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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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（独）労働者健康福祉機構では、平成20年度の厚生
労働省委託事業として「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」を実施して
いるところです。この事業の概要は、次のとおりです。

（１）機構本部において、国の基準に適合するメンタル
ヘルス相談機関（医療法上の医療提供施設を除く）
の登録・公表を行う。

（２）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」を開設するとともに、事業者・団体に
対し、メンタルヘルス対策の周知活動等を行う。

■＜相談機関利用促進員の活用の事例＞

メンタルヘルスをめぐる最近の話題
神奈川産業保健推進センター所長　石渡-弘一

■相談機関利用促進員は、企業で
労働衛生、産業保健などの業務
に携わった経験を有する方に委嘱
しています。訪問の際に戴いたご
質問によっては、当センターの産
業医学、メンタルヘルス等を担当
する産業保健相談員と連携を取っ
て、回答いたします。

■名称は「相談機関利用促進員」で
すが、相談機関の利用促進に限
ることなく、右に掲げるようなメン
タルヘルス対策の普及促進全般を
担当いたします。

①今まで、メンタルヘルス対策に取り組んでこなかったが、これを機会に取り組みた
いので、全般的な説明を聞きたい。

②最近、メンタルヘルス対策の取り組みを開始したが、事業場としての組織整備や実
施すべき事項など基本的な事項について助言を受けたい。

③社内のメンタルヘルス計画の立て方について助言を受けたい。
④メンタルへルス指針の中でわからないことがあるので説明を聞きたい。
⑤メンタルヘルス相談機関や医療機関の活用の仕方について説明を聞きたい。
⑥メンタルヘルス不調者に対する具体的な対応を相談したい。
⑦メンタルヘルス不調で休業している者の職場復帰について説明を聞きたい。
⑧職場復帰の手引きについて説明してほしい。
⑨メンタルヘルス研修会を開催したいが、留意事項について助言を受けたい。
⑩社内に相談窓口を設置したいが、留意事項について助言を受けたい。
⑪メンタルヘルス対策について、事業者や労務管理者などに必要性を説明してほしい。

当推進センターでは、この事業に
基づき、委嘱した相談機関利用促進
員が無料で事業場を訪問し、メンタ

ルヘルス指針の周知を始め、メンタル
ヘルス相談機関の活用、事業場にお
けるメンタルヘルス対策推進上の問題

点、疑問点に対する助言等を行うこ
ととしています。

●ご相談・お申し込みは当センターまでご連絡ください。（TEL：045-410-1160）

第１１次労働災害防止推進計画
のうちで、重要課題の一つに過重
労働による健康障害防止とメンタル
ヘルス対策の推進が示されていま
す。一方、自殺者が３万人を下らな
い現状では、国が力を入れている
自殺予防対策の面から見ても大き

な柱で、此のことを、まず事業主
に十分理解してもらう事が必要で
しょう。

一旦、職場で事例が発生すると、
産業医（かかりつけ医）等・事業
外相談機関（行政なども含む）・精
神科医３者の連携が密に機能する

ような、地域・職域の連携、ネット
ワーク化が重要であります。

神奈川県など行政・県医師会・
専門医団体等３者のよりよい関係
を作りあげる会議がもたれている
ので大いに期待しましょう。

メンタルヘルス対策のための促進員活用のお願い 神奈川産業保健推進センター

●国のメンタルヘ
ルス指針の周知

●メンタルヘルス
対策推進上の問
題に対する助言

●登録相談機関の
利用促進

登録相談機関リス
トの公表メンタルヘルス相談機関の登録

ホームページ等による公開

相談機関利用促進員による事業場等への周知

ホームページ等による情報提供

メンタルヘルス対策支援センター
（神奈川産業保健推進センター）

本部（産業保健部）

労働者健康福祉機構

事　

業　

場



�

1

神奈川労働局-労働基準部-労働衛生課

神奈川労働局の
第11次労働災害防止推進計画（抜粋）

期間：平成20年度～平成24年度

平成20年度を初年度とする第11次
労働災害防止計画が厚生労働省から
発表されました。

これを受けて、神奈川労働局では、
神奈川県内の労働災害発生状況と産
業構造の変化等を踏まえ、下記のと
おり5か年計画を策定しました。

すべての事業場において、労働災
害の撲滅に取り組んでいただきますよ
うお願いします。

計画のねらい
労働者の安全と健康はかけがえの

ないものであり、労働者本人にとっ
てはもちろんのこと、家族、事業場、
産業界、そして国全体にとって最大
限尊重すべきものである。事業場の
生産活動を優先するあまり労働者の
安全と健康の確保がおろそかになっ
てはならないことである。事業者を始
めとする関係者は、常に労働者の安
全と健康の確保を優先しなければな
らない。

労働者の安全と健康の確保を目的
とする労働安全衛生法においては、
事業者が遵守すべき最低基準を義務
として示すだけでなく、積極的に労働
者の安全と健康を確保する措置を講
ずることを求め、また、労働者に対し
ても必要な事項の遵守や事業者の安
全衛生に関する措置への協力に努め
なければならないとしている。

労働者自身もこのことを十分に理
解し、安全衛生に関わる活動に積極
的に取り組み、協力しなければなら
ない。

本計画は、経営トップの強いリーダ
ーシップの下、経営陣と現場が一致
協力して、事業場における自主的な

安全衛生管理の取組を積極的に推進
することにより、労働災害を着実に減
少させることをねらいとする。

計画における安全衛生対
策に係る基本的な考え方

本計画における安全衛生対策につ
いては、労働災害全体を減少させる
ためのリスク低減及び重篤な労働災
害の防止という二つの観点から取り組
むとともに、目標の設定、計画的な
実施等により的確な推進を図ることと
する。

(1)労働災害全体を減少させるた
     めのリスク低減対策の推進

死傷災害等の労働災害全体を一層
減少させるため、事業場における危
険性又は有害性の特定、リスクの見
積り、リスク低減措置の検討等を行い、
それに基づく措置の実施を行うリスク
アセスメントが広く定着することが必
要であり、その取組を促進する。

(2)重篤な労働災害を防止する
     ための対策の充実

死亡災害等の重篤な労働災害の一
層の減少を図るため、これらの労働
災害が多く発生している作業、機械
設備等について、労働災害防止対策
の効果的な推進を図る。

計画の目標
(1)目標

労働災害の防止及び労働者の健康
の確保並びに快適職場の形成促進を
図り、安全衛生水準の向上を期すた
めに次の目標を設定する。国、事業者、
労働者を始めとする関係者は、それ
ぞれの立場で目標達成に向けて積極
的に取り組むこととする。

なお、平成24年までの間、これらの
目標に向けた逐年での減少等を図る。

①平成24年の死亡者数を45人以下と
すること。

②平成24年の死傷者数を6,000人以
下とすること。

③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、50％未
満とすること。

(2)重点対策及びその目標
①リスクアセスメントの実施の促進

作業内容に即した具体的な作業方
法の周知、事業場の人材養成の促
進を図り、リスクアセスメントの実
施率を向上させる。

②化学物質におけるリスクアセスメン
トの実施の促進
化 学 物 質 等 安 全 データシート
(MSDS）等を活用し、リスクアセ
スメントの実施率を向上させる。

③機械災害の防止
労働災害が多発している又は重篤
な労働災害を発生させている機械
について、必要な措置を講じること
により機械災害の減少を図る。

④墜落・転落災害の防止
災害が多い足場、建築物における
作業、荷役に係る作業等における
墜落・転落災害の防止措置を講じ
ることにより、墜落・転落災害の減
少を図る。

⑤粉じん障害の防止　
アーク溶接作業、金属等の研ま作
業、トンネル建設工事等を重点に
粉じん障害防止対策を進め、じん
肺新規有所見者の減少を図る。

⑥化学物質による健康障害の防止
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化学物質に係る有害業務について
作業主任者の選任等必要な措置を
講じることにより、特定化学物質、
有機溶剤、一酸化炭素等化学物質
による中毒等の減少を図る。

⑦安全委員会、衛生委員会の活性化
安全委員会、衛生委員会で活発な
議論を行い、安全衛生パトロール
の強化等自主的安全衛生管理活動
を促進する。

⑧健康診断の推進
労働者の自主的な取組、高齢者医
療確保法に基づく医療保険者が行
う措置とも連携することにより、健
康診断結果等に基づく措置の実施
率の向上を図る。

⑨メンタルヘルス対策の推進
労働者に対する教育、研修等の実
施、現場復帰対策等を推進し、メ
ンタルヘルスケアに取り組んでいる
事業場の割合を50％以上とする。

⑩過重労働による健康障害の防止
長時間労働の抑制、医師による面
接指導の完全実施、労働衛生管理

体制の整備等を図る。
⑪第三次産業対策

第三次産業のうち、災害が多発し
ている業種を重点に、業種に応じ
た施策を推進することにより、労働
災害の減少を図る。

主な労働災害防止対策
(1)自主的な安全衛生活動の促進
①リスクアセスメントの実施の促進
②労働安全衛生マネジメントシステム

の導入の促進
③自主的な安全衛生活動促進のため

の環境整備等

(2)特定災害対策
①機械災害防止対策
②墜落・転落災害防止対策
③交通労働災害防止対策
④爆発・火災災害防止対策
⑤転倒災害防止対策

(3)労働災害多発業種対策
①製造業対策
②建設業対策
③陸上貨物運送事業対策
④港湾貨物運送事業対策
⑤第三次産業対策

(4)職業性疾病等の予防対策
①粉じん障害防止対策
②腰痛予防対策
③振動・騒音障害防止対策
④熱中症予防対策及び酸素欠乏症等
  防止対策

⑤その他の職業性疾 
   病等の予防対策

(5)石綿障害
　  予防対策
①全面禁止の徹底
②解体作業等にお
   けるばく露防止対
　策の徹底
③離職者の健康管
　理対策の推進

(6)化学物質対策
①化学物質による労働災害の防止対

策
②化学物質管理対策

(7)メンタルヘルス対策及び過重
     労働による健康障害防止対策
①メンタルヘルス対策
②過重労働による健康障害防止対策

(8)産業保健活動、健康づくり
     及び快適職場
①産業保健活動の活性化
②健康づくり対策
③快適職場づくり対策

(9)安全衛生管理対策の強化
①安全委員会、衛生委員会の活性化
②安全衛生教育の効果的な推進等
③中小規模事業場対策の推進
④就業形態の多様化等に対する対策
⑤高年齢労働者対策等の推進
⑥外国人労働者対策の推進

