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平成 20 年度 衛生管理実務講座
平成 21 年 2 月 24 日（火） 於 : 横浜市健康福祉総合センター 4F ホール
＜講演＞

＜開会挨拶＞

「労働衛生行政の動向

神奈川労務安全衛生協会
事業部長

−最近の法令改正と派遣・
請負労働者の衛生管理−」

竹内 寛 氏

講師：
神奈川労働局
労働衛生課
主任衛生専門官

＜講演＞

「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：
神奈川産業保健
推進センター
所長

村木 宏吉 氏
＜講演と実技＞

保護具と装着実習

石渡 弘一

「労働衛生保護具の選択、使用、保守管
理について−講話とデモンストレーション−」
講師：
神奈川産業保健推進センター
地域担当相談員
（社）日本保安用品協会
保護具アドバイザー

安全帯
（ハーネス型）

安部 健

センター業務見直しに伴う
今後の情報の提供について

−産業保健情報誌「かもめ」終刊のお知らせ−
神奈川産業保健推進センター
平成8年度に当センターが開設された後、県下の産業
医、産業保健スタッフに役に立つ情報を提供するため、
平成9年3月の創刊号をスタートに、産業保健情報誌「か
もめ」を発行してまいりました。毎年度概ね４回発行
していますので、この間通算30万部を超える部数を配
布したことになります。
さて、皆様方もご承知のように、現在、政府による
独立行政法人の見直しが進められ、平成19年12月には
独立行政法人合理化計画が閣議決定されたところです。
この合理化計画により、労働者健康福祉機構において

今、誌面を振り返ってみますと、法令の改正、事業
場の健康づくり活動などの事例紹介、各産業保健機関
からの話題提供、地域産業保健センター事業の活動報
告、当センターの調査研究報告、県下の4大学医学部か
らの最新の情報提供、相談員エッセイ、Ｑ＆Ａ、地域
保健活動の紹介、測定機器等の使い方など、専門的な
論文から活動事例、機器の使い方などの実務的な内容
まで非常に幅広い情報の提供を行ってきたことに今更
ながら驚いております。
最近発行した「かもめ」につきましては当センター

も、平成21年度からの中期計画の中で、産業保健推進
センター事業の運営経費のおおむね3割を削減すること
が決定され、次年度以降、業務を見直し、効率化に努
めることとしていますが、この一環として、全センタ
ーの地方情報誌を廃止することになった次第です。
従いまして、本号（43号）をもちまして産業情報誌「か
もめ」は終刊とさせていただくこととなりました。当
センターとしましても、事業場の産業医や産業保健ス
タッフに必要な情報を提供する役割の上から、大変残
念なこととお詫び申し上げるとともに、何卒、ご理解
を賜りますようお願い申し上げます。

のホームページにＰＤＦファイルで掲載していますの
でご活用いただければ幸いです。

この間、神奈川労働局、神奈川県医師会、神奈川県
歯科医師会、神奈川労務安全衛生協会、日本労働安全
衛生コンサルタント会、日本作業環境測定協会、神奈
川県健康管理機関協議会をはじめ、多数の関係機関や
事業場の方々に原稿をご執筆いただき、ホットな情報・
役に立つ情報を提供することができたことに改めて感
謝申し上げる次第であります。また、産業医の先生方
や事業場の産業保健スタッフなど多くの方々にご愛読
をいただきましたことにも感謝を申し上げます。

今後の情報の提供につきましては、労働者健康福祉
機構が全国的に発行している「産業保健21」を充実す
るとともに、希望者には「産業保健21」を送付させて
いただきます。当センターの研修等のご案内や情報の
提供につきましては「産業保健21」を送付する際に同
封させていただきます。また、現在、毎月1回発行して
いますメールマガジンに研修会・セミナー等の開催情
報を掲載し、更に、ホームページをリニューアルして、
最新の産業保健情報や研修会等のご案内などを提供し
てまいりたいと考えています。
最後に、当センターの研修や相談等の業務につきま
しては、業務の効率化を図り、今まで以上にサービス
の提供を通じて、産業医をはじめ産業保健スタッフの
お役に立つような取り組みを行ってまいりたいと考え
ていますので、今後とも皆様方のご理解とご協力を賜
りますようよろしくお願いいたします。

産業保健情報誌「かもめ」
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快適職場推進計画認定制度について
快適でストレスの少ない職場環境の形成に努めましょう
神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課

快適職場推進計画
認定件数1000号突破
快適職場推進計画認定制度は、平
成４年７月１日から施行されています
が、昨年の10月15日、神奈川労働局
（局
長 森岡雅人）において、快適職場推
進計画の認定件数が1000号を突破し
ました。これを受け、同月29日、新
聞発表を行いました。また、1000号
突破を記念して、当局の会議室にお
いて快適職場推進計画認定証交付式
を開催し、10月15日に認定された8事
業場に対し局長から認定証を交付し
ました＜写真1＞。この際、数社の報
道機関の取材を受け、後日新聞、安
全衛生関係の冊子に掲載されました。
第1000号の認定事業所は、次のと
おりです。
事業所の名称：
富士ソフト株式会社 本社オフィス
事業の種類：情報サービス業
所在地：横浜市中区桜木町1-1
当局における第1号の認定は平成6
年8月8日、第500号の認定は平成14
年12月16日です。
認定第1号から第500号までは8年
4か月かかっていますが、第501号か

■＜写真1＞認定証の交付式風景



ら第1000号の認定までは5年10か月
であり、第500号到達までの期間に
比べて短くなっています。これは職場
のストレス軽減の重要性について事業
者の意識が高まってきているものと考
えられます。

快適職場推進計画
認定制度とは
労 働者の 健 康に関しては、 技 術
革新の進展等による労働態様の変化
等により職場において疲労・ストレス
を感じる者が高い割合に達している
とともに、労働力人口の高齢化や女
性の職場進出が進んでいる状況の中
で、作業環境、作業方法等が適切
に管理された誰もが働きやすい快適
な職場環境の形成が求められている
状況にあったことから、平成4年5月に
「労働安全衛生法及び労働災害防止
団体法の一部を改正する法律（平成4
年法律第55号）」が公布され、改正
の一つとして、労働安全衛生法に第
7章の2快適な職場環境の形成のため
の措置（第71条の2 ～第71条の4）が
追加されました。同法第71条の2にお
いて、快適な職場環境の形成が事業
者の努力義務とされ、同法第71条の
3において、厚生労働大臣は、
快適な職場環境の形成のた
めの指針の公表すること等
が規定されています。
快 適 職 場 推 進計画認定
制度（以下「認定制度」とい
う。） については、 労 働 安
全 衛生規則第61条の3にお
いて、都道府県労働局長は、
事業者が快適な職場環境の
形成のための措置の実施に

関し必要な計画を作成し、提出した
場合において、当該計画が「事業者
が講ずべき快適な職場環境の形成の
ための措置に関する指針」
（平成4年7
月1日 労働省告示第59号、改正 平
成9年9月25日 労働省告示第104号）
（以下
「快適職場指針」という。）に照
らして適切なものであると認めるとき
は、その旨の認定をすることができる
と定められています。
この認定制度は、建設工事を含め
すべての業種・事業場が対象になり
ます。

認定要件
快 適 職 場 指 針には次の4つの 措
置が定められていますが、認定を受
けるためにはこのうち少なくとも（1）
の措置を必須としてもう1項目の措置
（（1）の措置が2つでもよい。）を計画
することが必要です。
（1）作業場所の空気環境、温度、湿
度、照明、騒音等の作業環境を
快適な状態に維持管理するため
の措置
（2）不自然な姿勢での作業の改善等
作業方法を改善するための措置
（3）休憩室等の心身の疲労の回復を
図るための施設・設備の設置等
の措置
（4）洗面所、トイレ等労働者の職場
生活において必要となる施設・
設備を維持管理するための措置

認定を受けることの
メリット
快 適職場推進計画が都道府県労
働局長の認定を受けると、以下のよう

■快適職場推進計画認定事例（参考）
（１）作業場所の空気環境、温度、湿度、照明、騒音等の作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
業種等

推進計画の
対象となる場所

輸送用機械器具製造業

事務所

現状（課題）

快適化のための措置

喫煙所に壁がないため、タバコの煙が漏れて 完全分煙の喫煙所を設置して作業環境を快適な状態
分煙が不完全な状態になっている
に改善し維持管理する

（２）不自然な姿勢での作業の改善等作業方法を改善するための措置
業種等

推進計画の
対象となる場所

場内使用
自転車置場

機械器具製造業

現状（課題）

快適化のための措置

事務所から作業 場所まで遠く往復は体力を
自転車を増車する
消耗するだけでなく、時間的なロスがある

（３）休憩室等の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置等の措置
業種等

推進計画の
対象となる場所

倉庫業

倉庫棟廻り

現状（課題）

快適化のための措置

・夏前にすべての除草作業を実施する
夏には雑草が生えて見栄えが悪く、一部ゴミ
・一部砂利等の敷詰めをする
が捨てられている
・花壇や植樹をして緑地化を進めていく

（４）洗面所、トイレ等労働者の職場生活において必要となる施設・設備を維持管理するための措置
業種等

推進計画の
対象となる場所

金属製品製造業

食堂

現状（課題）

快適化のための措置

新館２階の厨房施設を改装、外部業者に食堂業務を
配達弁当の注文制としていたが、複数のメニュー
委託することで社員食堂を設置する。また、自動給茶
から選べ、温かい食事を希望する従業員がいる
機を設置することで自由にお茶類を飲めるようにする

なメリットがあります。
（1）労働安全衛生法の規定を守って
いる証となります。
（2）快適職場づくりに取り組んでい
ることが形で内外に示せます。
（3）労働災害の防止に寄与します。
（4）労災保険の「特例メリット」の対
象となります。
（継続事業であっ
てメリット制の適用がある事業
であること、中小企業事業主で
あることが要件となります。メリ
ット増減率は±40%が3年間に限
り±45%に拡大します。）
（5）小規模事業場向け職場改善用機
器整備助成金の援助の対象とな
ります。
（1事業場当たりの補助金
の限度額は200万円です。）

推進計画の認定状況
平成20年12月末現在、全国におけ
る快適職場推進計画の認定件数は、
累計で32,236件となっています。内
訳は、有期事 業である建設 工事が
24,832件で全体の7割を占めていま
す。製 造業等の継続事業は7,404件
で、全体の3割です。
当局における快適職場推進計画の

認 定件 数 は、 同日現 在、1025件で
す。この件数は、東京都（2,180件）、
愛知県（1,662件）、北海道
（1,631件）、
大阪府（1,598件）、京都府（1,137件）
に次いで全国第6位です。
最近の認定件数は、毎年100件程
度です。
ただ、残念なことに、当局におけ
る継続事業の認定比率は全体の13.6
パーセント（残りは建設工事）で、全
国平均の29.8パーセントを大きく下回
っています。この現象は、少なくとも
当局以外の前記の全国上位5都道府
県についても同じです。
ちなみに、全国で継続事業の比率
が最も高いのは、大分県の56.8パー
セントです。

くりに取り組んでいることを理解し、
労働意欲が向上することが期待され
ます。
快適職場推進計画の認定は、1事
業場につき1回と限定されているわけ
ではありません。事業場においては
年間の安全衛生計画等により毎年快
適な職場づくりの計画を立てていると
ころもあります。この計画が認定要件
を満たせばそのたびに認定申請する
ことができます。
認定申請の手続きは難しくありませ
んので、認定制度のご活用をお願い
します。

