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産業保健情報誌 

神奈川産業保健 

●みなとみらい線 ：「みなとみらい駅」より徒歩5分
●JR根岸線 ：「桜木町駅」より徒歩5分
●横浜市営地下鉄3号線 ：「桜木町駅」より徒歩7分
●自動車 ：首都高速横羽線「みなとみらい出入口」より1分

●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://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo14/
E-mail：sanpo14@mri.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

＜衛生管理者訪問＞日産自動車（株） 座間事業所

<快適職場紹介>富士ゼロックス株式会社 竹松事業所

相談員エッセイ

 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

JR,東急東横線,京浜急行線,相模鉄道線「横浜駅」より徒歩約8分
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神奈川労働局-労働基準部-労働衛生課

化学物質等の
表示・文書交付制度のあらまし

職場で化学物質を取り扱う際に、
その危険性又は有害性、適切な取
扱い方法等を知らなかったことに
よる爆発、中毒等の労働災害が依
然として発生しています。

このような労働災害を防止する
ためには、その化学物質の危険性
又は有害性の情報が確実に伝達さ
れ、伝達を受けた事業場は、その
情報を活用して適切な化学物質管
理を推進することが重要です。

国際的には、平成15年に、引火
性、発がん性等の危険有害性の各
項目に係る分類を行い、その分類
に基づいて、絵表示や注意喚起語
等を含むラベルや化学物質等安全
データシート（MSDS）を作成・交付
すること等を内容とする「化学品の
分類及び表示に関する世界調和シ
ステム（GHS）」が国際連合から勧告
として公表されたところです。

このGHS国連勧告を踏まえ、表
示・文書交付制度を改善した改正労
働安全衛生法が平成18年12月1日
から施行されます。

改正労働安全衛生法に
おける表示・文書交付
対象物質
GHS国連勧告は、危険有害性を

有するすべての化学品（純粋な化学
物質、その希釈溶液、化学物質の
混合物等を含みます。）を適用範囲
としていますが、改正労働安全衛
生法の表示・文書交付対象となる物
質は、以下のとおりとなります。

1 表示対象となる物（99物質及
びそれを含有する混合物）

（1） 製造許可の対象物質（7物質）
（2） 労働安全衛生法施行令で定め

る表示対象物質（92物質）
（これまでの表示対象物質に次の
危険物８物質を追加）
①エチルアミン ②過酸化水素
③次亜塩素酸カルシウム ④硝酸
アンモニウム ⑤ニトログリセリ 
⑥ニトロセルローズ ⑦ピクリン酸 
⑧1.3－ブタジエン

（3） 上記物質を含有する混合物（表
示対象物質ごとに裾切値（当該
物質の含有量がその値未満の
場合、規制の対象としないこ
ととする場合の、当該値）が定
められています。）

2 文書交付対象となる物（640
物質及びそれを含有する混合物）

（1） 製造許可の対象物質（７物質）
（2） 労働安全衛生法施行令で定め

る文書交付対象物質（633物質）
（これまでの文書交付対象物質に
次の危険物3物質を追加）
①次亜塩素酸カルシウム ②硝酸
アンモニウム ③ニトロセルローズ

（3） 上記物質を含有する混合物（文
書交付対象物質ごとに裾切値
が定められています。）

※一般消費者の生活の用に供さ
れる製品は除きます。

ラベル記載事項について
　ラベルに記載する事項は以下のと
おりです。
1. 名称

化学物質等又は製品の名称を
記載してください。

2. 成分
各成分のうち表示対象物質に

該当するものを記載してくださ
い（成分ごとの含有量の記載は不
要です。）。

なお、表示対象物質以外の成
分についてもできる限り記載し
てください。

3. 注意喚起語
原則として、GHSに従った分類

に基づき決定された危険有害性クラ
ス及び危険有害性性区分に対して
GHS附属書３又はJISZ7251附属書
Aにより割り当てられた「注意喚起
語」の欄に示されている文言（「危険」
または「警告」）を記載してください。

