云う快眠に効く物質が多く含まれ
ているんですよ。メラトニンの材料は
必須アミノ酸のトリプトファンで大豆
製品、赤みのマグロ等に多く含まれ、
バナナなどのビタミンB6とブドウ糖と
一緒に摂取して、朝起きて日光に当
たるとセレトニンが松果体から分泌さ
れ、日が沈んで数時間するとメラトニ
ンの分泌が始まります。0時を過ぎる
頃が分泌のピークですので、それま
でに眠りに着くようにしましょう。コ
ーヒー、タバコ、アルコールはメラト
ニンを阻害します。寝しなには控えま
しょう。なんて答えます。相手がリラ
ックスして来たら、寝る2時間位前に
ぬるめの湯（37～40℃）に20分位、
その日の好かったことだけ考えながら
ゆったりゆっくりリラックスしてつかる
と熟睡できますよ。なんて答えます。
これもエコ。体にやさしい睡眠薬で
す。翌朝もスッキリしてます。からだ
で造れる物です。また、セレトニンも
不安・緊張を緩和してくれます。心の
病気、ストレス性の病気にも一助と成
ります。

過重労働は改善して頂き、快適職
場形成に助言し、生活習慣病によく
理解を得て、夜はゆっくり眠ることで、
リセットしメンタルヘルスにも好影響
を及ぼし、働き盛りのメンタルヘルス
ケアを支援する。そして、われわれが、
産業保健活動の担い手として活性化
していけば、明るい職場、明るい社会、
明るく元気な神奈川、日本が見えてく
るのではないでしょうか。みんな、何
にでも、何でも、やさしく生きていき
ましょう。
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健康指標に係わる調査研究報告（２） 
−健康確保対策に関する実態調査−

社団法人 神奈川労務安全衛生協会 保健対策委員会 委員　荒武 優

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
状などを調査しています。前回の在
職者死亡に引き続き、今回は健康確
保対策の結果についてご報告いたし
ます。

過重労働対策の実施状況
全体では過重労働対策を実施して

いる事業場が864件（94.3％）と平成
17年度調査の92.6％よりもさらに高
い割合となっていました。事業場規
模別にみると500人以上では100％、
100人以上では94％以上、100人未満
でも84％以上で対策が実施されてい
ました＜図1＞。このことからは過重
労働対策の必要性が事業場規模に
関わらず認識されていることが示唆さ
れます。

具体的対策内容は、選択肢から主
なものを3つまで選んでもらう方法で
行いました。その結果、300人以上
の事業場では「産業医による面談」「労
働時間の適正把握」の順に実施率が
高く、300人未満の事業場では「労
働時間の適正把握」「時間外労働の削

減」の順に実施率が高くなっていまし
た＜図2＞。「産業医による面談」の
実施率が事業場規模が大きいほど高
くなっているのは、産業医の稼働日
数との関連が考えられます。

過重労働で面接を実施している医
師について、300人以上の事業場で
は産業医が大多数を占めました。ま
た、300人未満の事業場であっても
産業医が70％となっていました。

メンタルヘルスケアの
実施状況

メンタルヘルスケアを実施（計画中
も含む）している事業場は、全体と
して平成13年の610件（48.8％）、平
成15年の529件（54.5％）、平成17年
790件（81.1％）、平成19年771件（83.7
％）でした。数年を経て、県内では
ほぼメンタルヘルスケアの必要性の認
識が浸透しつつあります。事業場の
規模が大きくなるほど実施率が高くな
る傾向はあるものの、50人未満の小
規模事業場でも60％近く実施されて
います。また、取り組み内容（規模
未報告の事業場を除く）は、大規模
事業場では「一般職教育」より「管
理職者教育」に重きをおく傾向があ
り、産業保健スタッフが事業場内に

常駐していることが多いためか、また
従業員が多ければメンタルヘルス不
全が問題になる頻度も増えるためか、

「スタッフによる相談」を実施してい
るところが多く、「復職時の面談」実
施率も高くなっています。一方、小規
模事業場ではスタッフを充実させるこ
とが難しく、「職場環境の改善」や「健
診の利用」などで対策を立てようと努
力している傾向が見受けられます。全
体的に衛生委員会等の活用は少ない
状況です＜図3＞。衛生委員会にてメ
ンタルヘルス不全によって休業した件
数や相談件数などを報告することが、
問題の認識及びその後の対策に繋が
ることとなるので、有効に機能させる
ことが望まれます。

メンタルヘルスケアを実施していな
い事業場は全体の15.8％ですが、理
由として多いものに、「人材や予算が
足りないから（40.4％）」と「会社や社
員の理解不足（52.1％）」があります。
500人未満の事業場では産業医は専
属である必要はなく、予算等の兼ね
合いもあり、スタッフを充実させるこ
とや外部資源の活用が難しいのでは
ないかと推測されます。仕事や職業
生活に関して「強い不安、悩み、スト
レスがある」とする労働者は6割以上
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■＜図2＞過重労働対策実施内容(規模別）
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■＜図1＞過重労働対策の実施状況(規模別）
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いると言われている現状を考えると、
事業者・管理監督者が労働衛生上何
らかの問題となるケースに直面する
機会は稀ではないはずです。「理解
不足」に関しては、「必要性を感じな
い（28.1％）」とあいまって、昨今の
経済情勢を背景に事業場が労働衛
生を充実させる、健康管理に目を向
けるなどに対しての余裕がないこと
が垣間見られるのではないでしょう
か。未対策の事業場に、産業保健
推進センターおよび地域産業保健セ
ンターの存在の告知や利用の推奨を
することが、メンタルヘルス対策実施
へのきっかけになるのではないかと
考えられます。

労働安全衛生マネジメント
システム (OSHMS)

OSHMSの指針が公表されてから
8年が経過しました。OSHMSを導
入した事業場は外部機関の認証を
得ているもので4.4％（40件）、外部
機関の認証を得ていないもので9.9
％（90件）、合わせて14.3％と経年的

に徐々に増
えています。
OSHMS の
導入予定が
ある事業場
は事業規模
が大きいほ
ど導入予定
の割合が高
く、10 0 人
以上の事業

規模でも約20％の事業場が導入予定
となっており、今後も徐々に導入され
る事業場が増える見込みがあります。
一方で、OSHMSを「知らない」と回
答した事業場は11.5％と平成17年調
査時の17.1％より減っており、認知度
も向上していました。50－99人の比
較的小規模の事業場においても、す
でに10.2％が導入、12.6％の事業場
が予定をしており、比較的小さな事
業場においても今後OSHMSは導入
されていくものと考えられます。＜図
4＞

産業保健推進センター
利用状況
「利用したことがある」の回答は事

業場規模が大
きい方が多か
った で す が、
全 体では16.9
％（153件）で
平成15年から
比べるとほと
んど変化はあ

りませんでした＜図5＞。500人以上
の事業場においては40％以上の事
業場が利用しており、以前よりもそ
の割合が増えています。500人未満
の事業場の利用が低調であるため、
より小規模な事業場への利用促進の
認知が必要と考えられます。