(10)効率的・効果的な施策の推進
①労働基準監督署管内における労働

災害多発業種等対策の推進
②関係機関との連携等

（注）神奈川労働局ホームページにも掲
載しておりますのでご覧ください。

http://www.kana-rou.go.jp

＜平成24年における目標＞
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私は今年２回目の産業医の資格更
新をするので産業医歴10年になる。
10年間数社の産業医を経験し私なり
にいろいろと悩み考えることもあるの
でそのことについて述べてみたい。

そもそも産業医なる職が企業の中
で定着することになったのは1950年
ＩＬＯ／ＷＨＯが産業保健の目的を
明確に言及して以来のことではなかろ
うか？それによると産業保健の目的は

『すべての職業における働く人々の身
体的、精神的および社会的健康を最
高度に維持増進せしめること』とあ
る。その目的遂行のため、①健康管
理、②作業管理、③作業環境管理
の3項目が重要活動として位置づけら
れた。

産業保健の目的を遂行するために
中核となる法律として労働安全衛生
法が1972年に制定され、その中で産
業医を選任すべき事業場が特定され
産業医の職務も定められた。

最初に安衛法が定められた時代は
まだまだ現業と言われる工場のブル
ーカラー労働者の健康維持に主眼が
置かれ各種法令もそれに沿ったもの
であった。「有害物質取り扱い」、「酸
素欠乏症防止」、「粉塵障害防止」な
どに関する法令は明らかに工場現場
での作業環境の安全確保のためのも
のである。安衛法制定後40年近く経
てわが国の労働形態も大きく変革し、
以前は見られなかった職種が増えて
きている。もちろん社会情勢の変化
に応じてさまざまな法令が追加されて
きたが現実は対策が後手後手に廻っ
ているように思えてならない。

この30年間の間に仕事の種類、形
態が変わってきたように日本人の健康
状態も大きく変わってきている。

生活全般の変わりようも目覚ましく
低脂肪低カロリーの和食から高脂肪、
高カロリーの洋風化、孤食、不規則
な食事摂取などの食習慣の変化、飲
酒、喫煙習慣の増加、睡眠時間の短
縮などによる生活習慣病（高血圧、脂
質異常症、糖尿病、肥満など）の罹
患率が高くなってきている。職場の
健診でもこれらの疾患に係わる有所
見者の割合が増加しつつあり平成19
年は50.1％とついに半数を超えるに
至っている＜図1＞。そのため健康診
断の事後措置が重要なのだが、現在
のところ一部の熱心な事業所では有
所見者の事後措置を産業医の協力で
きちんとやっているものの、多くの事
業所では健康診断の結果を労働監督
署に報告するだけで事足れりとしてい
る。また監督署も有所見者に対して
どのような事後措置をとるかは事業者
に任せっぱなしにして有所見者対策
の報告をするようなシステムになって
いないのが実情である。

数年前から長時間勤務による過重
労働が社会問題として浮上している。

過重労働に関しては安衛法が制定さ
れた以前から労働基準法（1947年）
で労働時間が規制されている。にも
かかわらずこの時期になって長時間
勤務による健康障害が云々されると
いうのはこの法律が数十年にわたっ
て遵守されていなかったということだ
ろうか？それとも法律自体にさまざま
な特定が認められるような不備があ
ったのだろうか？後者の例として中間
管理職（いわゆる名ばかり管理職）の
時間外勤務がある。名ばかり管理職
の例としてファーストフード店の店長
の例が多いが、医師として切実に感
じるのは医療関係者とくに病院勤務
医の労働時間の長さである。このこ
とについても最近はかなり改善されて
いるようだが改善の機運が生じたの
は自殺者がでてそれが労働災害とし
て新聞に大きく報じられて以後のこと
である。病医院勤務医の労働条件の
改善が進み、それが医師不足の要因
の一つとなって別の社会問題を惹き
起こしているのは皮肉と言えば皮肉で
あるが、もっと以前にそれまでの医
師の自己犠牲による長時間勤務が改
善されていれば現在の医師不足に対
して早くに対策が立てられたことだろ

労働基準監督署の事後措置
社団法人-神奈川県医師会-産業医部会-幹事（逗葉医師会）--池上-晃子
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（％）■＜図1＞定期健康診断有所見率
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＜資料＞神奈川労働局「定期健康診断結果」
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う。労働環境の整備も、医療対策も
ともに厚生労働省の管轄なのだから
これはすべて厚労省の責任としか言
いようがない。表にでてこないだけで
ほかの職種でも過重労働の例は多々
あるのではないかと思われる。

過重労働による健康障害として脳、
心臓疾患は以前から問題視されてい
る。脳、心臓疾患については前述し
た日本人の生活習慣の変化による罹
患率が増加していることに加えて過
重労働により致命的な結果を生じる
事例が増えその結果過重労働対策が
重要課題となり平成14年には「過重労
働による健康障害を防止するため事
業主が講ずべき措置等」が定められ
た。しかしその後も過重労働による
労働災害は増える傾向にあり労災と
認定された事例は平成19年度で392例

〔死亡例142人〕に上っている＜図2＞。
最近は脳、心臓疾患以外に過重

労働による精神的障害が問題となっ
ている。平成19年度に過重労働によ
る精神的障害として労災認定された
事例は268人（そのうち自殺、自殺未
遂が81人）であった＜図3＞。こうい
った情勢から労働監督署もメンタル
ヘルス対策に力を入れるようになっ

た。精神的障害のもっとも不幸な転
機は自殺であり、そういった事例が
発生すると社会的問題として大きく取
り上げられるが、実際の職場では長
期休職、職場不適応など業務に支障
をきたす例が多く見られる。

精神的障害を含めて多くの健康障
害は労働者本人だけの問題ではなく、
事業所にとっても不利益になるという
ことを多くの事業主は理解していない
ように思える。労働安全衛生法は働
く人の健康を守り、維持するために
設けられたものであるが、働く人の
健康を守ることが事業の維持発展の
ために必須であるという視点に欠け
ている事業主が多い。それは日々の
経営に忙殺されてのことか、目先の
利益のみを考えてのことか、単なる
無知によるものか良く分らない。

たとえば産業医を選任し、監督署
にその旨届け出た後、契約を破棄す
る、安全衛生委員会を一度も開催し
ない、定められた職場健診を行わな
い、健診を行っても事後措置をきち
んと行わないなどの例は多く見られる
ことである。そのような事業所の事
情を監督署はどのように把握しどのよ
うに対処しているのだろうか？

先日も職場での労働環境の改善を
会社に訴えたものの無視され、その
結果健康障害を起こしたため産業医
との面談を希望したが産業医と連絡
が取れないという理由で実現せず、
その間の事情を監督署に訴えたとこ
ろそれとなく事業主に注意しましょ
うと言われたが未だに何の問題解決
に至っていないという事例があった。
現在この労働者は休職中である。

法律は少しずつとはいえ整備され
てきているので、その法規の真意を
理解し遵守すれば事業所の労働条
件、職場環境は改善されるのだが、
現在のところ定められたことに従うと
いう規範意識が希薄な事業主が少な
くない。あまりに守備範囲が広くて労
働監督署の監督、指導も十分とはい
えない中で産業医としてどう対処する
か悩ましいところである。

法律はただ制定するだけでなく、
事業主に対しては安全衛生法を遵守
すべきこと、また遵守することにより
社会の利益にもなることを強力に指
導してもらうとともに、制定された規
則が確実に実行されているかどうか
労働監督署の事後措置を強く望むと
ころである。
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平成12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 平成12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

＜資料＞厚生労働省「脳・心臓疾患及び精神障害等に係わる労災補償状況」
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はじめに
前回の「健康確保対策に関する実態調査」

に引き続き、今回は「産業医活動の実態」
についてご報告いたします。

回答者の属性
アンケート送付対象は、平成19年度の協

会会員名簿において従業員数が50人以上を
登録されている事業場2,152事業場で、その
うち921事業場（42.8%）から回答を頂きまし
た。このうち解析対象事業場は、従業員数
が判明していた899事業場としました。なお、
回答事業場の中には調査回答時点において
従業員数が50人未満になってしまった事業
場も含まれています。

回答を頂いた事業場における回答者の属
性をみてみると、52.7%が事務担当、27.3%
が衛生管理者で、その内訳は平成15年、平
成17年の調査とほとんど変わっていません。
また、回答事業場の業種では平成15年、平
成17年と同様で製造業が63%と半数以上を
占め、その他の業種の比率も同年とほぼ同
様の結果でした＜表1＞。事業場規模別にみ
た業種割合をみると、産業医の選任義務の
ない小規模事業場では「サービス業」や「建
設業」「鉄鋼」が多く、事業場規模が1,000
人を越える業種は「電機」「自動車」が多い
傾向でした。

産業保健スタッフ
従業員数が判明している899事業場を対

象に、看護師・保健師・産業医の配属状
況をみると、看護師を有する事業場は221
件（24.6%）、保健師を有する事業場は136件

（15.1%）で、いずれも事業場規模が大きく
なるほど率が高くなる傾向にあります。また、
看護師あるいは保健師の何れかを配置して
いる事業場は、全体の30%程度で前回調査
までの増加傾向は頭打ちとなっていました＜
表2＞。業種別の状況については＜表3＞に
示します。

従業員規模50人以上の産業医選任の法
的義務を有する848事業場における産業医
の選任状況は、799件（94.2%）でした。平
成15年は92.5%、平成17年は96.5%であり、
これまで経年的に増加傾向を認めていたが、
今回、初めて選任率が低下した。参考まで
に全国データとして平成13年8月に厚生労働
省が発表した「平成12年労働安全衛生基本
調査結果速報」による全国レベルでの事業
場規模別・業種別の産業医の選任状況を掲
載します＜表4・5＞。