快適職場推進計画認定
制度活用の勧奨について

快 適職場推進計画認定申請や小
規模事業場向け職場改善用機器整
備助成金の申請受付は、次の機関で
行っておりますので、当該機関の快
適職場推進アドバイザーにお問い合
わせやご相談ください。

快適な職場環境の形成に努めてい
る事業場は多いと思いますが、この
制度を知ってか知らずか快適職場推
進計画認定制度を活用される事業場
が少ないことは非常に残念です。快
適職場推進計画認定証の交付を受
け、これを掲示等により従業員に示
せば、従業員も事業場が快適職場づ

認定申請等に関する
お問合せ先

神奈川快適職場推進センター
横浜市中区相生町3-63
（社）神奈川労務安全衛生協会内
TEL 045-662-5965
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産業医と禁煙指導
社団法人 神奈川県医師会産業医部会（長谷内科医院 院長）
長谷
（神奈川県内科医学会 神奈川禁煙・分煙推進委員会委員長）
産業医は職場で働く職員の健康を （メタボ健診）に目を向けてみると、
守る立場で行動することが主たる業
腹囲が男性85、女性90cm以上の体
務です。私の主張は最も産業医が力
型がまずメタボ健診としての基本の
を入れるべきことは職員への禁煙指
基準であり、高血圧、脂質異常（高
導であるということをお話したい。
中性脂肪）、糖尿病の前病変状態が
最近の国立がん予防センターの報
加わることにより階層化され、予備軍
告で日本人10万人、10年間の大規模
該当、該当とされ、特定保健指導の
な医学的データが 発 表されました。 対象となっていきます。
長生きする人は①タバコを吸わない
内臓 脂肪の蓄積が高血圧、糖尿
②節酒
（週1～3回適量）③BMI25 ～
病、脂質異常症の発症に大きく関わ
27の三つが揃っている人との結果でし
っていることがわかり、内臓脂肪とい
た。この結果を踏まえれば、医師が
う腸間膜に付着している脂肪組織が
なにを健康のために進めていけばよ
巨大な内分泌組織と位置づけられ、
いかの結果が出たと思います。
その対策を取ることが脳、心血管リ
一方、国の施策から始まった、現
スクの減少に結びつくことは大いに意
在各 保険者 が 行っている特定健診
義があると思われます。
「産業医と禁煙指導」
研修用テロップ
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しかし、このメタボ健診には大き
な欠点があります。それは喫煙を単
独の大きなリスクとして捉えていない
点です。脂質異常症のLDLコレステ
ロールは単独の大きなリスクとして捉
えているので、階層化の項目には入っ
ていません。このLDLコレステロール
と同等か、むしろそれ以上の脳、心
血管に対するリスク因子として喫煙を
捉えるべきと判断します。腹囲が基
準値以上＋喫煙では、あまり介入しな
くても良いのが現在の階層化の大き
な欠点です。
公衆衛生学会のある発表では病気
軍団の親分はタバコ（全死亡リスク2.1
倍）、一の子分は高血圧（全死亡リス

ク1.4倍）、二の子分は糖尿病（全死亡
リスク1.3倍）、三の子分がメタボ（全
死亡リスク1.27倍）という結果が出て
います。病気軍団撲滅のためには三
の子分ばかり相手にしていても成果
は上がらない、やはり親分をたたくこ
とでしょう。
2005年12月に9学会合同禁煙ガイ
ドラインが発表され、タバコを吸うの
は、ニコチン依存症と関連疾患から
なる「喫煙症」、喫煙者は積極的な治
療が必要な「患者」と定義されていま
す。まだまだ、健診施設などのレポー
トを見ても「喫煙は病気ですから、治
療が必要」とはっきり明記してあるも
のは少ないのが現状です。
第64回公衆衛生学会シンポジウム
で松崎道幸先生が発表されたデータ
では、非喫煙者では健診により死亡
率が半減する（健診ありを1とすると、
健診なしで2.09）が、喫煙者では健
診の有無でほとんど差がない（健診
あり2.91、健 診なし3.13）との内容
です。この点をよく踏まえて、職員の
健康を守る点で、禁煙指導を念頭に

おいて産業医として活動してほしい
と思います。
医師の中にも、まだまだタバコの
害の知識が十分でない方がおられま
す。軽いタバコは健康に良いのではと
思って吸っておられる方が多いのです
が、実際には軽いタバコほど止めにく
くなり、有意差がないものの、ニコチ
ン・タールの少ないタバコほど肺癌に
なりやすいというのが最近の医学的
なデータです。
ニコチン・タールの表示値はフィル
ターに開いているミシン目の穴の数で
決定されます。機械を装着して、定
期的に吸引したもののデータを示して
いますが、実際に喫煙者がタバコを
吸う時は、唇か指でこの穴の一部を
塞いでしまうので、表示値とまったく
異なった状態で煙を吸入することにな
り、結果として軽いタバコも重いタバ
コもあまり生体にとっては変わりがな
いのが現実です。むしろ、重いタバ
コから軽いタバコに変えることにより
一酸化酸素ヘモグロビンの濃度は上
昇してしまうのです。軽いタバコを吸
うとスカスカ感があるのと喫煙者
は必要なニコチン量を無意識の
間に吸入しようとしますので、思
い切り吸い込むかフィルターの近
くまで燃焼させて吸い込むことを
します。このことが最近の末梢
性の肺癌（主として肺腺癌）が増
えている大きな原因です。また、
軽いタバコに変えれば、変える
ほど、肺の奥まで吸い込むように

なるので、血流にニコチンが乗り、脳
へのインパクトを強化してニコチン依
存症から抜け出せなくなるのです。
昨年5月より経口禁煙治療薬である
酒石酸バレニクリン（商品名：チャン
ピックス）が保険適用となり、今まで
使用されてきたニコチンパッチととも
に禁煙治療の幅が広がりました。チ
ャンピックスは脳の中のα4β2受容体
というニコチンの受容体に結合して、
ニコチンの作用をブロックするととも
に少量のドーパミンを放出させる、デ
ュアルアクションを持つユニークな薬
剤です。また、パッチで禁忌であっ
た脳梗塞・心筋梗塞・狭心症・重篤
な不整脈の患者さんにも使用できま
す。ただし、精神神経科通院中の患
者さん（特にうつ病）に使用する場合
は精神神経科の医師と禁煙治療する
医師の間で綿密な連絡を取り合いな
がらの治療が必要です。うつの悪化
の懸念が発表されています。
また、FDAでは因果関 係が 明 確
でないのですが、意識 消失の症例
が出ており、パイロットへの使用は
禁止になっています。危険な作業を
する方にはパッチのほうが好ましい
かもしれません。いずれにしろ、適
切に使用すれば、かなり高い成功率
が望める薬剤であることだけは間違
いありません。
これらの点を頭において産業医は
職員へ禁煙のアドバイスを行ってほし
いと思います。
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平成20年度

作業環境測定評価推進大会を開催
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

神奈川支部では平成20年度作 業
環境測定評価推進大会を去る9月11日
（木）、ローズホテル横浜で開催した。
参加者は自社・機関会員などあわせ
て約30名。

Ⅰ特別講演

最近の労働衛生行政の
動向
高橋 俊一 氏

神奈川労働局労働衛生課長

昭和25年に始まった全国労働衛生
週間が、今年も10月１日～７日までの
期間
「あなたが主役明るい職場と健康
づくり」をスローガンに、職場の労働
衛生環境をより良くすることを目指し、
全国で展開される。
最 近の労働災害の発生状況を見
ると、平成15年から18年は労働者の
傷病者が年々増加したが、19年には
7,096名（前年比マイナス242名）と若

特別講演される高橋労働衛生課長



干の減少傾向を示しており、今後もさ
らに減少を目指すことが重要である。
次に死亡災害の発生状況をみると、
平成4年には127名だったものが、19
年には 過 去最 低の58名まで半 減し
た。その死亡原因をみると、有機溶
剤中毒や、過重労働によるものが多
く、業種別では建設業が他の業種に
て比較的多いことが分かっている。
有機溶剤中毒による死亡災害事例
をみると、労働者数10名以下の金属
製品製造業の事業場で、毒性の強い
トリクロルエチレンのばく露による死
亡災害が起きている。この事例は作
業主任者の未選任など、ばく露防止
の作業指揮がされていなかったこと
が主な原因であり、十分なばく露防
止対策を図ることが必須となってき
ている。
さらに、業務上の疾病発生状況の
推移を見ると、19年は606名の疾病
者が発生しており、腰痛が385名と6
割を占めている。腰痛の原
因として、労働者の高齢化
や介護などが考えられ、今
後の対策が待たれるところ
である。
次に、定期健康診断の有
所見率の推移をみると、年々
増加傾向が見られ、有所見
者を減らすことが急務となっ
てきている。
労働災害状況を踏まえた
うえで、第11次労働災害防
止計画が出された。それに
は、リスクアセスメントの実
施促 進、機械災害の防止、

芦田 敏文

墜落・転落災害の防止、粉じん障害
の防止、化学物質による健康障害の
防止、健康診断の推進、メンタルヘ
ルス対策の推進、過重労働による健
康障害の防止などの重点対策及び目
標が盛り込まれている。
このほか、高橋労働 衛生課長は
神奈川推進センターの副所長も歴任
されており、小規模事業場に対して、
県内の各区にある
「地域産業保健セン
ター」の説明もされ、より多くの事業
場がこれらの支援サービス機関を利
用することによって、業務上の労働災
害の減少に繋がればと紹介された。

Ⅱ講演

有機溶剤業務における作
業環境濃度とばく露濃度
との関係
山室 堅治 氏

中央労働災害防止協会
労働衛生検査センター

化学物質等のリスクアセスメントを
行うためには、有害性の評価と、ば
く露量の評価が必要となる。ばく露
量の評価には、実際にばく露量の測
定を実施する必要があるが、全ての
物質について測定方法が確立されて
いるわけではない。新規の作業場や
化学物質を変更する場合は、何らか
の方法でばく露量を推定することが
必要となる。
作業環境測定は、作業環境管理
状態の把握を目的に行うものであっ
て、ばく露量の把握を目的としたも
のではない。しかし、ばく露量の把

握を目的に行う個人ばく露濃度測定
と同様に、空気中の化学物質などの
濃度測定を行っていることから、作
業環境濃度とは相関があると予想さ
れる。
そこで、ばく露推定モデルを構築
するために、作業環境測定とばく露
濃度測定を同時に行い、その関係を
明らかにし、作業関係濃度からばく
露濃度を推定可能とすることを目的と
した研究が行われた。
平成17年から3年間にわたる、353
単位作業場のデータについて得られ
た作業環境濃度とばく露濃度の測定
結果により、ばく露濃度の値は、有
機溶剤業務の号別区分、換気設備の
種類、エアロゾルの発生の有無及び
作業環境測定の評価結果に関わらず
作業環境濃度は以下に示した範囲に
あると考えられた。
A測定の幾何平均値≦ばく露濃度
の値≦A測定の上側５％値（又はB測
定値の大きな方の値）
ただし、B測定 点が 作 業 者 の呼
吸域から離れていると、実際のばく
露濃度は推定上限値を超えることも
ある。