地域産業保健センター
利用状況

全体では「利用したことがある」
の回答が6.1％（55件）、「知っている
が利用していない」の回答が64.0％

（580件）でその合計（＝認知度）は、
前回平成17年の76.7％調査時よりむ
しろ低下していました＜図6＞。

地域産業保健センターの本来のサ
ービス対象である50人未満の事業場
はこの調査の対象ではなく、結果的
に50人を下回ってしまった事業場の
集計であるため、この結果は母集団
を代表するサンプルとはいえません
が、「知らない」と回答している事業
場割合が43.1％と高いため、認知度
をより向上させる取り組みが必要と
考えられます。
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■＜図3＞規模別メンタルヘルスケア・具体策
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■＜図6＞地域産業保健センター利用状況（規模別）
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■＜図5＞産業保健推進センター利用状況（規模別）
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■＜図4＞OSHMS導入状況（規模別）
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平成20年度
支部通常総会を開催

社団法人 日本作業環境測定協会 神奈川支部 技術専門委員会代表幹事 芦田 敏文

神奈川支部では平成20年度通常総
会を去る5月９日（金）、ローズホテル
横浜にて開催した。

来賓には、神奈川労働局加藤敏彦
労働基準部長、髙橋俊一労働衛生課
長、居川政宣労働衛生専門官らのご
臨席をいただいた。参加者は自社・
機関会員など合せて約31名。

蒔田道則神奈川支部長の開会挨拶
の後、議事に入り、平成19年度事業
経過並びに同収支決算、会計監査報
告に続き、平成20年度事業計画案並
びに収支予算案が審議され、いずれ
も原案どおり承認された。

また、今年度は役員改選の時期に
当たり、新支部長として田原仁氏を
選出した。

加藤敏彦労働基準部長の
ご挨拶

最近の景気の動向につきましては、
設備投資や個人消費などがおおむね
横ばい状態など、全体として、足踏
み状態にあるとされている。先行き
についても、輸出が増加基調で推移
し、景気は緩やかに回復していくと

期待されているが、サブプライムロー
ン問題を背景とするアメリカの景気後
退懸念や株式・為替市場の変動、原
油価格の動向等から、物価の上昇、
景気の下振れリスクが高まっている状
況にある。雇用情勢につきましては、
完全失業率は、わずかながら上昇し、
有効求人倍率は低下している。労働
者を取り巻く環境は、企業の再編、
正規・非正規労働者の二極化の進行、
その結果生じた正規労働者の労働時
間の長時間化など依然として厳しい
状況にある。

このような経済情勢の中にあっ
て、昨年の当局の労働災害発生状況
は、死亡者数は58人で過去最少を記
録し、また、休業４日以上の労働災
害も5年ぶりに減少し7,096人となって
いる。しかし一方で、労働衛生を取
り巻く県内の状況は、業務上疾病発
生件数は増加傾向にあり、定期健康
診断結果における有所見者の割合も
年々上昇し、一昨年から5割を超えて
いる。また、過重労働による脳･心臓
疾患や自殺を含む精神障害による労
災の請求、認定件数とも増加傾向に
ある。ちなみに、昨年の当局におけ
る労働衛生関係の死亡者数は７人で
したが、そのうち、過重労働を主要
因とする脳･心臓疾患による死亡者数
は５人、自殺者は１人で、例年になく、

「過労死」の多い年でした。
このような労働衛生の現状を踏ま

え、当局としては、平成20年度の行
政運営方針において、「長時間労働
の抑制及び過重労働による健康障害
の防止」を最重点課題として位置づ
け、特に、長時間労働者に対する医

師による面接指導制度及び適切な事
後措置についての普及・定着を図ると
ともに、「労働者の心の健康保持増
進のための指針」に基づくメンタルヘ
ルス対策に重点を置いて、過重労働
による脳･心臓疾患や自殺を含む精神
障害の防止に取り組んでいるところで
ある。

また、石綿による肺がん・中皮腫
による労災認定件数や健康管理手帳
の交付件数が全国でも突出した件数
を抱えており、今後の石綿を含む建
築物の解体等の作業の増加も予想さ
れていることから、一層の石綿ばく露
防止対策の徹底を図っているところ
である。

労働衛生管理の基本である作業環
境管理については、作業場の作業環
境を的確に把握し、それにより維持
改善を図ることが重要であるが、そ
のためには作業環境測定士あるいは
作業環境測定機関の果たす役割は大
変大きいと考えている。したがって、
日測協神奈川支部会員の作業環境
測定機関に所属する作業環境測定士
の技能向上や測定機器の整備等によ
り、今後も、適切かつ精度の高い作
業環境測定を実施していただくととも
に、測定の結果、作業環境の改善を
要すると認められる場合には、事業
場に対し適切な助言をしていただくな
ど、より良い作業環境の実現に向け
て一層の御協力をお願いする。

最後に、神奈川支部及び会員事業
場の益々のご発展と本日ご出席の皆
様方のご健勝を祈念いたします、と
締めくくられた。

来賓挨拶をされる加藤敏彦労働基準部長
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連絡先

(社)日本作業環境測定協会
　　 神奈川支部
 　　(神奈川県予防医学協会内)

〒236-0002
横浜市金沢区鳥浜町14-1

TEL 045-773-1921
FAX 045-775-3185

第１回技術研修会
労働衛生屋から見た 
化学物質環境の変遷
麻布大学 名誉教授　中明 賢二先生

昭和50年５月に作業環境測定法が
公布され、30年が経過した。産業の
場の測定や評価は定着したという。
しかしここらあたりで、原点に返って
次の手立てを考える時期になってきた
のではないかと、講演資料の中で中
明氏は説明している。そして今回の講
演資料を準備する中で、さまざまな
測定現場の写真や記録に目を通して
いると、過去に経験したさまざまな測
定現場を懐かしく思い出す機会とな
ったと話しを進めた。

1970年代の化学物質と現場
１. ガス状物質

労働科学研究所で現場調査を始め
たのが、1969年12月である。横浜港
で行われていた浚渫船のエンジンル
ームのCO（一酸化炭素）とNOｘ（窒
素酸化物）の測定であった。浚渫船
はディーゼルエンジンで、CO、NOｘ
とも3ppmで、油煙のこもりが認めら
れ る 時 は、COが5 ～10ppm、NOx
が3～13ppmを示していた。

また1970年代は、自動車産業が
発展したことを反映し、大気汚染が
急速に進行した時期でもある。それ
が社会問題化し、世田谷の大原交差
点周辺では住民の鉛中毒が取りざた
されていた。当時は、乗用車で都内
を巡回しながら、自動車内外のCO、
NO2（二酸化窒素）、SO2（二酸化硫
黄）などのガス状物質を測定してい
た。主にCOが車内にどれくらい侵入
しているか測定したのである。