産業医の資格要件充足状況
平成8年に労働安全衛生法（以下、安衛

法）が改正され産業医の資格要件が示され
ました。労働安全衛生規則第14条では「厚
生労働大臣の定める研修（日本医師会認定

産業医、産業医科大学の産業医学基本講座）
修了者、労働衛生コンサルタント試験の保
健衛生区分合格者、大学等で労働衛生に関
する科目の教授・助教授・常勤講師」と定

3

健康指標に係わる調査研究報告（3） 
−産業医活動の実態−

社団法人-神奈川労務安全衛生協会-保健対策委員会-委員　古河-泰

労働衛生
コンサルタント

 要件
満たす

 経験
３年のみ

 資格なし
or不明 合計

平成19年 107 12.7% 488 57.9% 167 19.8% 80 9.5% 842
平成17年 109 13.9% 527 64.0% 190 23.1% 59 7.2% 885
平成15年 552 49.5% 211 18.9% 61 5.5% 824
平成13年 663 59.5% 323 29.0% 129 11.6% 1115
平成11年 532 45.2% 498 42.3% 152 12.9% 1182
平成９年 475 40.4% 540 45.9% 161 13.7% 1176

選任
事業場数 選任率 総計 (H17) (H15) (H13) 厚労省

平成12年
計 24 47.1% 51 49.02% 48.80% 50.4% 12.2%

業種 採用
事業場数 総計 率 (H17)

製造業合計 212 573 37.0% 36.1%
　・食品 16 66 24.2% 22.7%
　・繊維 2 0.0% 33.3%
　・化学/石油製品 32 70 45.7% 47.2%
　・ゴム･窯業･土石製品 10 26 38.5% 37.5%
　・鉄鋼 3 13 23.1% 42.9%
　・他の金属 9 39 23.1% 19.0%
　・一般機械 18 50 36.0% 34.4%
　・電機 44 85 51.8% 52.4%
　・自動車 22 59 37.3% 33.9%
　・精密機械 10 33 30.3% 34.3%
　・造船･他の運送機械 8 14 57.1% 50.0%
　・他の製造 40 116 34.5% 31.6%
建設 6 26 23.1% 16.7%
運輸・通信 28 76 36.8% 29.3%
電気･ガス･水道 7 13 53.8% 55.0%
商業 3 13 23.1% 26.1%
サービス 10 80 12.5% 26.7%
その他 42 118 35.6% 45.6%
総計 308 899 34.3% 35.5%

規模分類 採用
事業場数 総計 率 (H17)

  〜49人 51 0.0% 7.8%
50〜99人 55 283 19.4% 19.0%

100〜299人 115 365 31.5% 30.6%
300〜499人 51 93 54.8% 56.7%
500〜999人 46 62 74.2% 74.4%

1000人〜 41 45 91.1% 86.4%
総　計 308 899 34.3% 35.4%

■＜表２＞看護師・保健師の何れかを
　　　　　有する事業場（規模別）

■＜表3＞看護師・保健師の何れかを
　　　　　有する事業場（業種別）

■＜表4＞50人未満の事業場の産業医選任状況

 ■＜表６＞産業医の資格要件充足状況とその推移

■＜表１＞回答者の内訳
職種 (H19) (H17) (H15) (H13) (H11)
事業所長 26 2.8% 21 2.2% 31 3.2% 37 2.9% 2.4%

事務担当 485 52.7% 539 55.5% 557 57.2% 723 57.3% 59.4%

衛生管理者 251 27.3% 256 26.4% 234 24.0% 314 24.9% 24.1%
看護職 58 6.3% 61 6.3% 47 4.8% 72 5.7% 4.8%
産業医 4 0.4% 3 0.3% 7 0.7% 6 0.5% 0.4%
未記入 8 0.9% 4 0.4% 6 0.6% 1 0.1% 0.5%
その他 89 9.7% 87 9.0% 92 9.4% 108 8.6% 8.5%
総計 921 100% 971 100% 974 100% 1261 100% 100%

選任
事業場数 選任率 総計 (H17) (H15) (H13) 厚労省

平成12年
製造業合計 526 95.6% 550 93.1% 94.9% 90.9% 86.5%

・食品 63 98.4% 64 98.5% 89.2% 91.0%
・繊維 2 100.0% 2 100.0% 100.0% 66.7%
・化学/石油製品 68 98.6% 69 97.2% 100.0% 91.2%
・ゴム･窯業･土石製品 26 100.0% 26 100.0% 95.7% 92.6%
・鉄鋼 10 90.9% 11 81.0% 100.0% 90.5%
・他の金属 36 97.3% 37 85.7% 100.0% 88.2%
・一般機械 45 95.7% 47 93.4% 93.8% 88.9%
・電機 76 93.8% 81 92.9% 97.8% 96.4%
・自動車 52 92.9% 56 91.1% 95.7% 92.1%
・精密機械 30 90.9% 33 94.3% 86.7% 72.7%
・造船･他の運送機械 13 100.0% 13 83.3% 90.5% 95.7%
・他の製造 105 94.6% 111 92.8% 93.5% 90.8%

建設 18 78.3% 23 80.0% 85.2% 81.0% 78.3%
運輸・通信 65 92.9% 70 81.3% 89.2% 94.0% 79.3%
電気･ガス･水道 13 100.0% 13 100.0% 100.0% 91.4% 94.6%
商業 10 83.3% 12 100.0% 85.7% 73.7% 63.1%
サービス 66 94.3% 70 86.7% 84.5% 80.0% 63.8%
その他 101 91.8% 110 89.5% 88.9% 80.8%
総計 799 94.2% 848 91.1% 92.5% 88.4% 75.8%

 ■＜表5＞業種別産業医選任状況（全事業場）
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められ、また、附則第2条では「平成10年9
月末時点で産業医として3年以上の経験」も
資格要件として設けられました。「認定産業
医」と「3年以上の経験」という資格保有
者が大多数ですが、複数の資格を有する産
業医もいることから、産業医を選任してい
る842事業場において、事業場単位で資格
充足状況を分析しました。「労働衛生コンサ
ルタント」を有するものを「◎」、「認定産業
医」「大学等の講師」の何れかを満たすもの
を「○」、「3年以上の経験」のみを満たすも
のは「△」、資格を持たないあるいは事業場
として産業医の資格について把握していない
ものを「×」としてあります。「◎」は12.7%、

「○」は57.9%、「◎」「○」を合わせた有資
格者は70.6%を占めています。「◎」および

「〇」を専門的な産業医知識を有する者と考
えると、それらの有資格者は平成8年以降の
調査で経年的に増加傾向を認めていました
が、今回、初めて低下傾向がみられました
＜表6＞。この資格充足状況を事業場規模
でみると、50〜299人の中小規模事業所にお
ける資格充足者選任率が増加している傾向
がみられました＜表7＞。

産業医業務における重要度
産業医業務のうち事業場が重要であると

認識している内容を問いました。前回同様
に、第1位には「健康診断実施あるいはそ
の事後措置」、第2位には「健康教育」、第
3位には今年から新たに項目に加えた「過重
労働の面接指導」という傾向を示しました。
産業医資格要件別にみると、労働衛生コン

サルタント有資格の産業医を有する事業場で
は、その他の資格要件の産業医を有する事
業場に比較して、健康診断の診察・検査・
読影・判定への期待が低い傾向が見られま
した。

産業医活動に対する
事業場の満足度

産業医に対する主観的評価を5点満点で
記入していただきました。未回答事業場を
除いた分の平均点は3.6点で平成17年とほぼ
同様でした。産業医資格要件別の傾向では、

「×」「△」「〇」「◎」の順に評価点数が上がり、
中でも「◎（労働衛生コンサルタント）」に対
する評価点は、平均点4点と高い評価を示す
傾向が見られました＜表8＞。

産業医に今後一層身に
つけて欲しい能力

産業医に対して今後一層身につけて欲し
い能力について、期待度の高い順に3つま
で問いました。最も期待度が高いと回答し
た事項は、「メンタルヘルスに関する知識」
28.5%、「特にない」19.1%、「健康診断に関
すること」20.7%、「職場改善に関すること」
9.9%でした。前回の調査と比較して、「メン
タルヘルスに関する知識」と回答した比率
が増加しており、昨今の社会情勢からも非
常に注目されている事業場内におけるメンタ
ルヘルス対策が重要視されていることが垣
間見られる結果でした。

各種産業医活動の実態
産業医活動の実態を①安全衛生委員会

の出席、②職場巡視、③衛生管理者との連
絡、④健診の事後措置、⑤健康教育という
5つの視点から分析しました。

産業医資格別にみてみると、「◎（労働衛
生コンサルタント有資格）」とそれ以外では
夫々の活動頻度に大きな隔たりを認めました
が、「◎」であっても、労働安全衛生法に産
業医の職務として定められる安全衛生委員
会への出席や職場巡視を毎月行っている者
は6割を下回り、また「○」の場合には、4
割程度にとどまっています。ただし、①〜
③の項目は、平成17年・平成15年の調査と
比較すると、月1回以上実施している割合が
徐々に増加傾向にあり、産業医活動の活性
度が増している傾向が示されていると考えら
れます。

就業上の意見を聞く医師
労働安全衛生法第66条の4「健康診断の

結果についての医師等からの意見聴取」で
は、事業者に対して、健康診断の結果に基
づきその労働者の健康を保持するために必
要な措置について医師の意見を求めるように
定められています。そこで産業医を選任して
いる842事業場に対して、この意見を求める
医師が誰であるのかを問いました。

全体の総計では、「産業医」83.8%、「外
部健診機関」7.1%、「かかりつけ医」7.8%、

「不明」0.8%でした。事業場規模別にみる
と規模が大きくなるにつれ産業医に意見を求
める率が大きくなる傾向を認めています＜表
9＞。また、経年変化を見ると、産業医に意
見を求めている事業場は、平成13年から徐々
に増加しています。

さいごに
過重労働対策、メンタルヘルス対策をは

じめとして事業場における健康確保対策の
重要性は年々増しています。本調査結果に
おける産業医選任状況、産業医の資格要件、
産業医活動への満足度から、小規模事業場
も含め、徐々に産業医の認識向上・事業場
内における産業保健活動への理解が高まっ
ている傾向を認めているものと考えられまし
た。

本調査に対し、会員事業場各位の多大な
るご協力に心より感謝申し上げます。（古河
泰）

規模分類 産業医 (H17) (H15) 外部健診機関 (H17) (H15) かかりつけ医 (H17) (H15) 不明 (H17) (H15) 未回答 (H17) (H15) 総計
  〜49人 17 70.8% 71.4% 79.5% 3 12.5% 9.5% 7.7% 4 16.7% 9.5% 7.7% 0 0.0% 9.5% 2.6% 0 0.0% 0.0% 2.6% 24