化学物質のリスクアセスメントについて
講演される山室氏

Ⅲ講演

メタボリックシンドロー
ムの自己管理法
杤久保 修 氏
神奈川県予防医学協会 循環器予防部長

く噛んで、ゆっくり食べる･･･早食い
は満腹感が少なく、過食の元、一口
30回以上噛むことを目標に。 ④ス
トレスをためない･･･減量中の精神ス
トレスは後のリバウンドにつながる恐
れがあり、スポーツなどでストレス解
消を。⑤動物性脂肪は控えめにバラ
ンスの取れた食事を･･･厚生労働省の
「食事バランスガイド」などを参考に

メタボリックシンドロームは、日本
語では「内臓脂肪症候群」と呼ばれ
ている。メタボリックシンドロームの
症状は、内臓脂肪が蓄積
して起こる「肥満」と、進
行すると「高血圧」
「高血
糖」
「高 中 性 脂 肪 血 症 」
「HDLコレステロール低下」
といった危険因子が重な
った状態である。
内臓脂肪が蓄積すると、
動脈硬化を防ぐ作用のある
物質の減少や、インスリン
の働きを低下させる因子の
増加、血圧を高める物質
や血栓を作り易くする物質
の増加に、高インスリン血
症などの要因も加わること メタボリックシンドロームの自己管理法に
で、メタボリックシンドロ ついて講演される杤久保氏
ームが発症し、内臓脂肪
の蓄積がいかに健康に悪影響を及ぼ
いろいろな食品からたんぱく質（必須
すかがうかがえる。
アミノ酸）や、ビタミン、ミネラルを
日本では少子高齢化が進み、寝た
確保するように。
きりや要介護者の増加が重大な社会
また、約10年前から
「食べてやせる」
問題となっている。介護のための人
低カロリー食療法として効果をあげて
材や財源が大幅に不足している昨今、 いるコレステロールの低下を促すノン
寝たきりにならない努力と、予防する
カロリーで食物繊維の多い
“寒天”利
ための自己管理が欠かせない。
用のメタボ克服法も紹介された。
そこで演者は、メタボリックシンド
ロームが 疑われ、改善したいとき、
誰にでもできる実践しやすいメタボリ
ックダイエット
「5か条」を提案した。
①朝夕の体重・血圧と１日の歩数
連絡先
を記録･･･体重をグラフ化して、朝と
( 社 ) 日本作業環境測定協会
夜の体重差がおよそ600ｇ以内におさ
神奈川支部
まるようにし、１日１万歩を目標に歩
( 神奈川県予防医学協会内 )
く習慣を身につける。②夕食量は控
えめに、食後はすぐに眠らない･･･夕
食量を減らすことが難しい人は、夕食
前に寒天ゼリーなど満腹感を得られ
る低カロリー食品を摂ってみる。③良

〒 236-0002

横浜市金沢区鳥浜町 14 -1
TEL 045-773-1921
FAX 045-775-3185
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RA報告書から見た外国人・高齢者の扱いについて（7/26（土））
健診機関から見た健康管理の取り組み（9/27（土））
保健衛生交流会から（ストレスコーピングについて）（11/22（土））
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

リスク・アセスメント診断
の外国人・高齢者の扱い

（7/26（土））

一般のリスク・アセスメントの
診断結果の概要
リスクの洗い出しの件数は、１事
業当り平均12.4件であった。また（1）
リスクの危険性の分類によると ①機
械等による危険性36％ ②作業方法か
ら生じる危険性26％ ③作業場所に係
る危険性19％ ④作業行動等から生じ
る危険性16％であった。
（2）リスク低
減対策の機械・設備によると ①溶接・
ロボット・高熱・粉じん等その他の機
械46％ ②ボール盤・切断・コンベア
ー等回転機械作業31％ ③フォークリ
フト等11％ ④クレーン・リフト8％とな

健診機関から見た取り組み（9/27）

っている。
（3）最後にRA診断の問題
点と対策では、①リスクを特定してい
る診断員が少なすぎる38.5％ ②作業
手順書から特定する ③残留リスク対
策があいまいとの指摘があった。

外国人のリスク診断結果報告の
概要
業種別分類では、製造業が90％で、
RAから見た外国人・高齢者の扱いについて
建設・商業の順であった。
（7/26）
（1）外国人の安全衛生管理の阻害
要因は ①言葉の壁があり、教育が難
っていない。
「日本語が話せる」こと
しい62％ ②生活習慣の違いや、安
と「安全知識がある」
「ひらがなや漢
全意識が低い55％ ③漢字などの日
字が読める」とは同等ではない。
本文字の壁24％ ④作業手順を守ら
ない11％となっている。
（2）外国人の
高齢者の労働災害防止対策
配慮を含む管理監督者教育の実施
高齢者の災害対策には設備面を中
では、 ①実施している65％ ② 実施
心とした
「直接的対策」と能力開発や
していない35％ ③「実施していない」 健康管理などの「間接的対策」があ
について、規模別では、小規模（3 ～
る。
19人）42％、中規模（20 ～ 49人）43
（1）
「直接対策」については、①墜落・
％、大規模（50人以上）20％となっ
転落防止対策 ②転倒防止対策
ている。
（3）外国人の雇い入れ 教育
③重量物取扱い方法の改善④作
の実施状況では ①実施している45％
業姿勢の改善 ⑤視聴覚機能の
②実施していない10％ ③
「実施してい
補助がある。
ない」について、小規模8％、中規模
（2）
「間接的対策」については、①高
29％であった。
（4）外国人の配慮のた
齢者は理解するまで多くの時間
めの掲示、表示、標識の作製状況で
②動機付け ③積極的に取り組む
は ①実施している41％ ②実施してい
心構え ④対話型機器の活用 ⑤
ない59％ ③
「実施していない」につい
心身面の健康づくりが必要と思
て、小規模75％、中規模14％、大規
われる。
模20％となっていた。

結論 なぜ外国人の災害発生率
が高いのか
各種の新しいヘルメット（9/27）



馬嶋 洋一

「日本語が話せる」から、日本人と
同様に対応しており、教育訓練は行

事業所から見た中高齢者の長所
と適正
①出勤率が高く遅刻が少ない
②判断力があり、意欲が高い

③義理堅く、常識が豊かである
④精神的にも安定しており、落ち着い
ている
⑤経験が豊富で段取りがうまい。
⑥未経験者や若年層の相談相手にな
れる
⑦不平や不満・わがままが少ない
など少子高齢化に向かって、元気
で経験豊富な高齢者の特徴を大いに
活用することが重要である。

健診機関から見た健康管
理の取り組み（9/27（土））
この健診機関の「1.事業概要」は
①医療に関する事業、②保健に関す
る事業、③老人の福祉に関する事業
の3本 柱であり、施設・巡回健診で
数万人/年を実施している。
「対象」は、
組合員、事業所、行政などで30人か
ら4000人規模で実施し、年間計画に
基づいて決定後、対象者の確認、ス
タッフ配置、実施、結果報告、事後
始動を行っている。
「2.一般健康診断」は①定期健診
（一年以内ごとに一回）② 特定業務
従事者健診（配置替及び6ヵ月以内ご
とに一回一般健診を実施）
「3.海外派遣労働者健診」
（6ヵ月以
上派 遣する場合、6ヵ月以上海外 勤
務で帰国時派遣前後）
「4.労災保険の二次健診」
（血圧・血
中脂質・血糖・BMI or 腹囲など４つ
の有所見者に対して）
「5.特殊健康診断」
（有害業務に従
事する労働者に対して法定健診と行
政指導による健診）

「6.雇用時・配置替え・定期」
（一部
を除き6ヵ月に一回）健診
「7.メンタルヘルス」
「8.派遣労働者の健診」
「9.メタボ健診」
（糖尿病有病者740
万人、高血圧症有病者3100万人、高
脂血症有病者3000万人）となってお
り総合的な生活習慣病対策の実施が
急務である
（40歳から74歳までの加入
者対策）
「10.その他の健診」
幅広い健康管理の取り組みを実施
し、成果をあげていて、益々の活躍
が期待されている。

ストレスコーピングに
ついて（11/22（土））
「ストレス」とは、本来は、セリエ
が発表した生理的な現象を説明する
言葉であるが、現在では、主として、
精神的な緊 張や負担をさしている。
職場とか家庭のストレスとか多種多彩
であるが、人間が生きていくゆえで、
適正なストレスは必要である。
ストレスコーピングとは、ストレスと
うまくやっていくという考え方である。
ストレスから逃げ回っていても、な
にも達成できない。そのストレスを乗
り越えた時に心身の安定とか満足感
とかの状況が大切である。ストレスを
理解し、評価する。
ストレスの影響は個人差が大きい
事が特徴である。①心理的反応 ②
身体的反応 ③行動的反応も、ストレ
スの種類によって、受ける度合いが異
なるものである。
またストレス状況の把握が大事に

リスクアセスメントの海外動向（11/22）

職場の健康管理（ストレスコーピング）
（11/22）

なってくる。
日常生活に生じる変化とか、スト
レスの受け止め方も、個々によって差
があるので良く理解しなくてはいけな
い。否定的自動思考への対処・対象
喪失と悲哀の反応についても考えなく
てはならない。
最後にストレスコーピング行動を起
こす為の具体的手順から、ストレス
に強くなる為の成長モデル、セルフケ
ア習得を考えて、ストレスと仲よくしよ
うと考えている。

羽田空港D滑走路見学会（2009/2/17）

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会
神奈川支部
〒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/
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＞