そのほか、自動車エンジンテスト
場、地下駐車場、自動車検査場、高
速道路料金徴収所、などでの一連の
エンジン排気ガス調査では、鉛、粉
塵を含めた測定を行うなど、サンプリ
ングのために排気ガスの充満する現
場で奔走した。

２. 金属類
測定の対象となった金属の種類は

多かった。その中でも特に印象に残
っている金属の測定現場は、金属鉱
山、金属精錬所、鉛蓄電池工場、ア
ルミ精錬、新聞印刷工場、塩素電解
工場などである。

中でも頻繁に測定に行ったのは、
新聞の印刷工場である。その当時の
新聞の印刷は、重い鉛版を扱う重労
働であった。さらに作業後の工場の
中には、かなりの分量の鉛粉が出て
いたことが思い出される。

しかしその頃は、作業場の環境測
定が主眼ではなく、労働条件としての
有害物質という意味合いが強かった
と思われる。さらに化学物質を扱う
ことが職務給を決める条件でもあっ
たと考えられる。

さらに電池工場の鉛、船底での亜
鉛、塩素電解工場での水銀などがそ
の測定対象となっていた。

しかし金属を扱う問題の多い作業
現場では、工学的対策が積極的に図
られ、化学物質環境は大いに改善さ
れてきた。

例えば塩素電解工場では、隔膜法
の導入が行われた。また船底の溶断
作業には、十分な排換気が行われる
ようになった。さらに蓄電池工場で
の問題の多い作業現場では、鉛イン
ゴットの溶解から、粉体製造や鉛ペ
ースト、格子鋳造など、鉛以外の金
属がない状況であるため、対策に苦
慮するところでもあった。

３. 有機溶剤
作業環境測定法が制定される前は

ベンゼン中毒が中心で、1950年10月
に「有機溶剤中毒予防規則」が制定
され、1972年には改定されている。

ベンゼン中毒への社会的関心は高
く、行政も動かざるを得なかった。

一方代替溶剤として、トルエン、キ
シレンが積極的に利用されるようにな
り、現在に至っている。

また金属の脱脂作業では、トリク
ロロエチレン、パークロロエチレンが

主流で、その傾向は今日まで続いて
いる。

塗装作業場はトルエン、キシレンと
エステル類が、さらに印刷関連では、
トルエン、キシレン、メタノール、酢
酸エチルなどが、３桁の濃度も稀で
はなかった。

グラビア印刷では極端なほど外気
を嫌い、密閉度を高めたため、室内
濃度は驚くほど高かったと話す。凹
版印刷は比較的早い時期からトリク
ロロエチレンが使用されており、69年
ごろからは毒性の低いと言われたメ
チルクロロホルムが使用されるように
なった。

　
これからの作業環境測定に関
する提案

日本産業衛生学会では、今後の作
業環境測定について、現行法律およ
び個人曝露測定の導入を視野に入れ
た方法について委員会を組織して検
討し、一定の成果を得ているという。

さらに産業の場の化学物質管理
は、世界同一の基準で実施するのが、
流れであろうと、と締めくくられた。

一時間以上にわたる中明先生のご
講演に対して会場から盛大な拍手が
鳴り響き、平成20年度神奈川支部の
通常総会・研修会は盛会裏に終了し
た。

特別講演される中明賢二麻布大学名誉教授
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社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会 神奈川支部 副支部長 馬嶋 洋一

平成20年度支部・定期総会を開催（6/13）
南関東ブロック会議（コンサルタント会）（2/22）
神奈川県下安全大会に参加（2008年6月）

平成20年6月13日（金）「ワークピア
横浜」にて、日本労働安全衛生コン
サルタント会神奈川支部の総会・情
報交換会が開催された。

桜井副支部長の司会で始まり石渡
支部長は診断事業場は増加しない
が、リスクアセスメントの希望は多く、
診断後のフローアップ効果を含め提
案の時代であり、また費用対効果が
益々重要視されていると強調された。

議事は、第1号議案から第5号議案
まで、説明し可決後、新役員を選出
した。

小川新支部長は、県下5000事業
場に対して、何らかの形で喜ばれる

コンサルタント会にし
たいと抱負を語った。
その為に、①労働局・
関係団体への折衝の
重視、②HP・リーフ
レットの宣伝活動の活
発化、③生涯研修活
動の充実について述べ
られた。来賓紹介後、
神奈川労働局加藤労
働基準部長は、本年
4月の有効求人倍率が0.9であること、
また、県下の労災死亡者数は58名で
休業4日以上ともに減少しているが、
過重労働が増加していること、そして、

本年度からの11次防の開始と
その数値目標について述べら
れた。県商工労働部井上労政

福祉課長は、30代男女の県への相談
件数の割合が2：1であることなどを
説明されたほか、パンフレット（特に
神奈川県立東部総合職業技術校につ
いて）を用いPRした。

最後に黒沢本部コンサルタント会
新会長は、公益法人改革に本部とし

役職名 氏　名 専門区分
支部長 小川　朝男 安全・電気
副支部長 石原　光雄 安全・電気

桜井　　勉 安全・機械
馬嶋　洋一 衛生・保健

常任理事 磯野　信雄 安全・機械
斎　　健一 衛生・衛生工学
白須　吉男 衛生・衛生工学
田中　敏夫 安全・土木
中村　幸男 安全・化学
松本　　弘 安全・衛生、化学・衛生工学
丸山　英樹 安全・機械

理事 岩井　裕也 安全・化学
岡田　健一 安全・土木
苅部 ひとみ 衛生・保健
鈴木　安男 安全・電気
鷹觜　義哲 安全・土木
西本　典弘 安全・土木
萩野　太郎 安全・機械
浜田　哲夫 安全・化学
村田　廣高 安全・土木
森山　　哲 安全・電気
行友　　浩 安全・土木

監事 鶴岡　寛治 安全・衛生、電気・衛生工学
早川　義久 衛生・衛生工学

相談役 古賀　鐵也 安全・機械・衛生工学
顧問 沼野　雄志 安全・化学・衛生工学

●平成20・21年度神奈川支部役員（敬称略）

2008年6月13日（金）　総会（ワークピア）

2008年6月13日（金）
情報交換会

（小川支部長挨拶）

2008年2月22日（金）　南関東ブロック会議（東京）
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毎年7月から月1回事業部研修会を開催しています。
＜11月は衛生主体の交流会を開催します＞

〒231-0026 横浜市中区寿町1-4　かながわ労働プラザ7階
電話（045）633-3618　FAX（045）633-3618
E-mail:conkanashibu@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/conkanashibu/　