ただし、混合物において、混合物
全体として危険性又は有害性の分類
がなされていない場合には、含有す
る表示対象物質の危険性又は有害
性を表す注意喚起語を、中央労働災
害防止協会安全衛生情報報センター
のホームページ(http://www.jaish.
gr.jp/)に公表されているラベル記載
例（モデルラベル）等の情報を参考に
して、各物質ごとに記載することで
差し支えありません。

なお、GHSに従い分類した結果、
危険有害性クラス及び危険有害性区
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分が決定されない場合は、注意喚起
語の記載を要しません。

4. 人体に及ぼす作用・安定性
    及び反応性

原則として、GHSに従った分類
に基づき決定された危険有害性ク
ラス及び危険有害性区分に対して
GHS附属書3又はJISZ7251附属書
Aにより割り当てられた「危険有害
性情報」の欄に示されている文言を
記載してください。

ただし、混合物において、混合
物全体として危険性又は有害性の
分類がなされていない場合には、
含有する表示対象物質の危険性又
は有害性を表す「危険有害性情報」
の欄に示されている文言を、モデ
ルラベル等の情報を参考にして、
各物質ごとに記載することで差し
支えありません。

なお、GHSに従い分類した結果、
危険有害性クラス及び危険有害性
区分が決定されない場合は、人体
に及ぼす作用、安定性及び反応性
の記載を要しません。

5.貯蔵又は取扱い上の注意
化学物質等のばく露又はその不

適切な貯蔵若しくは取扱いから生
じる被害を防止するために取るべ
き推奨措置を記載してください。

6.標章
原則として、GHSに従った分類

に基づき決定された危険有害性ク
ラス及び危険有害性区分に対して
GHS附属書3又はJISZ7251附属書
Aにより割り当てられた「絵表示」
の欄に示されている標章を記載し
てください。

ただし、混合物において、混合
物全体として危険性又は有害性の
分類がなされていない場合には、
含有する表示対象物質の危険性又
は有害性を表す標章を、モデルラ
ベル等の情報を参考にして、各物