5

化学物質の生体影響検出法
東海大学医学部基盤診療学系 公衆衛生学
産業現場では様々な化学物質が使
上、予め有害化学物質の取扱い作業
われており、その健康に対する影響
者には、そこで取り扱うと思われる
をきちんと評価することは労働者の
有害化学物質の感受性試験（パッチ
健康の維持・増進にとって重要であ
テスト）を某企業で入社時に実施して
る。産業職場での有害化学物質の生
いる。その結果毎年50名位の受診者
体影響の管理の一つに作業環境管理
に対し、高分子系の化学物質に陽性
がある。職場環境における管理濃度
反 応を示す人が0〜2名散見される。
や許容濃度は、健康な成人労働者を
陽性反応を示した人は、その有害化
対象とし、労働時間中に曝露する気
学物質を扱わない職場への配属を勧
中濃度の管理によって行われている。 告している。その結果、アレルギー
従ってその規制値は、全ての人を対
反応、皮膚や呼吸器系等の異常所見
象として、24時間の生活環境下で曝
が出たという報告はみられていない。
露される事を前提とした環境基準よ
ただし、この感受性試験は、試験実
りも高い値である。しかし、これら
施した時点での生体反応であり、検
の基準より低い値であれば全ての労
査実施後に化学物質に対する感受性
働者は健康障害を起こさないという
変化を生じることがあることの欠点が
ことでは無い。労働者の中には、薬
ある。
物代謝酵素の遺伝子型により低濃度
さらにパッチテストは、作業管理
であってもその影響が強く出る者や、 の方法として用いられる保護マスク
何らかの基礎疾患を有する者もいる。 （防塵、防毒）で使用されている面体
さらに、シックハウス症候群、化学物
部による接触皮膚炎の発生予防への
質過敏症、アレルギー疾患などの既
応用が可能であった。我々が某企業
往歴や疾病を持っている作業者につ
で調査したところ、実際に職場内で
いては、管理基準値以下であっても、 保護マスクの使用により皮膚炎の発
過敏反応を示したり、アレルギー症
生が起きていた。特に、夏場の発汗
状を増強したりすることがある。また、 が生じる時期に多くみられた。発生
臭気等感覚的影響や厚生労働省が推
割合は、製品にもよるが、高頻度で
奨している快適職場ということを勘案
発生する製品では30％にも達してい
すると、管理濃度や許容濃度で労働
た。これを防止するため、作業者の
衛生管理を実施するのに限度がみら
なかには、面体と顔との間にタオル
れる。また、職場に従事した後に
「酒
やガーゼ布をあてがって使用している
が弱くなった」
「酒量が減った」
「悪酔
者もみられたが、防護効果が減じる
いするようになった」という者が増え
ため、正しい使用方法ではない。
たと聴くように、職場に従事している
そこで、多くの作業者に皮膚炎を
間に身体の変化が起きていることが
生じない製品（面体の材質）を開発
伺われ、この変化には個人差がある
するため、面体に使用される各種の
ように思われる。これらのことから、 材質による皮膚炎の検討をパッチテス
われわれは、予防管理を含め20年以
トにより実施した。検討は、メーカー
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会社製造部職員より募った20名のボ
ランティアに、今後面体部分に使用
する予定の材料を人工汗液と共にパ
ッチ絆創膏に付け、背中に塗布した
24時間後に判定した（写真参照、絆
創膏をはがした直後の陽性例）。判
定結果では、比較検討のためテスト
に使用した、従来製品に使用されて
いて、皮膚炎の発生が多くみられた
製品の材質では、多くのボランティア
にも陽性反応が認められた。その後
製造された製品には、ボランティアの
パッチテストで陽性反応を示さなかっ
た材質が使用された。実際に製品が
販売されたが、その後新しい製品を
使用して皮膚炎を発生した報告がみ
られていないとのことである。
化学物質の生体影響は過敏症のみ
ではなく、低濃度長期曝露の影響も
考慮する必要がある。近年多くの疫
学研究や動物実験、ヒトを対象とし
た研究により、様々な成人期慢性疾
患の発症基盤が受胎前後、胎芽期、
胎児期、出生後の環境と関連するこ
とが示唆されている。特に発育期の
中枢神経は様々な化学物質に対する
感受性が高く、ホルモンや神経伝達
物質などによる複雑な遺伝子調節に
よる神経細胞の発達段階が化学物質
により乱されると、その影響は学習
障害や自閉症などの子どもの発達障
害や、成人のアルツハイマー病や神
経変性疾患として発症すると考えられ
ている。さらに神経細胞は寿命が長
いため、化学物質の影響が蓄積しや
すく、その影響は長い年月を得て現
れる可能性が高い。このような観点
からすると、妊娠女性の職場環境は

非常に重要であり、十分保護されな
ければならない。現在では男女雇用
機会均等法が施行されており、多く
の職場に女性が進出している。これ
に伴い、母性健康管理の措置が義務
化され、特に有害化学物質を扱う職
場への妊婦の就業が禁止されている。
しかし妊娠初期は気がつかないこと
もあり、化学物質を扱う職場では注
意が必要である。
一般の労働者に対しても、果たし
て現在の管理濃度での作業環境管
理で十分であるか検討する必要があ
る。特定の化学物質の長期曝露と循
環器疾患との関連が最近報告されて
おり、上述した胎児の中枢神経系以
外の生体影響に対する研究も必要で
ある。特に海外ではビスフェノールA、
カドミウム、鉛、フタル酸等の長期曝
露と循環器疾患や糖尿病、肥満など
との関連が報告されている。
化学物質の生体影響とその機序を

解明し、労働者の健康を確保するた
めには動物実験が必須である。特に
中枢神経系に対する影響を評価する
ためには、個体差が少なく、生得的
に一定レベルの学習能力を有し、さ
らに外的要因（ストレス等）の影響を
受けにくい動物が必須である。我々
はこれまでWistar系ラットを母系と
し、80世 代にわたり兄 妹自然 交 配
とSidman型電撃回避学習試験の繰
り返しにより、同学習試験において
生得的に高回避成績を有しかつ個
体差の少ない近交 系のTokai High
Avoider (THA) ラットを確 立した。
THAラットは、他の学習試験におい
ても高学習能を有し、かつ個体差が
少ないので、通常のラットでは検出
が困難である化学物質の微量曝露に
よる次世代の情動・認知行動の異常
を検出することが可能である。実際
にこれまでTHAラットを用い、金属
(Tokai J Exp Clin Med, 11: 241-247,

パッチテスト施行
化学物質を滴下あるいは塗布した専用絆創膏を被験者
の背部に貼付。

1986)、アルコール (Environ Health
Prevent Med, 1: 87-89, 1996)、 環
境汚染 物質 (Industrial Health, 24:
203-244, 1986, Jpn J Clin Ecology,
10: 33-41, 2001) などの微量曝露（環
境 基 準又は管理濃度）による次世
代の生体影響を検出することが可能
であった。THAラットは、40世代以
降非常に安定し、現在では生まれる
仔ラットは100%高学習能を有する。
THAラットのように何十世代にもわた
って交配を繰り返し、生得的に高学
習能を有するラットは世界的にも極め
て珍しく、遺伝子操作を加えていな
いまるごとのラットを用いて学習・記
憶に影響をおよぼす化学物質を解析
した研究はない。現在、このTHAラ
ットを用いた化学物質の次世代高感
度生体影響検出法を確立することを
試みている。

パッチテスト判定
翌日絆創膏をはがして紅斑や浮腫の有無を判定。矢印
は陽性反応を示す。
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地域と職域の連携に係る
取り組み状況について
神奈川県大和保健福祉事務所 保健予防課

はじめに
「地域と職域の連携に係る取り組
み状況について」というテーマで原
稿のご依頼をいただきました。日頃お
世話になっている労働基準監督署の
安全衛生課長さんのすてきな笑顔に
嫌とは言えず、お受けしたものの･･･
正直言いまして保健福祉事務所へ異
動して一年足らずの経験と知識では、
皆さんに改めて何かをお伝えすること
は困難です。
本稿では、大和保健福祉事務所の
主な活動内容、地域・職域連携の必
要性、大和保健福祉事務所における
今までの取組状況、平成20年度働く
人のメンタルヘルス研修会の報告と研
修アンケート結果をご紹介させていた
だき、今後の職域との連携に少しで
も役立てていただきたいと願っている
次第です。

大和保健福祉事務所の
主な活動内容
大和保健福祉事務所は、主に大和
市と綾瀬市にお住まいの方の健康づ
くりを支援している神奈川県の機関
です。
みなさまが、地域でいきいきと暮ら
していくためのお手伝いとして、健康
相談、医療費の援護、衛生検査の受
付、生活環境や食品の衛生に関する
仕事などを行っています。

地域と職域の連携の
必要性
地域保健は、主に乳幼児、思春期、
高齢者という地域住民を対象に生涯
を通じて、より健康的な生活を目指し
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た健康管理・保健サービスを提供し
ています。一方で、職域は主に就業
者の安全と健康の確保のための方策
の実践を事業者、就業者に課してい
ます。両者の目的は必ずしも一致し
ているわけではありませんが、提供
している保健サービスには共通した
ものがあり、健康増進法においても、
それぞれの健康増進実施事業者の
連携を促し、効果的な保健サービス
の実行を求めており、各々がこれま
で蓄積した方策を互いに提供し合い、
職域保健と地域保健が連携した対策
を講じることが不可欠であるとされて
います。
大和保健福祉事務所では、このよ
うな観点から、関係機関との保健福
祉サービス連携調整会議の開催をは
じめ、働く人のメンタルヘルス研修会、
自殺対策研修会の開催等の取組みを
行ってまいりました。

働く人のメンタルヘルス
研修会(県央地区)の実施

出席者の職種
事業主·······································2
人事担当者··························· 24
現場管理監督者···················19
衛生管理担当者·················· 33
産業保健スタッフ·················· 4
その他······································ 0
（アンケート回答82）
主催 : 大和保健福祉事務所
厚木保健福祉事務所
共催 : 厚木労働基準監督署
神奈川産業保健推進センター
神奈川県精神保健福祉センター
◦講演 1
「メンタルヘルス対策の基礎知識」
講師 : 神奈川産業保健推進センター
産業医 森田 哲也 氏

平成20年度のメンタルヘルス研修
会は関係機関との共催により以下の
◦講演 2
内容で開催いたしました。平成19年
度にも同様の研修を開催したところ、 「京浜工場におけるメンタルヘルス活
動～復職の進め方～」
出席者は68社、86名でしたので、今
講師 : AGC旭硝子(株)京浜工場
年度はより多くの事業場の皆様にご
健康管理センター
出席をいただき感謝しております。
看護師 立花 由紀 氏
日時 : 平成21年1月20日(火)
14 : 00 ～16 : 30
会場 : 産業技術センター
3F 講習室(海老名)
出席者: 77社 96名

講 義内容の詳細は紙面の関係で
省略しますが、昨年度の研修アンケ
ート結果から、復職の具体例、具体
的なプログラムを知りたいとのご希

望が多く、ニーズに応える中身となっ
ています。
例えば森田氏の講義の中で「休職
者が職場に復帰する時の注意」とし
ては
①主治医による診断が必要
②うつ病の人はきまじめな人が多く、
自分がいないことにより周囲に迷
惑をかけていると考え、あせってし
まう。現在の症状の確認と意欲な
のか、それともあせっているのか、
をみきわめることが必要。
また、講演後の講師のひとことアド
バイスをご紹介します。
※森田氏～ 立花さんの講演にあった
「産業医取り扱いマニュアル」はと
ても良いと思う。嘱託の医師はい
ると思うが、よい看護師・保健師
がいると産業医として活動しやす
い。費用の問題があるかと思うが、
配置していただけるとよい。
※立花氏～ 一回一回の機会を大切
にすること、
「もう一度行こうかな」
と思える雰囲気つくりを心がけて
いる。

<研修アンケート結果>
★参考になった事柄や新たにやって
みたいとお考えになったことは?
・会社として今後産業医を検討しても
らいたい。労働者の心の健康が大
切な事がわかってよかった（現場管
理監督者）
・メンタルケアのシステムが構築され
ていないため、どのようなものか
拝聴させていただきました。まず

大和保健福祉事務所は、主に大和市と綾瀬市
にお住まいの方の健康づくりを応援してい
る神奈川県の機関です。
みなさまが、地域でいきいきと暮らしてい
くためのお手伝いとして、健康相談、医療費
の援護、衛生検査の受付、生活環境や食品の
衛生に関する仕事などを行っています。
どうぞお気軽にご利用ください。

は経営陣の意識改革からだと実感
しています
（衛生管理担当者）
・復職者を迎えるにあたっての受け入
れ側の教育を行いたい
（総務）
★その他ご意見・ご感想
・中小零細企業としては、長期ケア
の必要な方は戦力になりにくい実
態があり、とても大変です
（事業主）
・メンタル不全者が自身でメンタル症
状を認めない場合の会社での対応
について知りたい
（人事担当者）
・女性がうつ病になった時の対応な
ど、男性が多い職場では非常に難
しい
（衛生管理担当者）
・いろいろな研修会を開催してほしい
（人事・衛生管理担当者）