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会
神奈川支部

て定款を改正することを含めて確実
に実行していきたいと挨拶された。

総会終了後、情報交換会に入り、
石原副支部長の司会で、来賓の挨拶
を受け、古家神奈川県労務安全衛生

協会専務理事の音頭で乾杯し、和気
あいあいの中、桜井副支部長の一本
締めで、閉会となった。

2008年6月4日（水）　相模原会場（安全大会）

2007年7月28日（土）リスクアセス
メント実施のポイント

2007年7月28日（土）業務開拓受
注手法について

2007年9月29日（土）労働安全行政の仕組みについて

2008年2月12日（火）支部見学会　東電扇島
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企業における新型インフルエンザ対策

北里大学医学部衛生学公衆衛生学 助教　和田 耕治

6

１. はじめに
「新型インフルエンザは、いつかは

必ず流行がおきるだろう。だから企
業も備えをしなければいけない」とい
っても多くの人や企業は半信半疑であ
ろう。また企業での対策を行うといっ
ても、ワクチン、タミフル、水際など
自分の会社でできそうなことが具体
的な形で伝わってきていないため何
をしていいかわからないという企業も
多い。しかしながら、対策として今日
からできることは様々なことがある。
本稿では紙面の都合もあるが、企業
における新型インフルエンザ対策の
骨子となる部分を紹介する。なお、
詳細については厚生労働省のホーム
ページに掲載されている新型インフル
エンザ専門家会議からだされている
事業者・職場における新型インフル
エンザ対策ガイドラインを参照いただ
きたい。

２. 新型インフルエンザ 
　 とは

新型インフルエンザとは、鳥類だ
けに感染していたインフルエンザウイ
ルスがヒトにも感染するようになり、
さらにはヒトの間で流行するようにな
ったウイルスである。こうしたウイル
スにヒトは免疫を持っていないため、
ヒトの間で感染がはじまった場合に
は、大流行をおこす可能性があり、
また死亡率も通常のインフルエンザよ
り高いことが予測されている。このよ
うな流行は過去においても約40年周
期で発生している。現段階では前回
の流行より40年以上経つということも
あり、そろそろ起きるのではというの
が専門家の見解である。

なお、新型インフ
ルエンザについては
まだ十分な知見が得
られていないことも
あり、不確定な要素
も多いが、企業での
新型インフルエンザ
対策を考える上で基
本的な対策は大きく
は変わらないといえ
る。

３. 企業における新型イン
　  フルエンザ対策

企業における新型インフルエンザ
対策の基本は、①対策の意志決定が
できる組織を作り、②従業員や顧客
を守る感染予防策を実施し、③従業
員の欠勤や流行による影響を考慮し
た事業継続計画を作成する、④社会
に貢献することである。大企業にお
いて見られる傾向であるが、新型イ
ンフルエンザ対策を考える担当者に
医療従事者が含まれていないせいか
①や③についてはそれなりに進んで
いるところが多いが、②の感染予防
策が十分でないところが多い。対策
のバランスは＜図１＞に示したように、
まずは感染予防策として、従業員を
感染から守り、そしてその家族を守り

（家族が感染した場合には濃厚接触
者になるため職場に入れない可能性
がある）、職場を感染から守るという
ことが優先すべきことである。一部
の特殊な業態を除いて従業員が職場
に来なくて事業継続はできるはずは
ない。対策の骨子について以下に概
説する。

①対策の意志決定ができる組織
　を作る

企業は、新型インフルエンザ対策
の準備、発生時の対応のため、企
業の最高責任者を中心として、必要
関係部門を含んだ対策本部を設立す
る。分散した事業所がある場合には
流行時には各事業所での判断が求め
られることになるため、本社での対
策本部とは別にそれぞれで組織する
ことが必要である。

感染予防策については、医師や看
護師などの専門的な知識を必要とす
ることがあるため、産業医や産業看
護職並びに近隣の医療機関、産業保
健推進センターなどを活用して、助言
を依頼することも検討する。

意志決定にあたっては、継続して
正しい情報を入手できる体制が必要
である。事業者は国内外の新型イン
フルエンザの感染状況等に関する情
報を必要に応じて厚生労働省、外務
省等の政府機関、地方公共団体のサ
イトなどを確認する。

②従業員や顧客を守る感染対策
　を実施する

前述したように特に重要なのはこ

ワクチン、タミフル、水際など
国や地方自治体が主導なことを考慮する

流行時の事業継続計画を作る

個人の行動変容や事業所内での
感染対策を行う

■＜図１＞企業での対策のバランス
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の感染対策である。この感染対策の
多くは、流行時は不要不急の外出を
控える、手洗いや、咳エチケットの
励行といった個人の行動によってなさ
れるものである。こうした感染対策の
重要性を推奨すると企業の担当者の
中には、「手洗いみたいなことを強調
されると内部の危機意識があがらな
い」ということを言う人がいるが、ぜ
ひ今年の冬からでもかぜやインフルエ
ンザ対策としてやってみると良い。こ
のような行動変容を行うことが特に難
しいのは、喫煙対策やメタボ対策で
の行動変容がいかに難しいかというこ
とを考えてみると想像に難くないはず
である。

また、ほとんどの国民はなんらか
の形で仕事をしているため職場を介
した正確な情報伝達や、感染予防に
必要な行動を促す場として機能する
ことで、全国民で取り組むべき新型イ
ンフルエンザ対策の推進が期待され
る。従業員一人一人が正しい知識を
持ち、咳エチケットや手洗いなどの感
染予防行動をとることが、流行時に
事業を継続する上で不可欠なことで
ある。

流行時に個人に必要な行動変容と
しては、

○不要不急の外出を控える
○人混みを極力避ける
○感染患者に近寄らない
○手洗いを励行する
○咳エチケットを徹底する
○従業員等に健康状態の自己把

握に努めるよう健康教育を行う
○感染が疑われる症状がある場

合には外出しない（出勤しない）
○インフルエンザの予防接種をする

ということがあげられる。感染予防
策は単独で完全な効果があるという
ものはなく、様々な行動を行うことで
感染のリスクを下げることが期待され
ることを十分に説明する必要がある。
＜図２＞に1918年頃にスペインインフ
ルエンザが流行した際にわが国の内

務省が出した、感染予防策に関する
告知を示す。インフルエンザウイルス
というものが見つかる前に出された対
策が今も変わらず有効である。

なお、流行時においては、職場や
通勤において様々な感染予防策をし
たとしても、就業時間外の行動につ
いては企業として制限することは難し
い面もある。流行時には就業以外の
日常生活の行動によっては、感染リス
クが高い状況も想定され、こうした状
況において一人一人が感染しない、そ
して感染拡大をさせないためにも、そ
の対策の必要性について十分に従業
員に周知しておくことが求められる。

また、感染予防・感染拡大防止の
物品の備蓄も必要である。これらは
感染リスクに応じたものを検討するべ
きである。ほとんど多くの職場（医療
機関を除いて）で、感染患者（疑い
例も含む）の２ｍ以内に近づかない
場合には、飛沫感染の可能性が下が
るので、保護具はあまり必要ないが、
突発的に感染患者（疑い例も含む）
の２ｍ以内に接触する場合には市販
の不織布製マスクを着用することが
必要であろう。