50〜99人 203 78.7% 72.7% 73.7% 26 10.1% 12.2% 11.4% 26 10.1% 12.2% 11.8% 3 1.2% 2.2% 1.6% 0 0.0% 0.7% 1.6% 258
100〜299人 297 85.3% 82.8% 75.4% 24 6.9% 7.6% 12.8% 23 6.6% 7.6% 10.0% 2 0.6% 1.4% 0.6% 2 0.6% 0.6% 1.2% 348
300〜499人 80 85.1% 88.5% 84.5% 3 3.2% 5.2% 4.5% 9 9.6% 4.2% 8.2% 1 1.1% 0.0% 0.0% 1 1.1% 2.1% 2.7% 94
500〜999人 59 95.2% 93.8% 89.2% 2 3.2% 3.8% 2.4% 1 1.6% 1.3% 6.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 1.3% 2.4% 62

1000人〜 42 95.5% 93.2% 93.6% 1 2.3% 3.4% 4.3% 1 2.3% 3.4% 2.1% 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 44
未記入 8 66.7% 75.0% 66.7% 1 8.3% 0.0% 0.0% 2 16.7% 0.0% 33.3% 1 8.3% 25.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% 12
総　計 706 83.8% 81.7% 78.5% 60 7.1% 8.1% 9.6% 66 7.8% 7.8% 9.5% 7 0.8% 1.6% 0.8% 3 0.4% 0.8% 1.6% 842

１点 ２点 ３点 ４点 ５点 未回答 総計 平均点
労働衛生
コンサルタント 0 0.0% 3 2.8% 26 24.3% 42 39.3% 35 32.7% 1 107 4.0 

要件満たす 16 3.3% 38 7.8% 175 35.9% 176 36.1% 81 16.6% 2 488 3.6 
経験３年のみ 11 6.6% 15 9.0% 60 35.9% 63 37.7% 15 9.0% 3 167 3.3 
資格なしor不明 3 3.8% 9 11.3% 19 23.8% 16 20.0% 8 10.0% 25 80 3.3 
計 30 3.6% 65 7.7% 280 33.3% 297 35.3% 139 16.5% 31 842 3.6 
(H17) 27 3.1% 63 7.1% 306 34.6% 306 34.6% 167 18.9% 16 885 3.6 
(H15) 19 2.2% 49 5.7% 327 37.8% 291 33.6% 157 18.1% 23 866 3.6 
(H13) 40 3.6% 94 8.4% 419 37.6% 333 29.9% 181 16.2% 48 1115 3.5 
(H11) 44 3.7% 137 11.6% 459 38.8% 349 29.5% 150 12.7% 43 1182 3.4 

規模分類 労働衛生
コンサルタント (H17) 　要件満たす　(H17) 　経験３年のみ  (H17) 資格なしor不明  (H17) 合計

  〜49人 1 1.4%（14.3%） 14 19.2%（38.1%） 5 6.8%（23.8%） 31 42.5%（23.8%） 73
50〜99人 28 11.4%（12.2%） 148 60.2%（55.0%） 54 22.0%（25.5%） 53 21.5%（7.4%） 246

100〜299人 46 14.3%（10.7%） 202 62.7%（62.1%） 66 20.5%（22.9%） 46 14.3%（4.2%） 322
300〜499人 11 12.5%（4.2%） 49 55.7%（64.6%） 28 31.8%（20.8%） 6 6.8%（10.4%） 88
500〜999人 12 21.1%（21.3%） 39 68.4%（60.0%） 6 10.5%（12.5%） 5 8.8%（6.3%） 57

1000人〜 8 18.6%（22.0%） 31 72.1%（64.4%） 4 9.3%（6.8%） 2 4.7%（6.8%） 43
未記入 1 7.7%（25.0%） 5 38.5%（50.0%） 4 30.8%（25.0%） 4 30.8%（0.0%） 13
総　計 107 12.7%（12.3%） 488 58.0%（59.5%） 167 19.8%（21.5%） 80 9.5%（6.7%） 842

 ■＜表7＞事業場規模と産業医資格要件充足状況

 ■＜表8＞産業医の資格要件と企業の満足度

 ■＜表9＞事業場規模と就業上の意見を聞く医師（産業医を選任している事業場；842事業場対象のもの）
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神奈川県歯科医師会では、毎年、
産業歯科衛生にかかわる研修会を開
催しておりますが、平成20年７月に行
なわれた研修会より、日本アイ・ビー・
エム健康保険組合 予防歯科 産業歯
科医 加藤元先生の講演について、そ
の内容を報告いたします。

産業歯科保健の実際について
（1）産業歯科保健へのニーズ
     （社員の立場から）

（2）産業歯科保健へのニーズ
     （企業の立場から）

（3）働く人々の口腔内状況
（4）産業歯科保健の事例紹介
（5）産業歯科保健のこれから
　と各項目に分け説明された。

（1）社員の立場からは、マイナスイメ
ージが強い治療型の歯科健診を
払拭し、受けて楽しい・有益で

ある・快適・気持ちいい・ビジネ
スに役立つ、予防型の歯科健診
が必要である。

（2）企業の立場からは、予防プログ
ラムにより歯科医療費の抑制・
労働生産性の向上・全身の健康
状態の向上（医療費の抑制）・企
業の優位性をＰＲ・労働意欲、
コミュニケーション能力の向上

（審美・口臭・笑顔・発音）があ
げられる。

（3） 働く人 々 の 口 腔 内 状 況 は、
15,000人中歯周病有病者率は90
％以上で、う蝕経験率は98％で
あった。また、顎関節の不調を
訴える人が多かった。

（4）事例紹介
①歯科予防プログラム
　（P-Dental 21）
・歯周病予防プログラム
　一般定期健診と同時に歯科健診

  ⇒集団フォローアップ
　（講義・集団ブラッシング指導）
  ⇒個別フォローアップ＜写真１＞
   （位相差顕微鏡による動機づけ、
     個別ブラッシング指導）
  ⇒フォローアップとサポート
   （口腔衛生用品、販売、情報提供）

その結果、歯間清掃用品の使用者
がプログラム以前15％であったのが、
5年後70％になり、また起床時しか歯
みがきをしない者も減少し、歯周疾
患も改善した。＜表１＞

また、フォローアップまで受けた人
については、歯科医療費の抑制が認
められたが、歯科健診だけでは全く
効果がなかった。

2003年 より、 全 国 事 業 所（約
30,000人）へ歯科予防プログラムを
展開している。
②自己学習型歯科予防プログラム
   （いーでんたるへるす）

産業歯科衛生にかかわる研修会

産業歯科保健の実際
―働く人々は今、歯科になにを求めているか―

社団法人-神奈川県歯科医師会-地域保健委員会-副委員長--大澤-康夫

日本アイ・ビー・エム健康保健組合-予防歯科産業歯
科医-加藤-元-氏の講演
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・インターネットで動画を見ながら
  ブラッシングを学習＜写真2＞

③新人教育
・雇用時健診や新人研修と同時に
   開催

④ビジネスマナー教育
・口臭対策

⑤他の健康プログラムとのコラボレー
ション
・禁煙支援と口腔保健
  （CCDカメラ利用）
・肥満対策と口腔保健
　ゆっくり食事ができる環境づくり
・メンタル対策と口腔保健
  ストレスと顎関節症

⑥家族向けプログラム
・むし歯予防プログラム
  ブラッシングセミナー、
  母子感染予防
・退職者向け
   健康いきがいづくりセミナー

（5）産業歯科保健のこれから
歯科医師会、保健所、衛生士会が

プログラム実施の主体となって、遠隔
地事業所への対応、中小企業への対
策をし、各健保が同じようなプログラ
ムに出資しあって、そのプログラムを
サポートし、また、母子保健、老人
保健、学校保健と連携することがこ

のプログラムを全国的に展開するため
に良いのではないかと考えている。こ
のプログラムの評価を大学などの研
究機関とネットワークを組んでそのプ
ログラムの有効性を伝えるなどの活動
をすることが産業歯科医に求められ
ているのではないか。

また、産業医、産業看護職との連
携を深め、今まで別々に扱われてい
た糖尿病・肥満・メンタル・歯周病・
口臭・顎関節症などを生活習慣・スト
レス改善のための一環として取り組む
ことが重要であると説明された。

■＜写真2＞自己学習型歯科予防プログラム「いーでんたるへるす」

動画を見ながらブラッシング学習

■＜表１＞歯科保健行動の変容■＜写真1＞
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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20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1回協議会
平成20年度第1回協議会は、平成

20年11月5日（水）に神奈川県予防医
学協会で、神奈川労働局の村木宏吉
主任労働衛生専門官の臨席のもと、
12機関20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
村木 宏吉 主任衛生専門官より｢神奈

川労働局からの連絡事項｣として
（1）第11次労働災害防止推進計画
（2）労働安全衛生法施行令等の一

部を改正する政令案
（3）労働安全衛生規則等の一部を

改正する省令案
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
産業医の立場から
企業外健康管理機関への要望
～特定健診・特定保健指導の
開始に伴って～

味の素株式会社
川崎健康推進センター

産業医　古河　泰

私たちが実施し
ている健 康診 断
は、１つの軸であ
る健 診結果の数
値を見て判断をし
ています。基準値
を超えて、異常値
のある人と、健康
診断上問題のない
人に分けることが
できます。しかし
もう一つの軸とし
て、 食 生 活 や 運
動、さらには職場
のストレスなどを
含めたライフスタ
イルの偏りを評価
することも重要だ

と考えています。この２つの軸を基
準にすると、４つの区分が考えられ
ます。＜図1参照＞

４区分の中で、③と④の区分の人
は健康診断ではっきりとした所見があ
り、病院の治療という対応になります。
それに対して、①と②の区分の人は
健診の結果、所見がない人です。

しかし②の区分の人は、健診結果
は正常値ですが、もう１つのライフス
タイルに偏りがあるという軸から見る
と、問題があります。しかし②の区
分の人は病院で治療する対象者には
ならないのです。ところが将来的に
健康障害が出てきそうな人たちだと
考えられます。したがって産業医にと
って②の区分の人も重要なターゲット
だと古河産業医は説明しました。