<出席者の所属事業所について>
＜業種＞
製造業···································· 34
建設業······································ 2
運輸業····································· 8
卸・小売業····························· 9
金融・保険業························ 3
飲食業·······································1
その他··································· 21
（回答78)
＜規模＞
30人未満································· 2
30人以上50人未満············· 15
50人以上100人未満·········· 45
100人以上200人未満········ 11
200人以上300人未満········· 3
600人以上······························ 1
1000人以上···························· 1
（回答78）

＜所在地＞
厚木市··································· 22
海老名市·································16
座間市······································ 7
愛川町······································ 6
大和市···································· 17
綾瀬市··································· 10
伊勢原市································· 1
（回答79）
アンケートには他にも様々なご感
想・貴重なご意見をいただきました。
来年度以降の研修開催の中で、県央
地区関係機関で検討しながら、ニー
ズにあったものを考えていきたいと思
います。
これは、事業所でも保健福祉事務
所でも同様の事ですが、病識のない
人を第三者が強制的に受診させるこ
とはできません。メンタル面のご相談
があった時は、
「本人が誰にも言わな
いで･･･」と言ったとしても、大事な
ことだからそれはできない事を伝え、
ご家族と一緒に考えていくことが大
切です。うつ病は心の風邪
（?）、症状
によっては、自殺企図のため入院治
療が必要なこともあり、ご家族の同
意が必要になる場合もあります。職
場の相談担当者、上司、同僚は受け
た相談を一人で抱え込まないようにし
ていくことが大切です。
以上、研修内容の報告とともにア
ンケート結果を踏まえ、私自身が感じ
ていることを申し上げました。少しで
も皆様のお役に立てば幸いです。

神奈川県大和保健福祉事務所
〒242-0021 大和市中央1丁目5-26
TEL：(046)261-2948(代表)
FAX：(046)261-7129
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横浜北地域産業保健センター

首都圏に対応した
健康相談窓口設置の現状について
横浜北地域産業保健センター長

はじめに

運営協議会が開催され、年度の方策、
進捗状況、さらには総括など調査・
審議され適正に運営されています。

堀内 久仁江

主に次の機関にご協力をいただいて
健康相談などの産業保健サービスが
行なわれています。＜表1＞

当地域産業保健センターは、平成
8年に設立され、今年で12年を迎えま
した。横浜市18の区のうち、神奈川区、
４つの基本的な事業に
（２）個別訪問産業保健指導
西区、港北区、緑区、都筑区、青葉
産業医である医師が事業場を訪問
ついて
区の6つの区が対象です。6区の合わ
して、健康管理指導や作業環境など
せた人口は1,315,000人、横浜市の人 （１）健康相談窓口の設置
のアドバイス指導を実施しています。
口（3,654,000人）の約36%、県人口
平成19年度の事業活動のうち、健
健康診断の事後措置に関する判定や
（8,965,000人）の１５%を占め、事業
康相談利用者の年別推移と健康相談
保健指導、それに長時間労働の面接
場の数も30,000を超えるといわれてい
の内訳については、それぞれ＜図1＞
指導等が主となっています。今のとこ
ます。これだけの規模は、神奈川県
のとおりです。
ろ作業環境管理や作業管理に関する
下では勿論のこと、全国でも有数の
平成19年に首都圏の健康相談窓口
指導についての事業場からのニーズ
マンモス地域です。当センターは神奈
の充実に加え、平成20年4月から長
がほとんどないのが実情ですが、今
川区医師会内（神奈川区反町・はーと
時間労働者に対する医師の面接指導
後は産業医の職場巡視などに活動に
友神奈川）に設置され、横浜市医師
が50人未満の小規模事業場にも法適
シフトしていきたいと考えています。
会と6つの区の医師会の協力のもとに
用するようになりました。そのために
運営されています。運営協議会の役
当センターは、新たにサテライト方式
（３）医師による面接指導の実施
員は、6つの区の医師会長とそれぞれ
による
「長時間専用の窓口」を設置す
医師の面接指導は、主に「健康相
の区の産業医部長、それに所轄行政
ることになりました。広大な地域のた
談窓口」によって行われています。そ
機関である横浜労働基準監督署長と
め利用者の利便性と、相談の内容が
の内容は長時間労働の面接指導が最
事業場代表として社団法人・神奈川
複雑かつ多岐化しているために、メ
も多く、次いで健診の事後措置に基
労務安全衛生協会・横浜北支部長が、 ンタル面など専門性を加味した体制
さらに横浜労災病院・地域医療連携
を整備する必要があると考え、現在、 づく健康相談や、メタボリックなどの
保健指導、さらには最近の特徴とし
室長が加わり、強力な布陣で構成さ
５箇所で月７回から８回健康相談窓
れています。5月、10月、3月の年3回、 口を開設しています。平成20年度は、 て、メンタル不全に係る事業者や人事

■＜図1＞健康相談利用者数の推移・相談の内容
（平成19年度）
（人）250

232
利用者数

200

6％

11％

健診事後措置

150

長時間労働
101

100

30％

68
50

32

15

16

17

18

19（平成/年度）

※個別訪問による健康相談者含む

14

メンタルヘルス
その他

11
0

53％

健康教育講演風景

担当者の相談が目立ってくるようにな
りました。復職に関する相談もあり、
１回当たりに費やす時間が多くなり、
また１回だけで解決出来ないケース
も増加傾向にあります。

（４）産業保健情報の提供と
その他の業務
神奈川労務安全 衛生協会北支部
や労働基準団体の主催するイベント
などを通して、
「地域産業保健センタ
ー」の事業紹介や利用に当たっての
PR活動を主に行なっています。所轄
の横浜北労働基準監督署の全面的
な支援をいただいて、行政指導後の

産業保健全般についてフォローなど
も行なわれています。地域産業保健
センターは50人未満の事業場を対象
した機関ですが、50人規模すれすれ
の事業場の健診の実施や事後措置、
産業医や衛生管理者等の相談も多く
寄せられ、法をクリアー出来るよう最
低限の指導にもあたっています。現
在、20年度の事業の最終段階に来て
いますが、前半は過重労働に関わる
相談が多くみられました。後半に入り
世界的な経済不況の影響と思われる
現象がみられ、長時間労働の面接指
導の利用者の伸びが鈍化してきてい
るような傾向がみられます。

参考までに19年度の横浜北地域産
業保健センターの活動の概況は次の
とおりです。＜表2＞

今後の課題
企業を取り巻く環境が厳しさを増
す中で、特に小規模事業場の労働環
境の悪化が予測され、労働者の健康
問題が危惧されるところです。行政、
医師会、事業者が三位一体となって
地域産業保健センターの限られたサ
ービスの中で、労働者のおかれた状
況に即応した効果的な活動を展開し
ていきたいと考えています。
（文責 コーディネーター

井上温）

■＜表1＞
実施機関名

所在地
神奈川区反町1-8-4
はーと友神奈川３F

最寄駅
JR東神奈川駅
東横線反町駅

のぞみクリニック

港北区新横浜

JR新横浜駅
市営地下鉄新横浜駅

月２回

小澤クリニック

青葉区美しが丘

東急田園都市線
たまプラーザ駅

月２回

※）今井医院  長時間労働専用

神奈川区青木町

京急神奈川駅
横浜駅東・北口

月１回

※）クィーンズクリニック

西区みなとみらい

JR桜木町駅
地下鉄みなとみらい駅

月１回

通常
サテライト
通常
サテライト

13回（計画 22回）
57回（計画 48回）
事業者22人 労働者40人
事業者53人 労働者117人

横浜北地域産業保健センター

長時間労働専用

相談日
月１～２回

■＜表2＞
相談窓口回数
健康相談利用者数
電話相談件数

188件（長時間労働・健診事後措置・産業医選任など）

個別訪問登録事業場数

119事業場（小売店の登録増加傾向）

健康教育・講話

2回

PR活動（イベント等による利用の普及と啓蒙活動）
関係団体の協力・支援

134人受講（メンタルヘルス・生活習慣病予防）

安全週間・推進大会 350人
衛生週間・推進大会 458人
労働基準関係８団体
神奈川産業保健推進センター
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産業保健調査研究報告

神奈川県内の化学物質取扱い事業場における
MSDS の活用状況に関するアンケート調査結果
神奈川産業保健推進センター

はじめに
化学物質による健康障害を防止す
るためにMSDS（化学物質等安全デー
タシート）の活用は極めて重要である。
神奈川産業保健推進センターでは、
平成12年度に、労働者規模50人以上
の事業場のMSDSの理解状況、活用
方法のアンケート調査を実施し、そ
の結果、1000人以上の事業場からは
“MSDSが理解しにくい”という回答
が73.5％示されたのに、50人から300
人の事業場では45.7％という期待に反

を実施した。
この調査研究は現在進行中である
ので、この報告ではGHS導入MSDS
の入手状況やその理解度などを中心
に報告する。

調査対象と調査項目
（１）対象事業場：前回の調査で対
象とした50人未満の事業場及び
50人以上の事業場の合計1709
事業場を対象とした。アンケー
トの回収率は30%であった。

する結果が得られるなど小規模事業

（２）調査内容：事業場の化学物質
場のMSDSの理解度に疑問が持たれ
管理者と一部の設問に対しては
る結果であった。
産業医に①事業場の業種と従業
このため、平成14年度は50人未満
員数 ②化学薬品の使用の有
の事業場のMSDSの理解状況、活用
無、使用化学薬品名、③化学薬
状況をアンケート調査するとともに、
品購入時の業者からのMSDSの
作業者に理解されやすい“化学物質取
提供状況、④提供されたMSDS
はGHS対応であったか、⑤提供
扱いマニュアル”の作成を試み、11
されたMSDSの分かりやすさ、
社の事業場に掲示し、作業者から意
⑥MSDSの職場内掲示及び備え
見を聴いた。さらに平成15年度には、
付け状況、⑦作業者へのMSDS
前年度の作業者の意見を踏まえ、種々
の書き換え提供の有無、⑧化学
の化学物質使用に対する作業工程取
薬品購入または使用前の有害性
扱いマニュアルを作成し、化学物質取
評価の有無、⑨現行MSDSの改
扱い事業場の利用に供してきた。
善要望事項とその内容等２５の
平成18年12月から、MSDSにGHS
質問事項について、アンケート
（The Globally Harmonized System
調査を実施した。
of Classification and Labelling of
Chemicals )を取り入れる法改正が施
行されたことから、GHSが導入され
たMSDSによって化学物質取扱い事

１）対象事業場の属性

業場における化学物質管理がどの程

成する必要があるか等を知るために、

対象事業場の業種は前回と同様に
製造業が全体で71.8％を占め、どの
規模でも製造業が最も多かった。
規模別にみると、50人から299人の
群が全体の31.3％と最も多く、次いで
30人から49人の群が28.3％であった。

平成20年度は前回の対象事業場と同

２）MSDSの入手状況

度改善されたか、また、GHSによる
MSDSが現場でどの程度理解されてい
るか、さらに現場作業者向けにGHS
導入の化学物質取扱いマニュアルを作

じ事業場に対して更にアンケート調査
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調査結果

MSDSの納入業者からの入手につ

いては、19人以下の群では、MSDS
を知らないと回答した事業場が27.7%
であったが、
20人以上の各群では、
“必
ず提供してくれる”と“請求すれば提
供してくれる”を併せると9割を超え
ていた。＜図１＞