流行時の職場における感染予防策
としては、次のようなものがある。①
入り口での発熱者のスクリーニング、
②症状のある人は来ない、③在宅勤
務の推奨、④商品の受け渡しをドラ
イブスルーで行う、などが考えられる。
その他にもそれぞれの職場において
対策を検討してみてほしい。

③従業員の欠勤や流行による影
響を考慮した事業継続計画を
作成する
新型インフルエンザに感染被害は、

世界各国、日本全域で広範囲に広が
るおそれがある。

米国の試算では流行時に40％の従
業員が欠勤するということも予想され
ている。40%欠勤することだけで業
務を継続できない企業も多い。そう
いうことがないように、それぞれが

様々な業務が遂行できるような教育・
訓練を行う必要がある。

④社会に貢献する
すべての企業がなんらかの形で原

料や部品の供給を受け、顧客や取
引先が存在する。それゆえ、一企業
だけで対策を推し進めるのではなく、
お互いに連携や支援をしながら対策
を立てていくことが流行時においても
実効性のある対策となる。また地域
社会との連携や支援を視野に入れた
取り組みが期待される。

４. おわりに
新型インフルエンザの流行は、必

ずしも予測通りにはならず、発生する
事態も様々であると想定されることか
ら、今後の情勢の変化などをふまえ
ながら体制を検討する。

企業において新型インフルエンザ
対策としてできることはたくさんあ
る。しかしながら、最も難しいのは、
手洗いや咳エチケットの励行、症状
がある場合に会社に迅速に報告をす
る、といった個人の行動変容である。
今後は、企業において個人の感染予
防に関する意識を高め、行動変容を
推進するような対策が進められるべ
き時期にあると思われる。

■＜図2＞スペインインフルエ
ンザが流行した際に内務省か
ら出された感染予防策（����）
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三浦半島地域産業保健センター

最近の活動状況と平成20年度
第1・四半期の活動について

三浦半島地域産業保健センター長　鈴木　忍

はじめに
三浦半島地域産業保健センターは、

平成8年の開設以来、11年を経過し、
幾多の苦難を乗り越え、労働基準監
督署をはじめ、関係災防団体等の絶
大な支援のもと、安定成長期にはい
っております。

当センターの活動区域は、横須賀
市、逗子市、三浦市、葉山町の3市1
町で、総人口57万人ほどです。

最近の産業保健の現状は、定期健
康診断の有所見率が、50%を超え、
生活習慣病が増加傾向になっており
ます。　

平成20年4月よりメタボリックシン
ドローム対策を盛り込んだ健康診断
項目の改訂が行われ、また過重労働
による健康障害を防止するために、
医師による面接指導が小規模事業場
にも、義務付けされたことから、こ
れらについて重点に取り組んでおりま
す。

産業保健活動の推移
平成15年以降の当センターにおけ

る産業保健活動の実績は＜図1＞のと
おりです。

平成19年度の活動実績
平成19年度の活動実績について、

業種別訪問指導状況、規模別訪問指
導状況及び健康相談等実施状況はそ
れぞれ次の＜図2, 3, 表1＞のとおりで
す。

■＜図1＞平成15年度以降の産業保健活動の推移
■＜図2＞業種別個別訪問指導状況

■＜図3＞規模別個別訪問指導状況
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■＜表1＞健康相談等実施状況



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 　0463-52-0355
●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
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過重労働対策
過重労働による健康障害の防止対

策は、労働衛生活動の最重点課題と
なっており、今年度から専用相談窓
口が設置され、センターの活動範囲
が広がっております。

三浦半島地域産業保健センターで
は、面接指導対応医療機関として、
＜表2＞のとおり、12の医療機関を選
定しました。

利用に当たっては、センターに電
話予約し、必要な手続きを行ってい
ただくこととしております。

電話連絡受付：046 - 822 - 3053
（過重労働による健康障害防止説

明会の開催風景は＜写真＞をご覧く
ださい。）

平成20年度事業計画及
び第1・四半期の実績

次に、20年度の事業計画と、第1・
四半期の実績は、＜図4, 表3＞のと
おりです。

最後に
今後の地域産業保健活

動について、労働基準監
督署や、各種災害防止団
体と密接な連携を取りな
がら、健診結果に基づく
健康相談・保健指導、有
所見者に対する、就業区
分の判定助言指導、過重
労働による健康障害防止
対策など、より一層充実し

た産業保健活動を展開し、働く人々
が生涯、健康で充実した生活ができ
るように精進したいと考えております。

医療機関名 所在地

金成医院 横須賀市追浜

湘南病院 横須賀市鷹取

桑原医院 横須賀市田浦

大澤医院 横須賀市汐入

斉藤医院 横須賀市長坂

東洋ペインクリニック 横須賀市久里浜

山形医院 横須賀市武

逗子整外・内科　 逗子市逗子

島田内科医院 逗子市逗子

逗葉内科クリニック 逗子市桜山

矢島内科クリニック 三浦市天神町

田中内科医院 三浦市栄町

健康相談 個別訪問

年間計画　 88回 400人 96回

第1・四半期実績 28回 124人 26回

■＜写真＞説明会風景

■＜表３＞平成20年度事業計画■＜表2＞面接指導対応医療機関
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■＜図4＞平成20年度第1・四半期の実績
　　　　  （健康相談・保健指導内容の内訳）
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1. 設立経緯と沿革
昭和54年横浜市より北東部医療圏

の整備を目的として、多数の労働人口
を抱える新横浜地区に誘致依頼に伴
い平成3年6月21日に全国で37番目の
労災病院として400床で診療を開始し
た。平成4年4月には650床に増床し現
在の診療体制を整えた。急性期、高
度医療を担って来た。平成5年に臨床
研修病院、平成12年には救急告示の
指定を受けた。

一方、勤労者医療を実践すべく“勤
労者メンタルヘルスセンター”を平成
11年に設立した。同時に、勤労者の
電話相談窓口を設置して勤労者のメ
ンタルヘルスについて電話やメール相
談を行っている。平成16年度からは
勤労者総合センターを新設し勤労者
メンタルヘルス研究センター、産業医
臨床支援センター、勤労者予防医療
部、地域医療連携室を統合した。平
成17年にはアスベスト疾患ブロックセ
ンターを開設し、さらに、平成19年9
月には地域医療支援病院の承認を受
け、医科、歯科、行政、学識経験者
並びに当院メンバーを加え横浜労災
病院地域医療支援委員会を定期的に
開催している。

当院の診療圏は、横浜
市北東部地区（港北区、鶴
見区、神奈川区、都筑区、
青葉区、緑区）である。地
域の医療情勢としては、こ
の間に昭和大学北部病院
と神奈川県済生会横浜東
部病院が新設された点であ
る。また、20年度DPC導入
で画像診断等は入院時検
査としてではなく、外来に
移行して施行することで入
院期間の短縮化が図られて
いる。勤労者にとっては仕