味の素の取り組み
味の素が、他の企業と少し違う

ところは、従業員全員に面談を実施

神奈川県健康管理機関協議会

平成20年度 第１回
神奈川県健康管理機関協議会

特定保健指導対象者

有
意
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
偏
り

健康障害基準

基準

①

② ③

④

■＜図1＞

神奈川労働局-村木-宏吉-主任労働衛生専門官
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し、各個人とスタッフが一緒に今後
の対応プランを考えるところです。そ
のプランはPDCAサークルという健
康 管 理の 一 つで、PLAN（病 院 受
診・保健指導・自己管理）→DO（自
己 管 理 の 実 行） →CHECK（健 康
診断受診・健康診断結果返却）→
ACESSMENT（自分で自分の健康を
評価）です。

味の素では、自分自身の健康を自
分で守ることができる人材を育成す
ることを重視しています。さらに今回
始まった特定保健指導では、図の境
界域（影の部分）の区分に入る人たち
のフォローにも力を入れなければなり
ません。従業員の健康管理において、
今後の対応を充分考えていかなけれ
ばならないと古河産業医は説明しま
した。

　

会社が産業保健スタッフに
期待するもの

会社の産業スタッフに対する期待
は時代とともに変化しました。診療を
主とした福利厚生が中心から、リス
ク管理・法令遵守中心。そして今で
は「自分自身の健康を自分で守る」こ
とのできる人材育成が求められてい
ます。

旧来の日本の医療の背景には、医
師と患者の関係が、指導するものと
従うものというコンプライアンス型の
関係があります。しかし欧米では医

師から提供された医療情報を患者自
身が考え自己決定し、医師と患者が
お互いに責任を持つ対等の関係なの
です。

自覚症状がなく病気になる以前の
予防段階ではライフスタイルの変容を
目指すため、コンプライアンス型の関
係では実行しにくく継続しにくいと考
えられています。自分で判断し実行
するセルフケアの方向に持っていかな
ければライフスタイルの変容を実現す
ることは難しいでしょう。

そこで味の素も、コンプライアンス
型の健康管理からセルフケア型の健
康管理に方向を変えた方がいいと会
社側も考えるようになりました。

その結果、会社のルールとして健
康診断後に個人面談が入り、自分で
考え実行するセルフケアの方向に進
むことになったのです。コンプライア
ンス型は、よい指示が無くなればよ
い健康状態が保てるかどうかわかり
ませんが、セルフケアができればい
い状態を会社生活が終わった後でも
継続することができるのではないで
しょうか。

健康管理機関にとっての
顧客は？ ニーズは何？

健康管理機関にとって健康診断を
実施する場合に関わる人は、事務スタ
ッフ、経営者、従業員、産業保健ス
タッフ、健康保険組合などです。それ
ぞれの立場でニーズは違っています。

事務スタッフは、健診結果が正確・
事務負担量が少ない・説明が分かり
易く問いあわせが少ない・担当者の
感じがいい。

経営者は、健診結果が正確・費
用が安い・健診に要する時間が短い
こと。

従業員は、健診結果が正確・健診
スタッフの感じがよい・採血が痛くな
い・あまり待たされない・結果がわか
りやすい・プライバシーを守ってくれ
ること。

健康保険組合は、特定健診結果の

スムーズな受け渡し・結果受け渡しま
での期間短縮・特定保健指導の委託
など。

産業保健スタッフにとっては、それ
ぞれの立場の人たちの要望をしっか
り受け止めてくれること。

また、トラブル時の対応を迅速に
適切に行うことも非常に重要です。
ミスやトラブルがないに越したことは
ありませんが、ミスやトラブルが起こ
った時のリカバーをうまく実施し、再
発予防の方策をしっかり作れること
も産業保健スタッフとしては重要な要
望です。

ニーズをウォンツに
かえるために
“この健診機関でないとダメだ”と

思ってもらうためには、職場の実情を
理解した上で法律の改正による変更
や他企業の動きなどを織り交ぜた提
案や相談にのってくれることが必要で
す。さらに先を見込んだ対応をしてく
れることも必要です。

また従業員から見ると産業保健ス
タッフと健診スタッフは、一体と見ら
れていることが多く、そういう実情を
意識して、行動して欲しいと産業保健
スタッフは考えています。

さらに地方の小規模事業所を含め
た全事業所に同レベルの健診を提供
していただける「特別なサービスをし
てくれる」と思ってもらうことも重要
です。

しかし何よりも重要なことは、「健
診機関の担当者とわれわれ企業のス
タッフが信頼関係で結ばれているこ
と」が重要だと古河産業医は述べて
講演を終了しました。

味の素株式会社-川崎健康推進センター
産業医-古河--泰-氏

《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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はじめに
住友電気工業株式会社　横浜製

作所は横浜市の南西部栄区にある従
業員およそ1700名の事業所です。当
製作所では主に光ファイバー・ケーブ
ル、光コネクタ、光アンプ、光伝送デ
バイスなど光通信・光伝送を主体とし
た情報通信に関わる製品の研究・開
発・製造を行っております。

当製作所に私が産業医として赴任
して3年半が経ちました。製造現場
の産業医は初めての経験だったので、
当初は安全衛生の中でも「安全」、「有
害物質の取扱」、また「職制」などに
戸惑うことも多く、その度ごとに知識
を得るのに苦労しました。今では製
造業の産業医を経験できたことがか
けがえのないものになったと思ってい
ます。

私の所属する組織は「健康管理セン
ター」で、専属産業医である自分の他、
保健師が1名、看護師1名、事務スタ
ッフ2名の計5名で運営されています。
またカウンセラーが1名非常勤でおり
ます。

日々の活動と方針
私共では定期健康診断・特殊健康

診断を循環棚卸方式（誕生日月及び
その6カ月後）で行っております。離
席時間の短縮と効率的に事後措置・
保健指導を行うのが目的です。毎月2
日健診日を設け、結果は翌週末に通
知し、その後対象者を選別し産業医・
保健師の指導を行っています。程度
と必要に応じて、センター内での検
査・治療に繋げることもあります。何
年携わっていても意識変容や行動変
容の難しさは変わらないですね。健
康に対する想いや考え方は従業員１
人ひとり様々です。指導では「普遍性
よりも個別性」に重きを置く方針で
す。つまり一方的に「あるべき型」を
押し付けるのではなく、個人の考えや
生活環境に配慮し、医療のエビデン
スとバランスを取るように配慮してい
ます。周囲からは「押しが弱い産業医」
と言われていますが・・・。

安全衛生委員会及び職場巡視はグ
ループ会社4社の分を含め月に委員会
6回、職場巡視6回に参加しています。
回数を重ねても、作業環境や作業内
容はまだまだ把握しきれていません。

製作所の安全衛生部門や各工場及び
グループ会社の衛生管理者との連携
により、巡視、健診や保健指導等を
とおして効果的な労働衛生管理を目
指しています。

そのほかの活動としては、春と秋の
「健康ウォーク」・全国労働衛生週間
に合わせた「健康管理講演会」が行
われます。前者は湘南地域を3時間程
度、家族も参加して楽しめる催しです。
後者ではその時々のトピックスを産業
医・保健師を講師として、また外部
講師を招いて行われています。

私の産業医活動の中で、比較的多
くの時間を必要としているのは、「メン
タルヘルス不全への対応」です。個
人や上司及び人事からの相談、長期
療養者の復職時及び復職後の面接な
どがあげられます。一事例について
理解し管理していくには、個人との
信頼関係の構築、慎重な判断と深い
洞察が必要で、ときにはドライに判断
をしなければならない場合もありま
す。今年度より全社の取り組みとして、

「復職支援プログラム」、「EAPの利
用」が始まりましたので先々の効果
を期待しています。

産業医のお仕事～私の場合～
住友電気工業（株）-横浜製作所-産業医　宮本-輝和

筆者 健康管理センタースタッフ
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最近のこと
近頃のトピックスですが、当製作

所では昨年より、防災対策の一環と
して、AED（自動体外式除細動器）
の導入をおこない、現在12器が設置
されています。

折角のAEDを有効に活用するた
め、全従業員を対象に「AEDを用い
た心肺蘇生講習」を毎月開催してい
ます。講師は私及び健康管理センタ
ーより保健師・事務職、安全衛生部
門より2名の計5名です。講習を行うに
先立ち、我々は横浜市安全管理局主
催の「応急手当普及員」の講習（3日間）
を受講しました。所内講師5名には
資格を持ってもらうことにより、確か
なスキルを修得し、かつ知識の向上
を行ってもらい、また受講者には正
確かつ最新の知識を担保しています。
心肺蘇生練習用の人形2体とAEDの

デモ器を用い、短時間ではあります
が実技を行ってもらいます。講習がど
の程度身に付いているか評価ができ
ていないのと、全従業員に終えたあ
と、どのように展開していくのかが今
後の課題と考えています。横浜市で
はこの10月に「救急条例」が施行され、
来年の4月には、消防法で定められた
防火対象施設に、AED等の応急手
当機材を備え、体制作りをせねばな
らなくなりました。当事業所の取り組
みは、これを先取りしたわけではあり
ませんが、評価できるものと考えてい
ます。

最後に
事業所に一人産業医でいるとどうし

ても「井の中の蛙」になってしまいが
ちです。この点は産業保健推進センタ
ーでの交流会への参加、神奈川労務
安全衛生協会での保健対策委員の活

動を通して、他事業所の産業医や産
業保健スタッフとの情報交換、知識
の研鑽を行うよう努めています。

産業医は臨床医と違い、目に見
える成果を早速提示できる場面は少
ないですが、健康リスクを未然に防
ぐ、予防という治療に勝るとも劣らな
い医療に関与できると同時に、事業
所の発展・維持に陰ながら貢献でき
る、やりがいのある仕事と思ってい
ます。私自身は事業所に役立ってい
るのか？怖くて聴くことはできません
が・・・。

労働衛生の主体は事業者であり労
働者です。産業保健スタッフの一員
である産業医は各々にとっての良きサ
ポーターでありたいと思うと同時に大
切なわき役でありたいと思って活動を
しています。おわり。

職場巡視 AED講師陣

心肺蘇生講習
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事業所概要
株式会社 東芝 生産技術センター

は、1970年に「生産技術研究所」と
してスタートしました。当センターの
ミッションは、東芝グループの生産技
術の高度専門集団として、高度なコア
生産技術とモノづくりの仕組みを研究
開発し、東芝製品の差異化、事業ス
ピードの向上、生産性・品質向上で
事業に直接貢献しています。