３）安衛法による特定の化学物
質のGHS表示、文書交付の認知
度と理解度
“提供されたMSDSがGHS対応で
あったか” という設 問に対しては、
＜図2＞に示すようにGHS対応でない
ものがあった又は分からないが、19人
以下の群を除き、60％を超えていた。
特定の化学 物質について、
“安衛
法によるGHSの表示、文書（MSDS）
交付が義務化されたことを知っている
か”との問に対し、1000人以上の群
では95%が“知っている”と答えたが、
19人以下の群では、
“知らなかった”
が77.7%あり、
“知っている”は11%に
止まった。規模が大きい群ほど認知し
ている結果であった。＜図３＞
さらに、
“ GHSの危険有害性の分類
や標章の使用によりMSDSは分かり
やすくなったか”の設問に対し、分
かりやすくなったとの回答は、図４に
示すように1000人以上の群では80%
であるが、30人 から999人までの３
つの群では40%強、また、29人以下
の２つの群では20％程度に止まり、
“GHS導入MSDSをもらっていない”
との回答が50%を超えていた。
産業医への質問として、
“安衛法に
よるGHSの表 示、文書（MSDS）交
付が義務化されたことを知っている
か”という設問に対しては、
“知ってい
る”と答えた産業医は、50人から299
人 の 群 で は54%、300人 か ら999人

の群では62%と規模が大きいほどそ
の割合は高い結果であったものの、
1000人以上の群でも80％の認知に止
まった。なお、49人以下の各群は回
答数が少数のため、図５のグラフか
ら除外した＜図５＞

４）MSDSの改善要望事項
MSDSの改善 要望を複数回答可

として質問したところ“有害性の程度
が分かりやすく書かれていない”が
1000人以上の群でも35.0％あり、300
人 から999人の 群では49.0％、50人
から299人の群及び30人から49人の
群では各々38.3％、33.7％であるの
に対して、19人以下の群では5.5%で
あった。また、
“作業者に分かりにく
い用語が多い”との回答は、299人

■＜図１＞ＭＳＤＳの納入業者からの情報提供
必ず提供してくれる

1000 人以上

請求すれば提供してくれる

300〜999人

提供してくれない

50〜299人

MSDS を知らない

30〜49 人

以下の各群で30%程度みられたが、
1000人以上の群では、10%に止まっ
た。なお、
“GHSによる有害性の分
類・標章が書かれていない”の回答
は、すべての群で10%以下と少なく、
無回答が19人以下の群では、38.8％
あった。＜図６＞
同じ設問に対する産業医の回答
で、
“有害性の程度が分かりやすく
書かれていない”は、50人から299
人の 群 が22%、300人 から999人 が
35%、1000人以上が27%であり、
“作
業者に分かりにくい用語が多い”は、
おのおの22％、28％、36％となって
おり、1000人 以 上の群では、 後者

無回答

■＜図 5＞産業医；安衛法によるＧＨＳ表示・文書交付の
義務化を知っているか

20〜29 人
19人以下
全体

知っている

1000 人以上

0％

20％

40％

60％

80％

100％

知らない

300〜999人

■＜図 2＞提供されたＭＳＤＳはＧＨＳ対応だったか
はい

1000 人以上

いいえ

300〜999人

50〜299人
全体（50 人以上）
0％

両方あった

50〜299人

無回答

20％

40％

60％

80％

100％

わからない
無回答

30〜49 人

■＜図６＞ＭＳＤＳについて今後改善が必要な事項

20〜29 人

60％

19人以下

50％

全体

全体
19人以下
20〜29人
30〜49人
50〜299人
300〜999人
1000 人以上

40％
0％

20％

40％

60％

80％

100％

30％

■＜図 3＞安衛法によるＧＨＳ表示・文書交付の
義務化を知っているか

20％
知っている

1000 人以上

知らない

300〜999人

10％
0％

無回答

50〜299人

①有害性

②用語

③フォーマット

④GHS

⑤その他

⑥無回答

■＜図 7＞産業医：ＭＳＤＳについて今後改善が必要な事項

30〜49 人

45％

20〜29 人

全体（50 人以上）
50〜299人
300〜999人
1000 人以上

40％

19人以下

35％

全体

30％
0％

20％

40％

60％

80％

25％

100％

■＜図 4＞ＧＨＳ導入でＭＳＤＳは分かりやすくなったか
1000 人以上

分かりやすく
なった

300〜999人

分かりやすく
ない

50〜299人
30〜49 人

GHS 仕様の
MSDS をも
らっていない

20〜29 人

無回答

19人以下
全体
0％

20％

40％

60％

80％

100％

■＜図 8＞ＭＳＤＳを職場に掲示・備え付けしているか
啓示・備付け

20％
15％
10％
5％
0％

①有害性

②用語

③フォーマット

④GHS

⑤その他

⑥無回答

（注）図６及び図７の回答項目は次のとおり。
①有害性の程度がわかりやすく書かれていない
②作業者に分かりにくい用語が多い
③MSDSのフォーマットが分かりにくい
④GHSによる有害性の分類標章が書かれていない
⑤その他 ⑥無回答
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全体

知っている

1000 人以上

0％

20％

40％

60％

80％

100％

知らない

300〜999人

■＜図 2＞提供されたＭＳＤＳはＧＨＳ対応だったか

無回答

50〜299人

はい

1000 人以上
の回答は、化学物質管理者等より産
300〜999人
業医の方が高い値を示し、
“有害性の
程度が分かりやすく書かれていない”
50〜299人
の回答では、産業医より化学物質管
30〜49 人
理者等の方が高い割合を示した。な
20〜29 人
お、49人以下の各群は回答数が少数
19人以下
のため、図７のグラフから除外した。
全体
＜図７＞ 0％
20％
40％
60％
80％

けているか”を質問したところ、関
２．GHS導入MSDSにおいても危険
全体（50 人以上）
いいえ
連付けていると回答した事業場は、
100％
0％
20％
40％ 有害性が分かりやすくなったとの
60％
80％
両方あった
1000人以上の群で最も多く47.3%で、
回答は1000人以上の群では、80%
わからない
無回答
その他回答のあった群では12％から
であったが、それより小さな労働
■＜図６＞ＭＳＤＳについて今後改善が必要な事項
27%の範囲にあった。
者規模の群では、45％以下に止ま
60％
全体
これと同一の事業場に、
“作業者
った。また、29人以下の2つの群
19人以下
50％
20〜29人
が読んでいると思うか”、
“作業者は
では、GHS対応のMSDSを提供さ
30〜49人
40％
理解していると思うか”を聞いたとこ
れていないという回答が50％程度
50〜299人
100％
30％
ろ、規模全体では、読んでいると答
あった。 300〜999人
1000 人以上
■＜図 3＞安衛法によるＧＨＳ表示・文書交付の
20％
えた割合は21.1％、理解していると
５）MSDSの活用状況
３．MSDSの改善要望事項としては、
義務化を知っているか
10％
答えた割合はこれより若干少なく17.4
“MSDSを職場内に掲示又は備え
平成12、14年度の調査と同様に、
知っている
1000 人以上
％であった。回答数の少なかった29
知らない
付けているか”の設問に対し、
“掲
0％
“有害性の程度が分かりやすく書
300〜999人
①有害性
②用語
③フォーマット ④GHS
⑤その他
⑥無回答
無回答
示・備え付けしている”との回答は、 人以下の2つの群を除き、概ね規模
かれていない”
“
、作業者に分かりに
50〜299人
が大きいほどこの割合は高かった。
1000人 以 上の 群 で は95%であった
■＜図 7＞産業医：ＭＳＤＳについて今後改善が必要な事項
くい用語が多い”に関し、今後の
30〜49 人
45％
が、19人以下、20人から29人の各群
改善を求める回答が多くを占めて
全体（50 人以上）
20〜29 人
40％
で は、 お のお の39%、35%であり、 考察とまとめ
いた。 50〜299人
19人以下
300〜999人
35％
50人から299人の群でも62%に止まっ
1000 人以上
以上のアンケート調査の結果をま
４．MSDSの活用については、以前
全体
30％
ていた。＜図8＞
とめると次のとおりである。
の調査時より若干増加しているが、
25％
100％
20％
40％
60％
80％
また、0％
作 業者に分
かりやすいよ
MSDSを職場に備え付けたり、掲
20％ 以 下 の 一 部 事
１．MSDSは、19人
■＜図 4＞ＧＨＳ導入でＭＳＤＳは分かりやすくなったか
うに書き直しているかとの問に対し
15％
示している事業場の割合は特に改
業場を除いて、ほとんどの規模の
分かりやすく
ては、
“書き直している”という回答
1000 人以上
なった
10％
善されてはいない。
事業場で請求すれば
提 供されて
は、1000人以上の群でも60%に止ま
分かりやすく
300〜999人
5％
ない
いると考えられるもののGHS導入
５．MSDSへのGHS導入の法制化に
り、300人から999人の群で22%であ
50〜299人
0％
GHS 仕様の
MSDSは事業場には十分には行き
ついての認知度は高いとは言えず、
①有害性
②用語
③フォーマット
④GHS
⑤その他
⑥無回答
MSDS をも
ったほかは、299人以下の各群では、
30〜49 人
らっていない
渡っていないことが判明した。
GHS導入MSDSを提供されていな
すべて5％から19%の範囲であった。
無回答
20〜29 人
＜図9＞
19人以下
■＜表1＞GHS導入MSDSによるトルエンの危険有害性情報
掲示・備え付けていると回答した
全体
危険有害性の要約 GHS分類
事業場に対し、
“作業手順と関連付
100％
0％
20％
40％
60％
80％
①物理化学的危険性
引火性液体
その他の物理化学的危険性は分類対象外

■＜図 8＞ＭＳＤＳを職場に掲示・備え付けしているか
1000 人以上

啓示・備付け
している

300〜999人

啓示・備付け
していない

50〜299人

その他

30〜49 人

無回答

20〜29 人

特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）
吸引呼吸器有害性

1
急性毒性（全ての経
路）：
区分5

全体
20％

40％

60％

80％

100％

■＜図 9＞作業者に理解されるよう掲示ＭＳＤＳを
書き直しているか
書き直し
ている

1000 人以上
300〜999人

書き直し
ていない

50〜299人

分からない

30〜49 人

無回答

20〜29 人

区分
区分
区分
区分
区分
区分
区分
区分
区分

5
4
2
2B
1A
1（中枢神経系）
、
3（麻酔作用及び気道刺激性）
1（中枢神経系、腎臓、肝臓）
1

2
3
4
5
急性毒性（経口）：
急性毒性（経口）：
急性（経口）
発がん性：
区分４
区分３
区分１、2
区分1A、1B、２
急性毒性（皮膚）：
急性毒性（皮膚）：
急性毒性（皮膚）：
区分４
区分２、３
区分１
急性毒性（経気）
急性毒性（経気）
急性毒性（経気）
＜エアロゾル＆粉体＞：
＜エアロゾル＆粉体＞：
＜エアロゾル＆粉体＞：
区分４
区分３
区分１、２、
＜ガス＆蒸気＞：
＜ガス＆蒸気＞：
＜ガス＆蒸気＞：
区分３、４
区分２
区分１