事をしながらの医療を受けられるシス
テムが大いに望まれている所である。
21世紀の国策としての医療計画では、
がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿
病が重点疾患となっている。中核施
設と開業医（回復期リハ病院等）の病
診連携を積極的に推進する目的で整
形外科あるいは脳卒中連携パス、更
には糖尿病治療病診連携等の地域連
携パスの確立と実行をみている。平成
19年度地域がん拠点病院に指名され、
がん診療（外来化学療法室設置）の
充実を行い働く人にも手軽に癌治療
が出来る体制が確保されている。更
に、急性期医療の充実は地域住民の
信頼を獲得するばかりか働く人々への
安心感につながっている。

2. 勤労者医療への 
　 取り組み

私共の勤労者医療総合センターの
構成は、当院院長である藤原研司が
総合センター長を兼務している。その
下に ①地域医療連携室、②産業保
健産業医支援センター、③勤労者メン
タルヘルス研究センター、④勤労者予
防医療部、の4部門から構成されてい
る。以下に各々の活動状況を概説す

る。すなわち、
地 域 医 療 連
携室では、地
域 医 療 支 援
委 員 会 の 開
催、 登 録 医
制 度 の 企 画
と運営、紹介情報の管理（紹介患者、
逆紹介の管理、経過報告書の送付）、
病診連携への広報活動（横浜労災病
院だより、ミニレターの発行）、医師
会等での講演、等々に取り組んでおり

“勤労者医療”の実践を目指している。
次に、産業保健産業医支援センタ

ーの取り組みを紹介する。神奈川産
業保健推進センターとの連携を行って
いる。すなわち、メンタルヘルス分野
での相談員を派遣し指導を行ってい
る。また、地域の産業医を対象とした
産業医講習会を積極的に開催し産業
医の活性化を図って来た。また、行
政機関との連携では、横浜北労働基
準監督署、横浜北地区医師会、労務
衛生協会も三者で開催する認定産業
医講習会に対して会場の提供や講師
派遣を積極的に行っている。更には、
企業との連携も図っている。社員、管
理職等に対する健康（メンタルヘルス）

当院の特色と勤労者医療の実践
横浜労災病院 副院長　西川 哲男

種　　別 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
電話相談（無料） − 1,407 1,736 2,416 3,536 4,247 4,916 5,576 3,893
メール相談（無料） − 116 611 1,638 2,610 3,510 3,929 4,805 6,425
対面式カウンセリング（無料） − − − − − 51 147 173 134
リラクゼーション体験 1,642 1,968 1,845 1,746 1,404 1,284 938 1,481 1,516
健康セミナー 524 1,011 582 752 889 410 343 395 355
心理テスト 33 25 34 27 18 10 12 20 3
ストレスドック 9 7 14 60 43 56 22 14 10
対面式カウンセリング 123 188 201 406 481 428 372 480 376
研修 − − 233 246 213 195 176 238 218
産業医講習会 − 200 250 290 245 205 200 210 210
講演・講義（回数） − − 56 120 155 98 191 230 251
　　〃　　  （人数） − − − − − − 16,197 20,153 22,220
外部機関相談業務（回数） − − − 61 73 51 26 36 31
マスコミ広報（掲載・放映等） − − − 78 97 60 65 75 92
マスコミ取材（件数） − − − − − − − 24 13
復職支援相談（件数） − − − − − − − 24 925
長時間労働面談（件数） − − − − − − − − 92

■＜表1＞勤労者のメンタル不全対策
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セミナーへの協力を行い、企業の産
業医活動も積極的に関わっている。

勤労者予防医療部並びに、勤労者
メンタルヘルス研究センターの活動内
容を示す＜表1＞。すなわち、勤労者
のメンタル不全対策の実態を表1に示
した通りである。電話相談およびメー
ル相談は年度毎に増加の一途である。
他に、カウンセリング、リラクゼーショ
ン、ストレスドック等も積極的に行って
勤労者の健康管理に大いに役立って
いる所である。メンタル不全に対する
講義の回数も年々増加し受講者も1万
5千人を越える勢いである。最近では、
復職相談や長時間労働に関する相談
も積極的に行っている。勤労者の為
の過労死予防対策として各種指導も行
っておりその実績を＜表2＞に示す。

特に、勤労者メンタルヘルス研究セ
ンターでは、労災疾病等13分野医学
研究開発普及事業に積極的に関与し
ている。特に、勤労者メンタルヘルス
分野にてインターネットによるメンタル
ヘルスチェックと精神保健指導の有用
性に関する実証的研究と題した課題
で、山本晴義センター長は多くの成果
を上げている。此の研究では、勤労
者個人、職場の管理監督者、産業保
健スタッフ等への助言をインターネット
で行えるシステムを構築した。メンタ
ルヘルス不調者を早期に発見し早めに
健康管理室や医療機関への受診を促
すことが可能となる。事業所にとって
も職場環境、従業員のメンタルヘルス
状況の把握が可能となる。現在此の
研究は継続されているが大きな成果を
もたらして来ている。今後、定期健康
診断の場でも利用される可能性が示
唆されている。

3. アスベスト疾患 
    ブロックセンター

平成17年に本センターが開設され

現在、呼吸器内科部長の森川哲行が
センター長である。建設現場や多くの
昔の建物にアスベストが使用されてい
る。悪性中皮腫の発生も増加してい
る。アスベストを扱った本人ばかりか
その工場の近隣の住民にも健康被害
が報告されている。我々のセンターの
実績を＜表3＞に示した。特に石綿小
体測定検査は特殊検査で当院で此の
検査で最終診断を行う症例も増加し
ている。働く人が長い年月の後、健
康被害に合うという一例が本疾患で、
当院で積極的に勤労者医療としてのア
スベスト対策を行っている。

4. おわりに
医師不足を始めとして医療界の綻

びがあちこちに見られる昨今である。
追い討ちをかけるように高齢者人口の
著増が社会構造を歪めている。若年
労働者の減少で国の税金収入も減る
一方でもある。そのことは、すなわち
今持てる勤労者の存在が極めて重要
であることを意味する。すなわち、社
会基盤の根幹をなす勤労者の生き甲
斐と健康を守ることが明日の日本の発
展と安定に繋がるものである。今年
度から特定健康診断制度も開始され
た。最新の生命予後調査では、日本
人の死因は一位が癌で、二位は脳心
血管障害による。癌も老化で頻度が
増加することよりやはり血管の老化が
いずれの疾患も共通する病態でもあ
る。欧米諸国に追いつき追い越せの
我が国の基本姿勢が第二次世界大戦
以降急速に盛んになった。その結果、
食事を含め我々のライフスタイルが欧
米化したのも事実である。すなわち、
食事の総カロリーは昭和30年代も現
在もほぼ一定で2000カロリー前後であ
る。しかし、その中に含まれる脂質
成分の割合は欧米と遜色無いまでに