質ごとに記載することで差し支え
ありません。

なお、GHSに従い分類した結果、
危険有害性クラス及び危険有害性
区分が決定されない場合は、標章
の記載を要しません。

7.表示する者の氏名、住所
   及び電話番号

表示する者の氏名（法人の場合は
法人名）、住所及び電話番号を記載
してください。

MSDS記載事項について
MSDSに記載する事項は、以下

のとおりです。
なお、JISZ7250:2005に準拠した

記載を行えば、これらの事項を満
たすことになります。

1. 名称
化学物質等又は製品の名称を記

載してください。

2. 成分及びその含有量
各成分のうち文書交付対象物質

に該当するものを記載してくださ
い。

なお、文書交付対象物質以外の
成分及びその含有量についてもで
きる限り記載してください。

3. 物理的及び化学的性質
各事業者が使用してきたMSDS

等の情報を参考にして、化学物質
等の外観、pH、融点、凝固点、沸点、
初留点、引火点等の情報を記載し
てください。

なお、中央労働災害防止協会安
全衛生情報センターのホームペー
ジに公表されているMSDS記載例

（モデルMSDS）も参考にできます。

4. 人体に及ぼす作用
急性毒性・皮膚腐食性・刺激性等

の有害性に関する情報を記載して
ください。

なお、混合物において、混合物
全体として有害性の試験がなされ
てない場合には、含有する文書交
付対象物質の情報を、各物質ごと
に記載してください。

5. 貯蔵又は取扱い上の注意
適切な保管条件、取扱い上の注

意等の情報を記載してください。
なお、モデルMSDS等の情報を

参考にできます。

6. 流出その他の事故が発生し
た場合において、講ずべき
応急の措置

緊急時の応急措置、火災時の措
置、漏出時の措置を記載してくだ
さい。

なお、モデルMSDS等の情報を
参考にできます。

7. 通知を行う者の氏名、住所
    及び電話番号

化学物質等を譲渡し又は提供す
る者の氏名（法人の場合は法人名）、
住所及び電話番号を記載してくだ
さい。

8. 危険性又は有害性の要約
GHSに基づく分類がなされた場

●ラベルには以下のものを明記してください。
名称／成分／人体に及ぼす作用／貯蔵又は取扱

い上の注意／表示する者の氏名、住所、電話番号
／注意喚起語／標章／安定性及び反応性
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合は、「危険性又は有害性の要約」
については、化学物質等の有する
危険性又は有害性の分類及びラベ
ル要素（「注意喚起語」、「人体に及
ぼす作用」、「安定性及び反応性」及
び「貯蔵又は取扱い上の注意」）を記
載してください。

9. 安定性及び反応性
化学物質等の危険性に関する情

報（避けるべき条件、混触危険物
質、、予想される危険有害な分解生
成物）を記載してください。

なお、モデルMSDS等の情報を
参考にできます。

10. 適用される法令
化学物質等に適用される法令の

名称及び当該法令に基づく規制に
関する情報を記載してください。

11. その他参考となる事項
その他、当該物を取り扱う上で

重要な記載事項を記載してくだ
さい。

危険物輸送に係る標識
について
「船舶による危険物の運送基準等

を定める告示」や「航空機による爆
発物等の輸送基準等を定める告示」
に定められた標識等を表示してい
る場合、その標識等が労働安全衛
生法に定められた標章となります。

経過措置について
1. 裾切値が1％未満となる物質

の取扱い
新たに表示・文書交付の対象と

なる物のうち裾切値が 1％未満と
なる表示・文書交付対象物質を含有
する物で、表示・文書交付対象物質
の含有量が重量の 1％（ベンゾト
リクロリドにあっては0.5％）未満
のものについては平成18年12月1
日から平成 20 年 11 月 30 日までの
間は表示・文書交付規定が適用され
ません。

2. 新たに表示・文書交付の対象
となるもののうち施行の際
現に存するものの取扱い

次の新たに規制対象となるもの
①新たに追加となった表示・文書交

付対象物質及びその混合物
②①以外の物質で対象となる濃度

範囲が拡大された物であって新
たに拡大された濃度範囲の混合
物の在庫品等については平成18
年12月1日から平成19年5月31
日までの間は表示・文書交付規定
が適用されません。

3. 施行日の際現に存するもの
に係る標章の記載の取扱い

平成18年12月1日において、現
に存する容器又は包装で改正前の
規定に掲げる事項が表示されてい
るものについては、平成19年5月
31日までの間は、標章の記載の規

定が適用されません。

表示ラベルの作成支援
システムについて
中央労働災害防止協会安全衛生

情報センターホームページにおい
て、簡易にラベルを印刷できる表
示ラベルの作成支援システムを公
開しておりますので御活用くださ
い。（http://www.jaish.gr.jp/）

問い合わせ先について
労働安全衛生法における化学物

質等の表示・文書交付制度に関する
詳細については次の窓口にお問い
合わせください。
◦厚生労働省労働基準局
　安全衛生部化学物質対策課
　電話：03-5253-111
　　　 内線5517、5514、5509
◦中央労働災害防止協会
　化学物質管理支援センター

　電話：03-3452-3373
◦神奈川労働局労働基準部
　労働衛生課

　電話：045-211-7353

化学物質等の表示・文書交付制度のあらまし
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はじめに
わが国における昨年の業務上疾

病は、20年前に比べると約半数に
まで減少しました。しかし、その
反面、健康診断で何らかの所見を
有する労働者の割合は、年々増加
し て い ま す。　　　　　　　　　
　ある全国の単位労働組合に対し
て行なったアンケート（2005年版
の産業メンタルヘルス白書）によれ
ば、7割近くの労働者がこころの病
を訴え、その数が増加傾向にあり、
2003年に実施されたアンケートよ
りやや増えています。そして、多
くの職場で、仕事や職場生活に関
する強い不安、悩み、ストレスを
感じ精神障害を発症するケースが
多くみられています。