眼に対する重篤な損傷/
眼の刺激性：
区分２A、２B

眼に対する重篤な損傷/
眼の刺激性：
区分１

呼吸器感作性：
区分１

皮膚腐食性/刺激性：
区分２、３

皮膚腐食性/刺激性：
区分１A,１B、１C

生殖細胞変異原性：
区分１A、１B、２

特定標的臓器毒性
（単回ばく露）：
区分３
（呼吸器系以外）

特定標的臓器毒性
（単回ばく露）：
区分２
（呼吸器系以外）

吸引性呼吸器有害性：
区分１、２

皮膚感作性：
区分１

生殖毒性：
区分１A、１B、２

特定標的臓器毒性
（単回ばく露）：
区分２、区分３
（呼吸器系）

特定標的臓器毒性
（単回ばく露）：
区分１

特定標的臓器毒性
特定標的臓器毒性
（反復ばく露）：区分２ （反復ばく露）：区分１

HL2〜5に分類されてい
ない全てのGHS分類（区
分外も含む）

19人以下
全体

眼に対する重篤な損傷/皮膚腐食性/刺激性：
眼の刺激性：
全ての区分
全ての区分

0％
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急性毒性（経口）
急性毒性（吸入：蒸気）
皮膚腐食性・刺激性
眼に対する重篤な損傷・眼に対する刺激
生殖毒性
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）

■＜表2＞GHS区分による有害性レベル決定表

19人以下

0％

②健康に対する有害性

区分 2

20％

40％

60％

80％

100％

ハザードランクS
皮膚感作性：
全ての区分

急性毒性（皮膚）：
全ての区分

有害性レベルSは、眼、皮膚の刺激性、感作性等

い事業場も特に小規模事業場で
は多い。

る他は分類対象外か、区分外である
ことが分かる。
一方、健康に対する有害性（ハザ
ード）については、急性毒性（経口）
は区分5、急性毒性
（吸入；蒸気）は
区分4など種々の有害性分類に該当
している。これらの健康に対する有
害性の評価法については、＜表2＞
を用いて5段階で健康影響へのラン
ク付けを行うことが便利である。
即ち、トルエンのGHSの健康に対
する有害性分類では、

ープにランク付けしている。5つのグ
ループの１から5までは、その物質を
吸い込んだ場合の有害性の程度を示
６．神奈川産業保健推進センターで
し、1より5の方が強い毒 性である。
は、これらのアンケート調査の結
表の下段に示されているハザードラン
果を踏まえ、化学物質を取扱う作
クSはその化学物質が眼や皮膚に触
業者の安全と健康に寄与するため
れると障害を起す可能性がある場合
に、トルエンをはじめ前回の調査
のハザードを示している。
研究で作成した各種取扱いマニュ
Sを1から5までの表形式と異なっ
アル及び更に新しい作業工程も加
た形とした理由は、1から5の化学物
えGHSの危険有害性分類等を反
質のばく露形式が、吸入による化学
映させたより分かりやすい化学物
物質の毒性発現が主であるため、換
質取扱いマニュアルを事業場に提
気装置などの導入により環境中の濃
供する予定である。＜表3＞
①生殖毒性が区分１Ａ、特定標的臓
度を減少させれば、体内に入る化学
器毒性（単回ばく露）及び（反復ば
GHS導入MSDSからの
く露）が区分１になっているので、 物質量が減少し、有害性も減少する
と考えられるが、Sのカテゴリーの化
これらの毒性は有害性レベル決定
化学物質の危険有害性の
学物質は、接触による眼または皮膚
表では有害性ランク４である。
ランク付け方法
に刺激性、腐食性、感 作性の原因
②皮膚腐食性・刺激性は、おのおの
GHS導入MSDSから化 学 物 質の
となるものであるので、気中濃度と
区分２、区分２Ｂであるので、有
危険有害性を評価することが、必ず
関係なく障害が起こり得ることから、
害性レベルはランク１に該当し、ま
しも容易に行われているとは考えら
別に分類されている。平成18年3月
た、ハザードＳに評価される。
れないアンケート調査結果であった
30日付け基発第0330004号「化学物
③吸引性呼吸器有害性がGHS分類で
ため、トルエンを例として、危険有
質等による危険性又は有害性等の調
は区分１であるが、有害性レベル
害性のランク付けを簡便に実施する
査等に関する指針について」の通達
ではランク１であることが分かる。
手立てを以下に記載する。
においても、ばく露限界が設定され
GHS導 入MSDSか らトル エンの
これらの結果、トルエンについての
ていない化学物質等に係るリスク評
危険性をみると、＜表1＞のとおり、 ランク付けは＜表4＞のとおりとなる。
価法の一例の中に、GHSの有害性
GHS分類から物理化学的危険性で
事業場においては、以上の手順に
分類及びGHS区分を用い有害性のレ
は、引火性液体として“区分2”であ
より化学物質の有害性のランク付けを
ベルに分類する表が示されているが、
行い、入手したMSDSに記載
この通達では、MSDSのデータを使
された情報を活用されること
用して化学物質等の有害性を5段階
■＜表3＞トルエン取扱いマニュアル（暫定版）
が期待される。
にレベル分けし、さらにばく露レベ
上記の有害性レベル決定
ルを推定するなどの手順を経て、リ
表について補足すると、この
スクの見積りを行うこととしている。
表では、有害性を6つのグル
本 稿ではMSDSのGHS情 報 から
有害性の度合いをランク付け
し、事業場の担当者が化学物
■＜表4＞トルエンの危険有害情報
質管理に役立てていただくため
GHS分類結果
ハザード
（区分）
レベル
に紹介したものである。
急性毒性（経口）
5
1
この通達の表にはGHS分類
急性毒性（経皮）
区分外
1
急性毒性
項目のすべてが記載されていな
4
2
（吸入蒸気）
いが、本稿の＜表2＞は、平成
皮膚腐食性・
2
1＆S
刺激性
18年以降の各国の化学物質の
眼の重篤な
2B
1＆S
損傷/刺激性
有害性情報を取り入れて、中央
生殖細胞変異原性
区分外
1
労働災害防止協会が取りまとめ
発がん性
区分外
1
生殖毒性
1A
4
たものである。
特定標的臓器/
中枢神経系1
4
なお、GHS有害性分類は諸
全身毒性（単回） 麻酔作用等3
特定標的臓器/
1
4
外国との調整により今後も変更
全身毒性（反復）
吸引性呼吸器
される可能性がある。
1
1
有害性
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神奈川県内の産業保健関係機関名簿
地域産業保健センターをご利用ください
（社）
日本作業環境測定協会神奈川支部加入測定機関名簿
神奈川県労働者健康保持
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。
増進サービス機関名簿
測定機関の名称
登録番号
所在地
電話番号
測定の種類
業務内容

(財)神奈川県予防医学協会
14- 1 横浜市金沢区鳥浜町14-1
045-773-6444 ①③④⑤
〒231-0021
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。
横浜市中区日本大通58
(財)神奈川県労働衛生福祉協会
健 康 相 談 窓 口 の 開 14設 4 横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9 045-335-6900 ①③④⑤ （財）神奈川県
日本大通ビル
など について医師が相談に応じます。
予防医学協会
富士産業(株)
14-10 横浜市鶴見区平安町1-59-8
045-502-1828 ①③④⑤
TEL:045-641-8501
14-14 厚木市栄町2-2-32
046-223-4727 ①③④⑤
(株)相新 日本環境調査センター
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。
職場訪問による産業保健指導の実施
(株)ダイワ
14-15 平塚市東中原2-2-4
0463-53-2222 ①③④⑤
〒240-0003
（財）神奈川県
(株)オオスミ
14-18 横浜市瀬谷区五貫目町20-17
045-924-1050 ①③④⑤
横浜市保土ケ谷区天王町
2-44-9
医
師 に よ る 面 接 指 導 の 実14-19
施 大和市柳橋1-3906-9
(株)酒井化学研究所
046-263-6764 ①③④⑤
労働衛生福祉協会
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。
TEL:045-335-6900
化工機プラント環境エンジ(株)
14-22 川崎市川崎区大川町2-1
044-355-0598 ①③④⑤
日本環境(株)
045-780-3832 ①③④⑤
産 業 保 健 情 報 の 提 14-26
供 横浜市金沢区幸浦2-1-13
（医社）善仁会
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。
〒221-0056
(株)増田分析センター
14-27 横浜市金沢区幸浦2-19-5
045-785-2914 ①③④⑤
横浜東口ヘルチェック 横浜市神奈川区金港町6-20
(株)横須賀環境技術センター
14-34 横須賀市浦郷町5-2931
046-865-6661 ①③④⑤
TEL:045-453-7797
●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。
クリニック
JFEテクノリサーチ
（株）環境技術事業部 14-42 川崎市川崎区南渡田1-1
044-322-6200 ①③④⑤
菱重エステート
（株）相模原支社
14-45 相模原市田名3000三菱重工内
042-762-1035 ①③④⑤
〒225-0011
（医社）健生会
(株)テスコ
14-48 茅ヶ崎市茅ヶ崎3-3-5
0467-87-0967 ①③④⑤
横浜市青葉区あざみ野
4-2-4
14-53 海老名市上郷1-26-29
046-232-1320 ①③④⑤
習和産業(株) 神奈川支店
ム・ウ２１あざみ野
（拡充）
横浜北地域産業保健センター
TEL:045-902-2136
平塚地域産業保健センター
(株)日産クリエイティブサービス
横須賀市夏島町1
14-55
046-866-1870 ①③④⑤
環境分析センター
日産自動車内
〒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
〒254-0082 平塚市東豊田448-3 平塚市医師会内
〒210-0866
(株)ニチユ・テクノ
14-59 川崎市川崎区千鳥町3-3
044-280-0701
①③④⑤ FAX.045-313-9187
（医社）こうかん会
TEL.045-313-9187
TEL.0463-52-0355 FAX.0463-52-0356
川崎市川崎区水江町6-21
NECファシリティーズ(株)
川崎市中原区下沼部1753
コーディネーター：井上
14-60
044-435-1087
①③④⑤ 温（水江診療所）
コーディネーター：大木 国男、太田 信
TEL:044-322-1489
環境ソリューション事業部
NEC玉川工場内
〔関係医師会〕
神奈川区医師会・青葉区医師会・港北区医師会
〔関係医師会〕平塚市医師会・秦野伊勢原医師会
・中郡医師会
ムラタ計測器サービス(株)
14-63 横浜市戸塚区秋葉町15
045-812-1811 ①③④⑤
都筑区医師会注）サービス機関は、THP指針で示された健康づくりの内
・西区医師会・緑区医師会
〔該当監督署〕平塚労働基準監督署 TEL.0463-32-4600
(株)アサヒ産業環境
14-66 藤沢市石川6-18-48
0466-88-5656 ①③④⑤
容を実施できる機関として、中央労働災害防止協会が
〔該当監督署〕横浜北労働基準監督署
TEL.045-474-1251
（担当区域） 平塚市・秦野市・伊勢原市・
中郡 横浜市鶴見区寛政町20-1
(株)テルム
14-68
045-510-6833 ①③④⑤
登録基準を定め、登録し、名簿を公表しているものです。
（担当区域） 神奈川区・青葉区（中央労働災害防止協会健康確保推進部資料から）
・港北区・都筑区・西区・緑区
14-70 横浜市金沢区福浦1-9-4
045-784-6802 ①③④⑤
(株)IHI   検査計測事業部
住友重機械エンバイロメント(株)
14-83 横須賀市夏島町19
046-869-2450 ①③④⑤
環境技術センター
横浜南地域産業保健センター
湘南地域産業保健センター（拡充）
(株)ジェイペック茅ヶ崎事業所
14-90 横浜市磯子区新磯子町37-2
045-762-2380
〒236-0015①③④⑤
横浜市金沢区金沢町48 （社）金沢区三師会館内
〒251-0032 藤沢市片瀬339-1 藤沢市医師会館内
横浜分析センター
TEL.045-782-8785 FAX.045-783-6740
TEL.0466-27-6238 FAX.0466-27-6238
横浜エンジニアリング(株)
14-91 横浜市中区万代町1-2-12
045-664-3550
①
コーディネーター：大嶋 政志
コーディネーター：堀 洪允、伊藤 邦雄
住友電工テクニカルソリューションズ
14-93 横浜市栄区田谷町1
045-853-7194 ①③⑤
〔関係医師会〕磯子区医師会・金沢区医師会・港南区医師会
(株)環境分析事業部
〔関係医師会〕藤沢市医師会・鎌倉市医師会・茅ヶ崎医師会
・中区医師会
(株)東京技研   横浜工場
14-94 横浜市都筑区東山田4-42-37
045-591-4441 南区医師会
③
〔該当監督署〕藤沢労働基準監督署 TEL.0466-23-6753
〔該当監督署〕
横浜南労働基準監督署 TEL.045-211-7373
（担当区域） 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・
高座郡横浜市磯子区久木町13-3
(株)サンカン
14-11
045-753-5731 ①③④⑤
（担当区域） 磯子区
・金沢区・港南区・南区・中区
(財)労働科学研究所
指14-1 川崎市宮前区菅生2-8-14
044-977-2121
①③④⑤
(財)山梨労働衛生センター
19-1 山梨市落合860
0553-22-7898 ①③④⑤