増加してきた。それは、疾病構造を
変化させるに足る大きな生活習慣の変
化であった。血管はコレステロールや
糖で老化してくる。このような事実に
対して早期発見治療を積極的に労災
病院が主導的に関与して来た。

今後、勤労者の疾病発症予防が最
優先される。その中心にあるのが労災
病院であり、急性期医療を含め高度
医療の提供で多くの勤労者疾病対策
を行っている。同時に、一般市中病院
や大学病院では出来ない特色ある勤
労者医療を推進して来た。今後も産業
保健活動とともに勤労者の為の実りあ
る医療の実践を行うものである。

種　　別 17年度（9月～ 3月） 18年度 19年度
電話相談 1,703 1,075 650
健康診断（有所見者数） 658 (108) 1,027 (220) 732 (85)
保険診療（有所見者数） 103   (69) 145   (96) 53 (32)
健康管理手帳による定期健診（労災） − 128 381
健康管理手帳による定期健診（船員） − 30 29
石綿小体測定検査 〈平成18年9月から実施〉 − 35 60

■＜表3＞アスベスト疾患ブロックセンター業務件数（平成17年9月1日設置） 
■＜表2＞勤労者の過労死予防対策
種　　別 16年度 17年度 18年度 19年度
保健指導 217 168 159 151
生活指導 81 103 159 151
栄養指導 81 78 3 38
運動指導 81 78 0 9

アスベスト疾患ブロックセンター
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メンタルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による
相談促進事業の概要及び本事業の利用のお願い
1. 本事業の目的

本事業は、平成20年度の国の委託
事業で、国が定めた基準を満たした
メンタルヘルス不調者等の労働者に対
する相談機関（以下「相談機関」とい
う。）を登録するとともに、登録した
相談機関（以下「登録相談機関」とい
う。）を事業場に対して紹介すること
等により労働者の心の健康問題に関
する相談体制の整備を図り、労働者
の心の健康の保持増進を図ること。

2. 相談機関の登録に
　 ついて

登録基準に適合して事業運営を行
っていることを自己適合確認した相
談機関から登録申請を受け、その登
録を行い、登録相談機関の情報を公
表する。＜表1＞

3. 20年度（事業初年度）に
　 おける本事業実施の流れ

（1）機構本部の実施事項
７月以降、本事業の周知を開始し、

９月１日から相談機関からの登録申
請受付を開始する。なお、産業保健
部に「相談機関登録窓口」を開設し
て、対象相談機関からの登録申請に
係る問合せへの対応を行う。

（2）産業保健推進センターの
      実施事項

産業保健推進センターに「メンタル
ヘルス対策支援センター」を設置し、
以下の業務を行う。
ア.　関係機関への周知・広報

イ.　相談機関利用促進員による事
業者等への周知【10月以降】
相談機関利用促進員が、事業
場、事業主団体等を訪問し、
メンタルヘルス指針等の周知に
よるメンタルヘルス対策の普及
を図るとともに、登録されたメ
ンタルヘルス相談機関等を紹介
する。
　また、相談機関利用促進員
は、事業場、事業主団体等に
対し、本事業を活用する場合

の留意事項について、助言を
行う。

ウ.　メンタルヘルス等の研修時の
受講者への周知【10月以降】
センターで実施しているメンタ
ルヘルス等の研修の実施後に、
センターの産業保健相談員又
は相談機関利用促進員が、当
該事業について説明し、周知
を図る。

4. 事業者・団体の皆様へ
上記のとおり、相談機関利用促進

員は、事業場、事業主団体等を訪問
し、登録されたメンタルヘルス相談
機関等を紹介するほか、メンタルヘ
ルス指針の周知、メンタルヘルス対
策推進上の問題等に対する助言など
を行うこととしています。

相談機関利用促進員の訪問を希望
される事業場、事業主団体等は、当
センターに申し込みください。

登録の対象とな
る相談機関

事業者と契約を結び有料で面接
によるメンタルヘルスに関する
相談等を実施する相談機関であ
って、医療法上の医療提供施設
以外のもの

登録の単位

相談室を設けて面接による相談
等のサービスを提供する場所の
単位ごと（１の相談機関が複数
の相談室を有する場合は、それ
ぞれの相談室が登録の単位とな
る。）

登録の有効期間
３年。有効期間内に有効期間の
更新申請があった場合に、更新
手続きを行う。

登録の方法

機構本部において、相談機関か
らの登録申請を受け付け、登録
申請書及び添付書面について、
申請者による自己適合確認が適
切に行われていることを、チェ
ックリストを用いて確認し、登
録を行う。

神奈川産業保健推進センター助成事業紹介

■＜表1＞
相談機関による相談促進事業の概念図

●国のメンタルヘ
ルス指針の周知

●登録相談機関の
利用促進

●メンタルヘルス
対策推進上の問
題に対する助言

登録相談機関リス
トの公表



小規模事業場産業保健活動支援促進助成金
平成20年4月から、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金制度（産業医共同
選任事業）が改正され、単独の事業場でも申請が可能になりました。
産業保健推進センターが産業医の共同選任をお手伝いします。また、助成額は労
働者数にかかわらず、活動1回あたりの定額となりました。

小規模事業場産業保健活動支援促進助成金って何ですか？
労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が、他の事業者と共同して産業医の要件を備えた医
師を選任・契約し、職場巡視、健康診断の結果に基づく保健指導、長時間労働者への面接指導、健
康教育、健康相談等の産業保健活動を実施した場合、その費用の一部を助成する制度です。

助成金をもらうためには、まずどうすれば良いの？

◎個々の事業場による単独申請
まず申請書（様式第1号－2）を産業保健推進センターに提出してください。
推進センターでは、事業場の属する業種、抱える産業保健上の課題、地理的要件のいずれかの要
件を共有する他の事業場との産業医の共同選任を支援するため、郡市区医師会との連携によ
り、課題を解決するための産業医を共同選任産業医としてご紹介します。
他の事業場と共同で選任する産業医と契約を結び、契約書の写し等を産業保健推進センターに
提出したら、本事業への登録完了です。

◎事業場グループを形成して申請
グループ内の各事業場と医師が結んだ産業医契約書の写しを添えて、申請書（様式第1号）を産
業保健推進センターに提出してください。契約する産業医が探せない場合は、産業保健推進セ
ンターにご相談ください。郡市区医師会との連携により、産業医をご紹介します。

助成金の支給額はどのくらい？

86,000 円（上限） ＝
事業場において行われた
産業医による産業保健活動
1回あたり 21,500 円

各年度当たり
活動4回まで×

��

■登録申請は初年度となる平
成20年度は8月末日までで
す。平成21年度以降は5月
末日までとなります。

■助成支援対象となる産業保
健活動の具体例は右表のと
おりです。尚、助成期間は3
年間です。

※詳細につきましては、神奈川産
業保健推進センターにご連絡く
ださい。

小規模事業場産業保健活動支援促進助成金
平成20年4月から、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金制度（産業医共同選任事業）が改正
され、単独の事業場でも申請が可能になりました。
産業保健推進センターが産業医の共同選任をお手伝いします。また、助成額は労働者数にかかわら
ず、活動1回あたりの定額となりました。
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厚生労働大臣表彰
（1）優良賞
（安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範であると認められる
事業場又は企業に対する表彰）