うつ病と自殺
この精神障害のなかで、最も多

いのが、うつ病です。
この病気は、有病率が数％の一

般的な病気で、軽症のうつ病の場合
は、頭重感、易疲労感、食欲不振、
睡眠障害などの身体症状が中心で、
病気に気づかないことも多く、治療
を受けずに、かえって病気が長期化
する場合もあるといわれています。
しかし、この病気は、本人だけでな
く、周囲に与える影響が大きく、職
場・家族にとっても大きな負担とな
ることが懸念されます。そして、さ
らに深刻な問題は、これが原因と考
えられる自殺で、以前から、先進国
の中では、日本が特に多いという統
計結果がでています。平成10年度

からは、連続して3万人を超え、そ
のうち就労者の占める割合は約3分
の1で＜図1＞、これは、おおよそ
米国の約2倍、イタリアやイギリス
の3倍以上、日本の交通事故死者数
の約4倍以上にあたります。さらに、
自殺未遂も含めるとこの10倍の30
万人以上になると推定されます。そ
して、過労やストレスが原因となっ
た自殺の労災申請数も年々増加の
傾向にあります。

メンタルヘルスへの
取り組み

日本は、先進国中、長時間労働
者の比率がずば抜けて高く、超過
労働時間が月50時間を越えるあた
りから、疲労感が増し、抑うつ程

川崎市医師会産業医部会における
メンタルヘルスへの取り組み

2

●守秘義務
●結果を記録に残す

面接指導の受診指示等

面接指導の実施

事業者 労働者
事後措置の実施

事後措置に関する意見

医師（産業医等）

（参考） 地域産業保健センター
（労働者数50人未満事業場が活用）
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＜図1＞日本における自殺者の推移

（資料出所）警察庁「自殺の概要資料」
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度も増すといわれています。この
ような状況に対処する為に、長時
間労働者に対する医師による面接
指導制度の導入＜図2＞、リスクア
セスメントの実施などの努力義務化
を骨子にした改正労働安全衛生法が
本年4月より施行されました。

自分の担当している企業からも
うつ病に関する相談を受け、「メン
タルヘルスは最重要課題」と認識さ
れているようです。

これまでの経緯をふまえ、メン
タルヘルスを重視した活動が緊急
の課題と考え川崎市医師会産業医
部会でも、今後どのような活動を
進めていくか、話し合うなかで、
精神科医との交流を深める会を発
足してはとの意見が出されました。
そこで、川崎市精神神経科医会会
長の池上 秀明先生にお願いしたと
ころ快諾が得られ、平成18年7月8
日（土）に川崎市医師会産業医部会・
川崎市精神神経科医会合同学術講

演会が開かれました。池上先生に
座長をお願いして、京都文教大学

（人間学部臨床心理学科）教授・神田
東クリニック院長 島 悟先生に「職
場のメンタルヘルス」と題した講演
をしていだだきました。講演後も、
質問が多く、時間の許す範囲内で、
さまざまな質疑が交されました。
私の質問もそうでしたが、ほとん
どが契約している企業の抱えてい
る問題に関してでした。精神科の
先生に直接質問させていただくこ
とができ、大変参考になった先生
が多かったのではないかと思って
おります。9月30日に行われた定
例の川崎市産業医部会講習会でも、
池上先生にうつ病に関する講演を
していただきましたが、公演中に
出席者に挙手をしていただいたと
ころ、出席者のほとんどが、産業
医の認定を受けている内科の開業
医の先生方でした。うつ病の身体
症状は、内科でよく見られる症状

で、抑うつ症状を呈する患者の6
割以上は、内科を初診していると
いう統計がでています。精神科や
心療内科以外の医師が早期に精神
障害を発見しなければならない理
由のひとつがここにあると思われ
ます。

さいごに
過重労働を解消せずにメンタル

ヘルス対策に取り組んでも根本的
な解決にはならないので、この問
題の重要性を企業の方々に繰り返
し伝えていく必要性を感じていま
す。個人的には、自分の契約して
いる企業に、会議や話し合いなど
もっと簡略化する工夫はできない
かと提案しています。