現在、事業所の従業員は約600名
であり、平均年齢は39.6歳です。（2008
年10月）

安全衛生管理体制
当センターでは、所長を「総括安全

衛生管理者」に選任し、各部門から
の労使代表者による安全衛生委員会
を組織し、毎月の安全健康活動を展
開しています。法定管理者としては、
安全管理者、産業医、衛生工学衛生
管理者、衛生管理者を選任していま
す。また、グループ関係会社や協力
会社で構成する安全衛生協力会と連
携を取りながら事業所一丸となって安
全健康活動を推進しています。特に、
2007年度からスタートしました労働安
全衛生マネジメントシステムの外部認
証取得に向けての活動は、所長以下、
全組織を挙げて取組み、2008年3月
に株式会社東芝全体での認証取得を
達成し、2008年度はサーベイランス
審査に向けて、更にスパイラルアップ
できる体制づくりを進めているところ
です。

法定健康診断（定期健康
診断・特殊健康診断）

安衛法の定めによる健康診断（定
期健康診断・特殊健康診断）や時間
外超過者健診は、ここ数年、一人の
取りこぼしも無く、産業保健スタフ（産
業医、保健師）の肌理細やかなフォ
ローで、100％の受診率を達成してい
ます。

また、全従業員に対して、定期健
康診断実施後、数ヶ月以内に、産業
医並びに保健師による個別面談指導

「健康支援」を実施しており、東芝に
て開発した健康管理システム「Ａ－Ｔ
ＯＰＳＳ」を駆使して、パソコンを使い、
夫々の健診結果データにそった個人
指導を行っています。

健康づくり活動
「従業員自らが主体性を持って実施

する安全健康活動の展開」を活動テ
ーマとして年間を通じて、活動を推進

株式会社 東芝 生産技術センター
-管理部総務安全担当---上田-宜永

衛生管理者訪問衛生管理者訪問

株式会社-東芝-生産技術センター

生産技術センターの労働安全衛生管理体制図

歩け歩け大会

ソフトボール大会
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しています。
特に健康づくり活動では、

①生活習慣病対策（メタボリック症
候群の予防）の強化

②職場におけるメンタルヘルス対策
の支援

を基本目標として、取組んでいます。
具体的には、メタボリック症候群

に対する従業員の意識調査や特別プ
ログラムの実施、今春から導入され
た特定保健指導健診項目である「腹
囲測定」については、数年前から実
施しています。従業員のほぼ全員が
パソコンを使える環境にあり、2004
年から東芝健康保険組合が導入した
システムであるインターネットを活用
した生活習慣の改善を継続的に支援
するツールである「活楽人（からっと）」
の加入推進（登録）を積極的に進め
ており、従業員の4割以上が利用して
います。（これは、ホームページとメー
ルを用いて健康情報、健康相談サー
ビス、生活習慣改善プログラムが提

供されるものです）
メンタルヘルス対策では、健康

度調査や定期健康診断でのチェ
ックをはじめ、セルフケア、ラインケ
アによるメンタルヘルス教育を複数回
実施しています。

健康増進を目的に、上期は「ソフト
ボール大会」、下期は「歩け歩け大会」
を実施しており、職場のコミニュケー
ション醸成にも大きく寄与しています。

また、健康づくり活動ではありま
せんが、当センター設立以来、事業
所内において「献血活動」を実施して
おり、特に1995年以降は回数を年二
回に増やして展開しています。

「Something New」
(何か新しいことにチャレンジ)

最先端の生産技術を研究開発し
ていることもあり、健康づくりにおい
ても産業保健スタフが中心となって、
いつも新しいことにチャレンジしてい
ます。次の三つの活動はここ数年、
取組んだ新しい健康づくり活動です。

①「ウエストサイズストーリー」
有酸素運動と無酸素運動を繰り返

すだけで痩せられる、お気楽なダイエ
ット法であり、具体的には筋肉強化
運動と筋を伸ばすストレッチを交互に
繰り返し行うサーキットトレーニング
です。
②「みんなでエゴスキューメソッド体験」
「エゴスキューメソッド」とは、アメ

リカで考案された筋肉を再教育する
事により体のゆがみを直し、慢性的
な痛みをはじめとする様々な症状を
消失させるエクササイズメソッドです。

（写真撮影による姿勢分析）
③「Wii Fitで ‘毎日続ける体重測定，」

ＢＭI25以上、腹囲85センチメート
ル超の方を対象にして昼休み時間に、
家庭用ゲーム機を利用して、ゲーム
感覚で楽しみながら身体を動かし、
同時に体重を記録できます。

生活習慣改善応援サイト「活楽人（からっと）」

献血活動
の実施

エゴスキューメソッド

ウエストサイズ（サーキットトレーニング風景）
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鶴見地域産業保健センター

最近の活動と平成２０年度上半期の
活動状況について

鶴見地域産業保健センター長　小池-均

始めに
鶴見地域産業保健センターは、平

成８年のスタート以来、今年で13年目
を迎えました。

鶴見労働基準監督署を始め関係団
体のご支援をいただき、順調な活動
を行っています。当センターは横浜市
鶴見区内のみの活動であり、比較的
に活動し易い環境にあるといえます。

最近は、平成20年4月1日からの労
働安全衛生法（面接指導等）の全面
適用に伴い、健康相談・面接指導の
希望者も増加しております。

最近の登録状況
平成15年以降の業種別の登録事業

所数の推移は＜表1＞をご参照下さい。
特筆されるのは、サービス業の事

業所の登録が本年度に急増している
ことです。最近、「名ばかり管理職」

が取りざたされている影響だと推測し
ています。製造業の事業所の登録に
ついては、＜表1＞のとおり少数となっ
ています。

面接指導
労働安全衛生法の改訂を受け面接

指導の申し込み数は確実に増加して
おります。＜表2＞

しかしながら、当センターへの依頼
理由をみると、そのほとんどが上司の
指導によるもので、長時間労働者本人
からの申し出は皆無となっています。

面接指導の判定では、要観察・就
業制限・要保健指導・要医療指導が
発生していますが、これについては
事業場での健康診断実施後に指摘さ
れていたにも関わらず、適切に対応し
ていなかったことから、面接指導の
際に指摘されたものが大部となってい
ます。

また、面接指導を希望しているが、
月１回定期開設の当センターへの来
訪が困難な場合には、当該者のお近
くにある当センター協力産業医が開
院する窓口で、面接指導をお願いす
ることで対応しています。

健康相談
当センターでは、面接指導も含め

健康相談のほとんどを出張窓口で対
応しています。

産業医の先生方には現場までの出
張などご負担が増加しますが、現状
の企業では多数の従業員が健康相談
のために、一度に現場を離脱するこ
とは不可能です。

そのため、当センターは可能な限り
出張窓口での産業保健サービスを取
り入れて活動を行っています。

平成20年度の健康相談結果の内
容は＜表3＞をご参照下さい。

■＜表1＞業種別登録事業所の推移 平成20年10月24日現在
登録総数：240社

登録人員：４８６０名人員別登録事業所

■＜表2＞平成20年度 面接指導 内容分析
年齢別 前月度残業時間 依頼の理由及び事後対応

診断区分 就業区分 指導区分

製造
建設
商業
運送
サービス
金融
教育・研究
その他

不明
1～9人
10～19人
20～29人
30～39人
40～49人
50人以上

8
7
6
5
4
3
2
1
0
平成15年 16年 17年 18年 19年 20年

不明

1～9人

10～19人

20～29人

30～39人

40～49人

50人以上

14
12
10
8
6
4
2
0

25

20

15

10

5

0

25

20

15

10

5

0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

30
25
20
15
10
5
0

35
30
25
20
15
10
5
0

20代 30代 40代 50代 60代
以上

100～ 80～99 45～79
（年齢） （残業時間）

（人）

（件）

（人）（人）（人）

（人） （人）

監
督
署
の

指
摘

上
司
指
導

健
診
所
見

有
り

長
時
間

残
業
有
り

長
時
間

残
業
が

無
く
終
了

健
診
所
見

無
し

時間外労働 労働者の申し出 事後対応

平成20年10月24日現在

異
常
な
し

要
観
察

要
医
療

要
休
業

指
導
不
要

要
保
健
指
導

要
医
療
指
導

通
常
勤
務

就
業
制
限

＜判定区分＞ センター窓口
出張窓口

安全衛生大会
での開設

健康相談 面接指導
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講演会・説明会
神奈川労務安全衛生協会鶴見支

部を始めとして関係団体での会合を
利用させていただき、当センターの
産業保健サービスの内容についての
説明を行っております。

昨今、様々な事情からメンタルヘ
ルスの講演依頼が増加しております。
残念ながら当センター地区では、心
療内科で講演可能な産業医は限られ
ております。これからも講演依頼が
増加することは確実と考えられますの
で、これらの要望に応えるためにも
関係各機関のご支援、ご協力をお願
いいたします。

今後の活動方針
労働安 全 衛生法の改訂により、

「面接指導」の希望者は、今後、確
実に増加すると思われます。当セン
ター地区内においても、面接指導を
希望する労働者は多数存在すると思
われます。

これらの労働者の健康確保を考え
ると、労働基準監督署を始めとして、
各災害防止団体との連携により、長
時間労働の解消など残業時間への対
応が必要ではないかと考えています。

長時間労働による健康障害を防止
し、働く人たちが健康で快適な職場
環境を目指しながら、それぞれが明
るい家庭を守っていくために、当セン
ターが少しでも助力できるよう産業保
健サービスの充実を考えております。

１：相談者 ２：依頼の理由
年代 男性（人） 女性（人） 計（人）

２０〜 14 2 16
３０〜 38 7 45
４０〜 46 3 49
５０〜 23 5 28

６０以上 14 3 17
計 135 20 155

時間外労働
指摘後 −
自発的 −

健診結果
所見あり 106
所見無し 48

労働者の申し出
所見あり −
所見無し 1

計 155

センター
相談 出張窓口

（１）循環器 6 50
（２）新陳代謝 1 35
（３）消化器 2 12
（４）泌尿器 − 8
（５）眼科 − 4
（６）呼吸器 − 3
（７）メンタルヘルス − 8
（８）腰痛 − 7
（９）その他（所見なし） − 59