（安全確保対策）
・東京ガス株式会社 根岸工場

（2）功績賞
（地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的
立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向
上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰）

田之畑 一則（地方じん肺診査医）

神奈川労働局長表彰 
（1）優良賞　
（地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範である
と認められる事業場又は企業に対する表彰）

（安全確保対策）
・オイレス工業株式会社 藤沢事業場
・東京レーダー株式会社

（健康保持増進対策）
・東京急行電鉄株式会社　鉄道事業本部運転車両部元住吉車掌区

（2）奨励賞
（地域の中で、安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組み
が他の模範と認められる事業場又は企業に対する表彰）
(安全確保対策)
・アサヒビール株式会社 神奈川工場
・出光ルブテクノ株式会社

・株式会社えひめ飲料 東京工場
・株式会社シノザワ
・住電ハイプレシジョン株式会社 横浜工場
・田中貴金属工業株式会社 湘南工場
・日清ペットフード株式会社 鶴見工場
・プリンス電機株式会社
・株式会社明治フレックス 山北工場
・横浜機工株式会社 横浜事業所
（健康確保対策）
・日清オイリオグループ株式会社 横須賀事業場
（３）団体賞
（安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向
上に顕著な功績があった団体）
・東芝生産技術センター 安全衛生協力会

（４）功績賞
（地域の中で、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動
において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安
全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰）
鈴木 亜喜男 （陸上貨物運送事業労働災害防止協会神奈川県支部相模原分会長）

前田 啓一 （社団法人神奈川労務安全衛生協会労働衛生管理推進委員会委員長）

矢崎 敏郎　（建設業労働災害防止協会事業部長）

（5）安全衛生推進賞
（地域の中で、長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、
団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をし
た個人に対する表彰）
最勝寺 嵩 （陸上貨物運送事業労働災害防止協会神奈川県支部厚木分会・相模原分会　前事務局長）

波多腰 与志孝（労災防止指導員）

平成20年7月7日（月）、メルパルクYOKOHAMA郵便貯金会館において安全衛生表彰式が関係者多数出席のも
と開催されました。表彰式では、厚生労働大臣賞の披露・伝達と神奈川労働局長賞の各賞についての表彰が行われ
ました。安全衛生水準の向上に貢献されて受賞された各企業、団体ならびに個人の方々に心よりお喜び申し上げます。

平成20年度 神奈川労働局安全衛生表彰式受賞者名簿（敬称略）

平成20年度
神奈川労働局安全衛生表彰式開催される
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（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

■本号でも紹介しましたが、厚生労働省からの委託を受け、「メンタ
ルヘルス不調者等の労働者に対する相談機関による相談促進事
業」を実施することとなりました。この内容は、（１）メンタルヘルス相
談機関の登録の事業、（２）相談機関利用促進員によるメンタルヘ
ルス対策の普及促進の事業の二つの部分から構成されています。
■後者のメンタルヘルス対策の普及促進の事業については、当セ
ンターで「相談機関利用促進員」を委嘱し、事業場を巡回してメン

タルヘルス指針などを周知するとともに、外部資源の利用の方法
をはじめ、メンタルヘルス対策推進上の問題などの相談に乗り助
言を行うこととしています。
■９月早々にも、県下の事業場に文書を送付し、この事業に関心
のある事業場を募集いたしますので、産業保健スタッフや労務担
当者などで、日頃メンタルヘルス対策の推進でお困りのことがござ
いましたら、是非とも申し込みをお願いいたします。

※参加費はすべて無料です。

神奈川県下地域・職域看護職研修会
●日　時　平成20年9月10日（水）14：00 ～16：30
●場　所　横浜市健康福祉総合センター　４階ホール
●テーマ　「メンタルヘルスを議論しよう
　　　　　　　ー県下の地域・職域の連携の模索ー」
　●特別講演
　　神奈川県精神保健福祉センター所長　桑原 寛 氏
　●県下の地域・職域の連携の模索
　　横須賀市保健所 健康づくり課主査　室木 純一 氏
　　横浜市磯子区福祉保健センター　平林 桂 氏
　　パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株)産業医　小林 靖 氏

平成20年7月9日（水）　於：当センター会議室

平成20年7月7日（月）　於：メルパルクYOKOHAMA神奈川県産業保健強調期間推進研修会
●日　時　平成20年11月28日（金）13：30 ～17：00
●場　所　はまぎんホール ヴィアマーレ
●テーマ　「一次予防としてのメンタルヘルス対策」
　講　師　神奈川産業保健推進センター 相談員　森田 哲也
●テーマ　「労働衛生の現状と課題について」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課長　髙橋 俊一 氏
●対象及び定員
　産業医：１５０名
                 (認定産業医・基礎後期及び生涯研修：2.5時間2.5単位申請中）
　事業主・産業保健業務従事者等：１５０名

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成20年9月20日（土）13：30 ～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「海外の職場復帰制度」
　講　師　（株）リコー横浜事業所 産業医　鈴木 貴代美 氏

●日　時　平成20年11月20日（木）14：30 ～16：30
●場　所　かながわ県民センター2階ホール （横浜駅西口徒歩5分）
●テーマ　「職場におけるメンタルヘルスの課題と対策」
　講　師　北里大学大学院准教授　田中 克俊 氏
●対象及び定員　企業経営者、人事労務担当者、職場の管理監督者、
                            産業保健従事者等   2５０名
●費　用　無料
●申込み・問い合わせ先　神奈川県労政福祉課 労政班
　　　　　　　　　　　　電話（045）210-5739（直通） 

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成20年9月6日（土）14：00 ～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「自殺予防の取組み」
　講　師　公立大学法人横浜市立大学医学部精神医学准教授
             　河西 千秋 氏

●日　時　平成20年１２月１３日（土）14：00 ～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「職域における泌尿器科のかかわり」
　講　師　川崎市立多摩病院 泌尿器科副部長　古畑 壮一 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20年度 
第２回産業保健相談員会議

平成20年度 
神奈川労働局安全衛生表彰式

平成20年7月25日（金）　於：当センター会議室
四大学産業医学関連連絡会

挨拶される
神奈川労働局長
森岡 雅人 氏

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 　0463-52-0355
●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

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。

職場のメンタルヘルス対策講演会

■研修会・交流会についての申込み・問い合わせ先　

神奈川産業保健推進センター 電話（045）410-1160

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
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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。
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神奈川県下の産業保健関係機関情報

平成20年度（第59回）全国労働衛生週間実施要綱

地域産業保健センター活動紹介

横浜労災病院の特色と勤労者医療の実践

 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
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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