今後は、南部と北部に分け、個
別に地域の精神科医と産業医が交
流を密に深めていくことを目的と
した会を開いていく予定です。

●守秘義務
●結果を記録に残す

面接指導の受診指示等

面接指導の実施

事業者 労働者
事後措置の実施

事後措置に関する意見

医師（産業医等）

（参考） 地域産業保健センター
（労働者数50人未満事業場が活用）
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＜図2＞長時間労働者に対する医師による面接指導制度の概要

面接指導の対象となる労働者の要件
1.-医師による面接指導の対象となる労働者
・時間外・休日労働が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者（申出による）

2.-面接指導または面接指導に準ずる措置の対象となる労働者
・時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる、または、健康上の不安を有している労働者（申出による）
・事業場で定めた基準に該当する労働者



�

神奈川県歯科医師会では、健康
増進事業実施者の歯科保健指導教
育の実施に関する実態調査、分析
を行ったが、事業所員1000人以下
の小規模事業所では、歯科健診や
歯科相談等を行っているところは
20％未満で、歯科保健に対しての
取り組みが熱心に行われていない
ことが判明している。小規模事業
所への具体的な歯科保健衛生向上
支援策が必要であると痛切に感じ
られたのである。

そこで、神奈川県秦野市を事業
所歯科保健推進モデル地区に指定
し、プログラム「歯磨き健康教室」
を小規模事業所で行ってきた。最
終目的は歯科医師、歯科衛生士を
置かない小規模事業所の所員に対
して「歯の健康」についてより理解
を深め、さらにかかりつけ歯科医
を持たせること。また、事業主に
対しては、事業所にとって所員の

「歯の健康」がいかに労働能率向上
に影響するかを理解してもらうこ
とである。

平成14年度から4年間にわたり
計5ヶ所の事業所で、試行錯誤し
ながらモデルケースを行ってきた。
また、平成16･17年度に実施した
２事業所からは、受講後2ヶ月経過
した時点での所員の反応を観察す
べく、意識動向調査も行った。

その結果によると、受講者50名
中44名が回答し、「話に興味を持
てた」が90％、「内容について、十
分理解できたが86％、「口の中の状
態に気をつけるようになった」が90

％、「定期健診に行く気になった」
が57％との回答が得られた。

このような結果から、「歯磨き健
康教室」が目的に対し、ある程度の
効果が得られると確信し、現在で
はモデル地区を秦野市から神奈川
県下に広げている。

神奈川県歯科医師会ではいろい
ろな機会を捉え、この「歯磨き健康
教室」を知ってもらおうと努めてい
る。小規模事業主や労務安全衛生
管理者の方々が、この記事を読ん
で興味を持っていただけましたら、
ぜひ神奈川県歯科医師会までお問
い合わせをお願いする次第である。

統計によると1日に2回以上歯を
磨く人は約７割だと言われていま
す。日本人は真面目で勤勉でたい
てい朝起きると顔を洗い、歯を磨
くという習慣を持っています。子
供たちは、親から寝る前に「歯を磨
いたの？」と注意をされます。その
結果、歯を磨かなくてはいけない
のだという社会的通念をうえつけ
られてきました。

ここで、歯に関してはプロであ
る歯科医師からのアドバイスです。
是非、この習慣性の歯磨き（ブラッ
シング）を自分の体の一部である歯
の寿命を延ばすブラッシングに変
えてほしいのです。

さて、歯が抜け落ちる原因は、「う
蝕と歯周病」がほとんどの割合を占
めているのですが、成長期では歯
周病によるところが大きいです。

う蝕は、自然に罹ると思ってお
りませんでしょうか？実は、う蝕
は感染症であるのです。口腔内に
細菌が侵入し、増殖し、プラーク（歯
の表面に付着したぬるぬるしたも
の）が形成されます。その中で、細
菌は糖を餌として酸を作り出しま
す。この酸が歯の表面のエナメル
質を溶かすのですが、体には自分
を守ろうとする力があります。こ
の溶けた表面を唾液が埋め立て、
元に戻すのです。このことが、口
腔内で絶えず繰り返されているの
ですが、う蝕とはこの埋め立てが
間に合わず、実質的な欠損状態に
陥ったものなのです。体の中で一
番硬いとされているエナメル質が