計 9 186

窓口相談 9
出張窓口 146

計 155

4：主な保健指導項目

3：相談窓口

■＜表1＞業種別登録事業所の推移 平成20年10月24日現在
登録総数：240社

登録人員：４８６０名人員別登録事業所

■＜表2＞平成20年度 面接指導 内容分析
年齢別 前月度残業時間 依頼の理由及び事後対応

診断区分 就業区分 指導区分

製造
建設
商業
運送
サービス
金融
教育・研究
その他

不明
1～9人
10～19人
20～29人
30～39人
40～49人
50人以上

8
7
6
5
4
3
2
1
0
平成15年 16年 17年 18年 19年 20年

不明

1～9人

10～19人

20～29人

30～39人

40～49人

50人以上

14
12
10
8
6
4
2
0

25

20

15

10

5

0

25

20

15

10

5

0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

30
25
20
15
10
5
0

35
30
25
20
15
10
5
0

20代 30代 40代 50代 60代
以上

100～ 80～99 45～79
（年齢） （残業時間）

（人）

（件）

（人）（人）（人）

（人） （人）

監
督
署
の
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指
導
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診
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見

有
り

長
時
間
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業
有
り

長
時
間
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業
が

無
く
終
了

健
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所
見

無
し

時間外労働 労働者の申し出 事後対応

平成20年10月24日現在

異
常
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し
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要
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＜判定区分＞ センター窓口
出張窓口

■＜表3＞平成20年度健康相談  内容分析

講演会
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事業所の概要
（株）ニコン相模原製作所は、昭

和46年7月に開設され、高品質、高
精度な光学ガラス、レンズ、プリズム
を一貫生産しているほか、光学技術
の技術センターとして、ニコングルー
プの事業展開の重要な一翼を担って
います。

健康づくり活動の
導入と経過

昭和63年5月の労働安全衛生法の
改正を受け、平成2年3月に健康保持
増進ガイドラインとしての「ニコンにお
ける健康づくりの施策（ニコントータ
ルヘルスプロモーション）」を制定し、
重点実施施策としては、「意識の高
揚」「体制の確立」「運動の定着」の3
項目を掲げて取組みをしています。

                                            
（１）「意識の高揚」

当製作所の健康づくりの特徴とし

て、一人一人の自主性、積極性に委ね
る部分が大きいことが挙げられます。
活動推進にあたっては、職場単位に

「健康づくりリーダー」を選任し、各
職場の意見聴取・集約、事業所活動
の企画・立案・実行、さらには、職
場での意識高揚の役割を担ってもら
います。これにより、全員参加の効果
を上げることができました。＜図1＞

その他、職場健康づくり活動、健
康づくり標語の募集、産業医健康づ
くり啓発放送等を実施して健康の意
識高揚を図っています。

（２）「体制の確立」
その後の活動のキーポイントにな

るため、「体制の確立」に向けて、ス
タッフの養成、構内施設の充実、行
事の展開を図りました。

スタッフとしてはヘルスケアリーダ
ー、心理相談担当者、保健指導担
当者を養成し、構内施設については、
テニスコート､パターゴルフ場などを

設置し、個人個人が日常気軽にでき
る運動の普及・定着を推進しました。
また､健康診断の充実、健康診断結
果に基づくフォローアップ体制の整備
を図りました。

（３）「運動の定着」
健康づくり活動の定着を図り､従業

員の健康づくり意識が､それぞれのラ
イフプランの中に取り入られて､具体
的な行動につながっているかを確認
するとともに､健康づくりの活動の効
果が疾病休業日数の抑制、医療費の
抑制等に結びついているか、効果測
定を実施しました。

また、健康づくりの保健指導を展
開するため､健康診断の実施体制を
整備し、また、健康診断のフォロー
アップ（肥満、高血圧症、高脂血症等、
生活習慣病の要管理者をおもな対象
とする保健指導、運動指導､栄養指
導等）の実施体制を整え、その体制
の定着を推進しました。

快適・健康づくりの取り組み
「全員参加のヘルスビジョンに向けて」

株式会社ニコン-相模原製作所-主幹　前田-啓一

快適・健康づくり事業場紹介

■＜写真1＞健康づくり指導（栄養指導）

■＜写真2＞
　禁煙保健指導

安全衛生委員会の下部機構として「健康づくり推進委員
会」を設置し、企画・立案並びに実施推進組織として設置
する。職場健康づくりチームは職場健康づくりリーダーを
中心として職場における健康づくり活動の展開を図る。

■＜図1＞相模原製作所「健康づくり体制」

相模原製作所
安全衛生委員会

健康づくり推進委員会

ＴＨＰ外部サポート機関
ヘルスサポートチーム
ＴＨＰ指導者　

委員長　製作所長
委　員　産業医・製作所総務課

ニコン労働組合
健康づくり委員
ＴＨＰ指導者
【事務局　安全衛生課】

職場健康づくりチーム
（各-部）　

職場健康づくりリーダー
（健康づくり講習修了者）

（専門委員会）

平成20年度 全国THP推進協議会 優良賞 受賞事業場
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最近の
快適・健康づくり活動

最近の活動のうちのいくつかを以
下に紹介します。

（１）運動の習慣化等
従業員の日常生活の中での軽運動

の習慣化の定着を継続するため､朝・
昼のストレッチング体操､健康づくりウ
ォーキング、ソフトボール大会等を実
施しています。

また、年代別リフレッシュセミナー
を開催して、健康測定、運動機能測
定、食生活チェック、運動指導、栄
養指導を実施しています。＜写真1＞

（２）健康の保持増進
健康診断後のフォローアップを重

点的に実施するため、産業医、看護
師による医学的指導、保健指導、栄
養指導を個別に実施するとともに､イ
ンフルエンザ予防指導、花粉症予防
指導、禁煙キャンペーン、スモーカー

呼気ニコチン濃度テスターによる禁煙
指導、支援等を実施しています。＜
写真2＞

（３）メンタルヘルス対策
メンタルヘルスの推進に関しては､

事前に「生活習慣・ストレス測定調査」
実施し、その結果ハイストレス層に
あると判断された者に対する個別カ
ウンセリングを行っているほか、管理
監督者メンタルヘルス研修､過重時間
外健診対象者保健メンタルヘルス指
導の実施（毎月）、カウンセラーによる
個別面談、新人メンタルヘルス教育、
入社半年後カウンセリング（入社６ヵ月
後 全員）、外部メンタルヘルス支援機
関とのネットワークづくり等を実施し
ています。＜表1＞＜写真3＞

（４）分煙化の推進
喫煙対策の分煙化をさらに推進

し、製作所内の喫煙場所には喫煙用
空気清浄機を設置しています。現在、

休憩用のリフレッシュルームのうち、
喫煙者と非喫煙者とで利用時間帯を
分けているところがありますが、この
ような場所を終日禁煙にし、新たに
喫煙ルームを設置して「時間分煙」か
ら「空間分煙」への転換をすすめて
います。

また、事務所・会議室・廊下・食
堂等の共同使用施設の全面禁煙によ
る地区分煙を段階的に実施していま
す。＜表2＞

今後のヘルスプラン
支援課題

ここ数年は、福利厚生の見直しに
伴う厚生施設の統合廃止、保健看護
職の削減、健康づくりスタッフの外注
化、特定保健指導との役割分担など、
従来の健康づくり活動の見直し、再
構築が必要とされています。

今後の健康づくりは、ワークライフ
バランスによる人事制度施策と協調し
て、キャリアプラン(キャリア形成)とラ
イフプラン（生きがい施策）の中にヘ
ルスプラン（健康づくり施策）を組み
入れて、総合的な情報提供、問題解
決支援等を推進する「社員トータルサ
ポートシステム」としての健康保持増
進施策へ移行しています。

・メンタルヘルス層別教育（随時）
　管理監督者・新入社員・一般従業員ヘルスアップセミナー

・管理監督者のストレス診断（全員）

・ストレス診断によるハイリスク者カウンセリング（希望者）
　面談カウンセリング、メールカウンセリング

・カウンセラーによる自由予約制のカウンセリング

・新入社員の入社半年後面談（対象者全員）

・産業医･精神科医による疾患要管理者の健診・面談（指名）

・専門医・カウンセラーによる健康相談

・事業所ホームページ（パブリックフォルダー）でのメンタル
ヘルスチェック等

■＜表1＞おもなメンタルヘルス施策 ■＜表2＞喫煙対策による空間分煙の推進

■＜写真3＞
　新任管理者 メンタルヘルス研修

分煙ランクと分煙化対策
クラスCをクラスB又はAに順次移行する

クラスＣ　時間分煙
---------------→-空間分煙（喫煙室の設置）を推進
クラスＢ　空間分煙
---------------→-喫煙室の統合（棟専用喫煙室）を推進
クラスＡ　全面禁煙
---------------→-共同使用施設の禁煙を推進
　　　　　（事務所・会議室・廊下・食堂等）

その他の対策
・従業員屋外喫煙コーナー、
--お客様屋外喫煙コーナーの設置
・タバコ自動販売機の一部撤去
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■インフルエンザの流行のシーズンとなりました。厚生労働省のパンフレ
ットによると、予防の基本として、流行前のワクチン接種を掲げています。
次に、流行した場合に、人込みへの外出は控え、外出時にはマスクの着
用、室内は適度な湿度を維持し、十分な休養とバランスの良い食事、う
がい・手洗いと咳エチケットの励行を呼び掛けています。
■先日、近くのクリニックでインフルエンザワクチン接種を受けました。今
までは、気力と運に頼っていましたが、そんな非科学的な方法ではいけ
ないというので観念いたしました。この時期、クリニックはワクチン接種希
望者で混雑していましたが、順番が来ると、注射一本であっという間に
終わりました。皆様は予防接種は如何でしょうか。

■これで安心！と慢心してはいけませんね。パンフにも、手洗い、うが
いの励行、咳エチケットとあります。ここで、おやっ！と思うのは、「流行し
たらマスク着用」の注意です。日ごろから、他人にうつさないためと思
いがちなのですが、予防のための着用なのですね。いずれにしても、
この対策においても生活習慣・行動の変容が重要ですが、これが難し
い。
■最後に、本年も早いもので師走となりました。この４２号が皆様のお
手元に届くころには年の瀬を迎えていることでしょう。わたしはこの１年
を振り返り反省の日々 です。皆様は如何でしょうか。昨今の厳しい状況
ながら、新しい年が皆様にとってよい年でありますように。

※参加費はすべて無料です。

●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） 

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。

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

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成21年1月24日（土）13：30 ～17：00
●場　所　当センター研修室
●テーマ　「産業精神保健の基礎」
　講　師　当センター 特別相談員 苅部 ひとみ