神奈川県内の地域産業保健センター

相模原・津久井地域産業保健センター（拡充）

＜測定の種類＞①粉じん作業、②放射性物質、③特定化学物質、④重金属、⑤有機溶剤

横浜西地域産業保健センター

〒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
神奈川県健康管理機関協議会名簿
TEL.042-749-2101 FAX.042-741-1877
名 称
〒
住 所
コーディネーター：後藤 昌弘、鍋田 錥子

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4711-1 オセアン矢沢ビル3F
（平成20年4月1日）
TEL.045-861-5600 FAX.045-861-5600
電話番号
一般 有 じん 鉛
電
特
他
巡
施
コーディネーター：近藤 昇
(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 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
旭区医師会・泉区医師会・栄区医師会
〔関係医師会〕
〔関係医師会〕相模原市医師会・津久井郡医師会
(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 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
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〕相模原労働基準監督署228-0803
TEL.042-752-2051
(財)へルス・サイエンス・センター
相模原市相模大野3-13-15
042-740-6203 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
横浜西労働基準監督署
TEL.045-892-3141
〔該当監督署〕
（担当区域） 相模原市
(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
〇 ・戸塚区
〇 ・〇
〇
〇
〇
〇
〇
（担当区域）
旭区・泉区・栄区〇
・瀬谷区
保土ヶ谷区
231-0004 横浜市中区元浜町４-32 県民馬車道ビル
045-201-8228 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
(財)結核予防会 神奈川県支部
(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 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
(財)日本予防医学協会
（拡充）
県西地域産業保健センター
三浦半島地域産業保健センター
135-0001 東京都江東区毛利1-19-10 江間中ビル
03-3635-1153 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
東日本統括センター
小田原市酒匂2-32-16
〒238-0015 横須賀市田戸台36-1168-0072
横須賀市医師会内
(財)労働衛生協会
東京都杉並区高井戸東2-3-14 〒256-0816
03-3331-2251
〇
〇
〇小田原市保健センター内
〇
〇
〇
〇
TEL.0465-49-2929 FAX.0465-47-0832
TEL.046-822-3053 FAX.046-823-4534
(独)労働者健康福祉機構
044-434-6333
〇
〇
〇
〇
〇
〇
勲 〇
コーディネーター：川又
汎、小林 一 211-8510 川崎市中原区木月住吉町1-1 コーディネーター：山本
関東労災病院
健康管理センター
小田原医師会・
足柄上医師会
(財)労働科学研究所
216-8501
川崎市宮前区菅生2-8-14
044-977-2121
×
×
×
×
×
×
×
〔関係医師会〕
〔関係医師会〕横須賀市医師会・逗葉医師会
・三浦市医師会
小田原労働基準監督署
TEL.0465-22-7151
〔該当監督署〕
東京都江東区亀戸6-56-15
03-3684-3971
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
(医)社団
日健会 日健クリニック
〔該当監督署〕
横須賀労働基準監督署136-0071
TEL.046-823-0858
小田原市・南足柄市
足柄上郡
（担当区域）
（担当区域）
横須賀市・逗子市・三浦市
・三浦郡 相模原市富士見4-9-5
229-0036
042-756-2666
〇 ・〇
〇 ・足柄下郡
〇
〇
〇
〇
(医)社団
相和会  産業健診センター
167-0043 東京都杉並区上荻2-42-11
03-3390-1402 〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
(社)衛生文化協会 城西病院
(独)労働者健康福祉機構
222-0036 横浜市港北区小机町3211
045-474-6001 〇
×
×
×
×
×
×
横浜労災病院
海外勤務健康管理センター
鶴見地域産業保健センター
県央地域産業保健センター
(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 ○
○
○
○
○
○
○
〒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
〒243-0011 厚木市厚木町6-1 厚木市医療サポートセンター内
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 ○
○
○
○
○
○
○

〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

×
〇
〇
〇

×
〇
〇
〇

×

〇

○
○

○
○

TEL.045-521-2738 FAX.045-521-2738
TEL.046-223-8072 FAX.046-223-0556
(注）◯印はできる、×印はできないもの。
コーディネーター：森永 孝一
コーディネーター：中島 健彦
(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。
〔関係医師会〕横浜市鶴見区医師会
〔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〕鶴見労働基準監督署 TEL.045-501-4968
（担当区域） 鶴見区
〔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

地域産業保健センターをご利用ください

● 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
〒210-0012 川崎市川崎区宮前町8-3（社）川崎市医師会館内
● 相模原地域産業保健センター
TEL：042-749-2101
TEL. 044-200-0668
FAX. 044-200-0668
●三浦半島地域産業保健センター
TEL：046-822-3053
コーディネーター：窪田
修
● 鶴見地域産業保健センター
TEL：045-521-2738
〔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
● 横浜北地域産業保健センター
TEL：045-313-9187

川崎南地域産業保健センター

（担当区域） 川崎区・幸区

● 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
〒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
●県西地域産業保健センター
TEL：0465-49-2929
TEL.
044-829-2020 FAX. 044-829-2020
●県央地域産業保健センター
TEL：046-223-8072
コーディネーター：松江
忠彦
●川崎南地域産業保健センター
TEL：044-200-0668
川崎市医師会
〔関係医師会〕
川崎北労働基準監督署TEL：044-829-2020
TEL. 044-820-3181
〔該当監督署〕
●川崎北地域産業保健センター

川崎北地域産業保健センター

（担当区域） 中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区

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。

●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。
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※参加費はすべて無料です。

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内 母性健康管理研修会

平成20年12月3日（水） 於：
（株）崎陽軒本店 6Ｆ会議室

メンタルヘルス交流会
●日 時
●場 所
● テーマ
講 師

Topics

平成２１年５月３０日（土）13：30 〜 17：00
当センター会議室
「笑いと心の健康」
横浜市福祉保健センター所長 古橋 彰 氏

講 師：神奈川労働局雇用均等室長 西村 小夜子氏
講 師：日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科 教授
母性健康管理指導医（神奈川労働局） 朝倉 啓文 氏
講 師：関東労災病院 働く女性メディカルセンター 星野 寛美氏

神奈川産業保健交流会
●日 時
●場 所
● テーマ
講 師

平成２１年６月１３日（土）14：00 〜 17：00
当センター会議室
「化学物質の生殖毒性について」
（独）労働安全衛生総合研究所 上席研究員 王 瑞生 氏

海外赴任者のための
健康管理セミナー

平成20年度

産業看護講座Ⅰ 最終講
平成21年2月5日（木）
於：当センター会議室

講 師：東海大学 健康科学部
看護学科 准教授

白石 知子氏

平成21年1月21日（水） 於：当センター会議室
講 師：海外勤務健康管理センター所長代理 濱田 篤郎 氏
講 師：海外勤務健康管理センター研究情報部副部長 津久井 要 氏

平成20年度

当センター石渡所長を囲んで受講生と

平成20年度

産業看護講座Ⅱ 最終講

第4回産業保健
相談員会議

講 師：四日市看護医療大
学長 河野 啓子氏

平成21年2月27日（金）
於：当センター会議室

平成21年2月10日（火）
於：当センター会議室

河野 啓子氏(前列右から4人目)を囲んで受講生と

編 集 後 記
■冒頭にお知らせしましたように、
産業保健情報誌「かもめ」は本

については、
まず、最も取扱量が多いトルエンの改定を行いまし

号をもって終刊となります。 ■本号では、
産業保健関係機関から

た。完成版ができ次第、
ご希望の事業場に提供する予定です。

のご報告のほかに、
当センターの本年度の調査研究の結果の一

■また、最終号ですので、健診機関、測定機関など産業保健関

部を掲載しました。
この調査研究は、
平成１４、
１５年度にＭＳＤＳ情

係機関のリストを掲載いたしました。
ご利用いただければと存じ

報を分かりやすい取扱いマニュアルとして提供しましたが、
その

ます。

後の法令の改正を受けまして改定するものです。
また、
同時に事

■最後になりましたが、今後とも皆様方のお役に立つ情報の提

業場における化学物質取扱いのアンケート調査も行っていますの
で、
それらの一部を紹介しています。化学物質取扱いマニュアル

供に努めていく所存であります。創刊号以来のご愛読、誠にあり
がとうございました。

（事務局）

神奈川産業保健「かもめ」平成21年 3月 第43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
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第6安田ビル3階

神奈川産業保健推進センター

神奈川
県民センター

ヨドバシ
カメラ

京
崎

・

東

三菱東京
UFJ 銀行

号三ツ 沢

川

神奈 川 2

線

横浜岡田屋
モアーズ

横浜髙島屋

線

1

号

川

1
国

道

神
速
高
都

横浜駅

奈

西口

首

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワー

号

横

羽

横浜
天理ビル

➡

駿台
横浜校

首都高速

北幸橋

鶴屋町
1丁目

線

第 2 安田ビル

ビル
ビル
安田
ビル
安田
安田
第４
1
第
鶴屋町
2丁目

第３

鶴屋町
3 丁目
歩道橋

横浜そごう

アクセス 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

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
ご利用いただける日時

●休日を除く毎日/午前9時〜午後5時30分
休

日

●毎土・日曜日及び祝日 ●年末年始

●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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