[健康教室の概要]
◦歯科医師１名と歯科衛生士(従業
員５,６名に対して)１名が派遣さ
れます。
例）30名の教室が設定された場合、

歯科医師
１名と歯科衛生士６名が派遣さ
れます。

◦40分で終了いたします。(時間
は厳守いたします)

◦歯科衛生士による実地指導に加
え、歯科医師が具体的にも相談に
応じます。

小規模事業所歯科保健推進のためのプログラム
～歯磨き健康教室～

－80歳で20本以上の歯を保つために－
社団法人-神奈川県歯科医師会-地域保健委員会-副委員長--石尾　恵一

3
3

歯磨き健康教室とは

訪問型歯ブラシ教室

歯科医と歯科衛生士が事務所
を訪問し、歯科相談、保健指
導を行います。
（参加者の人数は問いません）
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壊された時、歯はあっという間に
崩壊へと進みます。

歯周病は、歯と歯肉の境目に付
いたプラークが歯石を作り出し、
それと絡まりあって歯肉の炎症が
起こります。炎症が強くなると歯
肉からの出血、腫れや口臭などを
伴って歯周病が進行し、歯を支え

ている骨が溶け、終いには歯が抜
け落ちるということになります。

治療的ブラッシングとは、この
プラークを除去することなのです。
しかし、このプラークを完全に除
去することはとても難しく、口腔
内は細菌の繁殖には適温、適湿度
であり、細菌も自分を守るための強

固な鎖システムを所有しているので
す。抗生物質を使えばそれで終わり
ではないかと思われるかもしれませ
んが、確かに薬を使えば一時的にい
なくなります。しかし、また食物と
一緒に再び口腔内に入ってきます。
治療ブラッシングとは、細菌の数を
減らすこと（除菌）を意味します。そ
して、体の抵抗力を最大限に利用す
ることなのです。

今まで行っていたブラッシング
の時間を計ってみてください。１
分間ブラッシングを行うことは、
とても長く感じると思います。プ
ラークの量を半分以下にするには
最低5分間は必要です。したがって、
ブラッシングは決して洗面台の前
で行う必要はありません。テレビ
を見ながらまたは湯船の中で機嫌
よく、その後のさっぱり感を体験
してみましょう。そして、是非か
かりつけ歯科医をつくりましょう。

「かかりつけ歯科医」とは、歯や歯
肉が痛む時に診てもらうだけでは
なく、痛くならないときでも口腔
内の健康状態を点検してくれる歯
科医を意味しています。正しくプ
ラークコントロールが行われてい
るか、歯石は付いていないかなど
をチェックし、必要に応じてブラ
ッシング指導、歯面清掃、歯石除
去などの予防のためのケアを行っ
てくれます。
「たかが歯ブラシ」。しかし、こ

の歯ブラシはあなたの歯の寿命を
確実に延ばしてくれます。

さあ、実際に個人にあったブラ
ッシングを体験してみましょう。

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

２．キーワードによる「80歳で20本以上の歯を保つために」（７分間）･･･歯科医師
　　キーワード・むし歯と歯周病

◦感染症-⇔-細菌
◦プラーク
◦脱灰と再石灰化
◦唾液の働き
◦歯石
◦バイオフィルム（抗菌材：400倍程度）
◦除菌-⇔-ブラッシング
◦人間の抵抗力（免疫力）

３．グループ実習（25分間）･･････歯科衛生士
　　①自己観察票を開く
　　　◦手鏡み、デンタルミラーを使って観察をする
　　　　各自、自己の歯肉の状態と写真を対比してみる
　--　　-歯石の有無、歯肉の腫れ等チェックする
　　　◦歯周病の自覚症状チェック表や歯周疾患の進行図を使って
　　　◦自覚が無くても歯周疾患の進行する
　　　　むし歯、歯周疾患を予防するには、歯磨きが大切と指導する