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成21年2月14日（土）14：00 ～17：00
●場　所　当センター研修室
●テーマ　「電磁界の健康リスク」（仮題）
　講　師　電磁界情報センター所長　大久保 千代次 氏

平成20年度衛生管理実務講座
●日　時　平成21年2月24日（火）13：30 ～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　「労働衛生行政の動向」（仮題）
　講　師　神奈川労働局 主任労働衛生専門官　村木 宏吉 氏
●テーマ　「労働衛生保護具の選択、使用、保守管理について」
　講　師　当センター 地域担当相談員　安部 健
●テーマ　「職場でのメンタルヘルスの対応と
 地域との連携を考える」
　講　師　当センター 所長　石渡 弘一

2009年 働く人の健康づくり神奈川大会
●日　　時　平成21年2月2日（月）13：30 ～16：40
●場　　所　横浜市開港記念会館
●主　　催　神奈川健康づくり推進会議
　　　　　 （県医師会・県歯科医師会・労安協・建災防支部・陸災防支部・
 港湾災防支部・林災防支部・健康財団・中災防・当センター）
●後　　援　神奈川労働局・各労働基準監督署、神奈川県
●基調講演 「いつまでも元気な生活習慣といい人生の生き方」
　講　　師　当センター 基幹相談員  三宅 仁
●事例発表　①日本新薬（株）小田原総合製剤工場
  ②東京急行電鉄（株）元住吉車掌区
●特別講演 「メンタルヘルス対策と企業のリスクマネジメント」
　講　　師　日立キャピタル（株） 東京第二営業所
　　　　　 ＢＢＳ推進プロジェクト 保健師  山口 律子 氏
●申　　込　神奈川労務安全衛生協会（電話045-662-5965）
●そ の 他　無料　定員380名　申込締切1月20日（火）

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

テーマ：「石綿関連疾患の画像診断」　
講　師：横須賀市立うわまち病院 副院長　三浦 溥太郎 氏

＜特別講演＞
テーマ：
「メンタルヘルスを
議論しよう」
講　師：
神奈川県精神保健
福祉センター所長
桑原 寛 氏

平成２０年１０月２８日（火）
於：当センター会議室

神奈川県下地域・職域看護職研修会
平成２０年９月１０日（水）
於：横浜市健康福祉総合センター ４階ホール

平成２０年１０月３１日（金）
於：(株)川熱本社工場

認定産業医制度指定研修会
平成２０年９月１１日（木）
於：海外勤務健康管理センター３Ｆ ＡＶ会議室

＜実地研修＞

第1回 運営協議会

（横浜労災病院内）

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。

�0

小規模事業場産業保健活動
支援促進助成金（産業医共同選任）事業のご案内

❶ 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。

❷ 助成金の手続きは？ ＊1-個々の事業場が単独で申請する方法と事
業場グループを形成して一括申請する方
法の2通りがあります。
申請期日は2月1日から5月末までです。

＊2-契約する産業医を探せない場合は、産業保
健推進センターにご相談ください。

＊3-産業医共同選任契約の報告期日は8月末
です。

（注）1.-対象となる産業保健活動は、原則とし
て産業医が事業場に出向いて行う、職
場巡視、保健指導等の活動です。
また、職場巡視の結果を踏まえて行
う助言、指導文書の作成も対象とな
ります。

2.-事業者は、契約に基づく報酬を産業医
にお支払いいただき、後ほど、助成金の
申請を行います。

❸ 助成金の額は？

❹ 助成の期間は？
助成期間は３年間です。なお、過去にこの事業を利用した事業者は対象となりません。

８６，０００円（上限） ２１,５００円／回 各年度あたり活動4回まで= ×
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小規模事業場※

産　
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医
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①-登録申請-＊1

③-産業医共同選任-
----契約の報告-＊3

⑥-活動実績報告・
-----------------助成金支給申請
----（1月末まで）

②-契約-
----＊2

④-活動実施

⑤-報酬支払

⑦-助成金支給
----（3月末まで）

個々の事業場

グループ事業場

※常時雇用する
労働者が50人
未満の事業場

神奈川産業保健推進センター

石綿健康被害救済法が改正されました。施行日は平成20年12月1日です。
■特別遺族給付金の請求期限--➡--平成24年3月27日までに延長されました。
■特別遺族給付金の支給対象--➡--平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方（注1）へと拡大されました。

（注1）労災保険の遺族補償給付を受ける権利が
時効（５年）によって消滅した場合に限ら
れます。

（注2）労災保険の遺族補償給付を受ける権利は
５年で時効により消滅しますので早めに
ご請求下さい。

●お問合わせ先：特別遺族給付金については最
寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署
に、また、労災保険の給付対象とならない方
の救済給付については(独)環境保全再生機構
（フリーダイヤル-0120-389-931）に、お
問い合せください。

労災保険の遺族補償給付
が時効で消滅しているた
め特別遺族給付金の支給
対象となる。

お亡くなりになられた時期に
よって、労災保険の遺族補償
給付か、又は特別遺族給付金
の支給対象となる。（注2）

労災保険の遺族補
償給付の支給対象
となる。（注2）

石綿健康被害者のご遺族の皆様へ

（注）助成金の額は、産業医を
活用した状況に応じて支
給されます。

神奈川労働局 労災補償課からのお知らせ

平成13年3月26日 平成15年11月30日 平成18年3月26日
平成20年12月1日

（施行日）

労災保険の遺族補償給付特別遺族給付金 新たに時効が
成立した場合

●平塚地域産業保健センター TEL：0463-52-0355
●湘南地域産業保健センター TEL：0466-27-6238 
●相模原・津久井地域産業保健センター TEL：042-749-2101 
●三浦半島地域産業保健センター TEL：046-822-3053
● 鶴見地域産業保健センター TEL：045-521-2738 
●横浜北地域産業保健センター TEL：045-313-9187

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



TopicsTopics

編 集 後 記

神奈川産業保健「かもめ」平成20年12月 第42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

■インフルエンザの流行のシーズンとなりました。厚生労働省のパンフレ
ットによると、予防の基本として、流行前のワクチン接種を掲げています。
次に、流行した場合に、人込みへの外出は控え、外出時にはマスクの着
用、室内は適度な湿度を維持し、十分な休養とバランスの良い食事、う
がい・手洗いと咳エチケットの励行を呼び掛けています。
■先日、近くのクリニックでインフルエンザワクチン接種を受けました。今
までは、気力と運に頼っていましたが、そんな非科学的な方法ではいけ
ないというので観念いたしました。この時期、クリニックはワクチン接種希
望者で混雑していましたが、順番が来ると、注射一本であっという間に
終わりました。皆様は予防接種は如何でしょうか。

■これで安心！と慢心してはいけませんね。パンフにも、手洗い、うが
いの励行、咳エチケットとあります。ここで、おやっ！と思うのは、「流行し
たらマスク着用」の注意です。日ごろから、他人にうつさないためと思
いがちなのですが、予防のための着用なのですね。いずれにしても、
この対策においても生活習慣・行動の変容が重要ですが、これが難し
い。
■最後に、本年も早いもので師走となりました。この４２号が皆様のお
手元に届くころには年の瀬を迎えていることでしょう。わたしはこの１年
を振り返り反省の日々 です。皆様は如何でしょうか。昨今の厳しい状況
ながら、新しい年が皆様にとってよい年でありますように。

※参加費はすべて無料です。

●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） 

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。

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

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成21年1月24日（土）13：30 ～17：00
●場　所　当センター研修室
●テーマ　「産業精神保健の基礎」
　講　師　当センター 特別相談員 苅部 ひとみ

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成21年2月14日（土）14：00 ～17：00
●場　所　当センター研修室
●テーマ　「電磁界の健康リスク」（仮題）
　講　師　電磁界情報センター所長　大久保 千代次 氏

平成20年度衛生管理実務講座
●日　時　平成21年2月24日（火）13：30 ～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　「労働衛生行政の動向」（仮題）
　講　師　神奈川労働局 主任労働衛生専門官　村木 宏吉 氏
●テーマ　「労働衛生保護具の選択、使用、保守管理について」
　講　師　当センター 地域担当相談員　安部 健
●テーマ　「職場でのメンタルヘルスの対応と
 地域との連携を考える」
　講　師　当センター 所長　石渡 弘一

2009年 働く人の健康づくり神奈川大会
●日　　時　平成21年2月2日（月）13：30 ～16：40
●場　　所　横浜市開港記念会館
●主　　催　神奈川健康づくり推進会議
　　　　　 （県医師会・県歯科医師会・労安協・建災防支部・陸災防支部・
 港湾災防支部・林災防支部・健康財団・中災防・当センター）
●後　　援　神奈川労働局・各労働基準監督署、神奈川県
●基調講演 「いつまでも元気な生活習慣といい人生の生き方」
　講　　師　当センター 基幹相談員  三宅 仁
●事例発表　①日本新薬（株）小田原総合製剤工場
  ②東京急行電鉄（株）元住吉車掌区
●特別講演 「メンタルヘルス対策と企業のリスクマネジメント」
　講　　師　日立キャピタル（株） 東京第二営業所
　　　　　 ＢＢＳ推進プロジェクト 保健師  山口 律子 氏
●申　　込　神奈川労務安全衛生協会（電話045-662-5965）
●そ の 他　無料　定員380名　申込締切1月20日（火）

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

テーマ：「石綿関連疾患の画像診断」　
講　師：横須賀市立うわまち病院 副院長　三浦 溥太郎 氏

＜特別講演＞
テーマ：
「メンタルヘルスを
議論しよう」
講　師：
神奈川県精神保健
福祉センター所長
桑原 寛 氏

平成２０年１０月２８日（火）
於：当センター会議室

神奈川県下地域・職域看護職研修会
平成２０年９月１０日（水）
於：横浜市健康福祉総合センター ４階ホール

平成２０年１０月３１日（金）
於：(株)川熱本社工場

認定産業医制度指定研修会
平成２０年９月１１日（木）
於：海外勤務健康管理センター３Ｆ ＡＶ会議室

＜実地研修＞

第1回 運営協議会

（横浜労災病院内）

��
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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

産業医訪問

＜衛生管理者訪問＞（株）東芝　生産技術センター

＜快適・健康づくり事業場紹介＞（株）ニコン　相模原製作所

 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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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