　　　-②ブラッシング指導
　　　　◦染め出し（綿棒に液を浸して）
　　　　　使用上の注意

　　　　-３－３
　　　　-３－３
-----------前歯部のみ塗る（前歯部に補綴物が入っている方は他の歯に塗る）
　　　　◦各自染め出しを落とすように磨いてもらう
　　　　　各個人に合った歯磨きを指導する
---------------歯ブラシのあて方、動かし方、力の入れ具合など-
　　　　◦補綴用具の使い方
-------　-　-歯ブラシでは落とせない所、歯間部など
-------　-----各個人に合わせて歯間ブラシ、糸ようじなどの
- 　使用方法を指導する

４．まとめ（５分間）･･････歯科医師
　　　　◦歯石の除去
　　　　◦早期発見、口腔内の予防管理
　　　　◦かかりつけ歯科医を作ろう
　　　　◦アンケートの回収

お問い合わせ
社団法人-神奈川県歯科医師会
担当：鈴木
〒231-0013
横浜市中区住吉町6-68
TEL：045-681-2172（代表）
FAX：045-681-2426

５分間

3分間

17分間
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健康指標に係わる調査研究報告（1）
-在職者死亡に関する調査-

（社）神奈川労務安全衛生協会-保健対策委員会-副委員長-（日本ビクター㈱-大和健康管理室長）--千葉　宏一

はじめに
保健対策委員会では隔年で従業

員数50人以上の本協会会員事業場
にアンケートをお送りし、在職者
死亡、産業医活動の実態、健康確
保対策の現状などを調査しており
ます。この度平成17年度の調査結
果がまとまりましたので、今月号
から3回にわたりその概要を報告
致します。初回は在職者死亡につ
いて報告します。

平成16年の在職者死亡状況
（社）神奈川労務安全衛生協会に登

録されている事業場のうち、従業
員数50人以上の2,143事業場に対し
て自記式アンケートを送付し、971
事業場（45.3％）から有効回答を頂き
ました。回答事業場の中には調査
回答時に50人未満になっていた事
業場も含まれています。

このうち性別・年齢階級別人
員構成の明らかな928事業場（男
性 233,534 人、 女 性 59,514 人、 計
293,048人）の平成16年の在職死亡
者（男性235人、女性20人、計255
人）について、「事業場規模別・業種
別死亡率」「死因別年齢調整死亡率」

「標準化死亡比（ＳＭＲ）」について
計算し、過去２回（平成14年、12年）
との比較でお示ししました。

結果
＜表１＞は、男性について事業

場の規模別・業種別に死亡数・粗死
亡率・年齢調整死亡率を示していま
す。事業場規模別では、前回の調
査と同様に100人未満、特に50人
未満の事業場で粗死亡率が高く、
事業場規模が大きくなるに従って
粗死亡率が低下する傾向が見られ
ました。年齢調整死亡率について

規模業種 事業所数 従業員数 死亡数 粗死亡率 年齢調整死亡率※

平成16年 平成14年 平成12年
規模別 50人未満 50 1503 4 266.1 217.1 266.6 131.2 

100人未満 305 17627 27 153.2 118.8 140.7 109.8 
300人未満 347 45598 46 100.9 76.4 99.9 79.7 
500人未満 93 27506 29 105.4 87.2 78.3 94.3 
1000人未満 77 44641 46 103.0 88.1 65.5 80.3 
1000人以上 56 96659 83 85.9 76.4 75.3 106.8 

業種別 食　品 63 5669 5 88.2 53.4 108.5 79.8 
繊　維 2 272 0 0.0 0.0 0.0 122.7 
化学・石油 70 13381 19 142.0 109.8 113.0 73.2 
ゴム・窯業 22 5301 8 150.9 145.2 129.2 90.6 
鉄　鋼 20 4906 4 81.5 61.4 33.3 53.7 
他の金属 40 6479 10 154.3 117.7 82.9 43.6 
一般機械 61 17291 19 109.9 79.2 135.2 118.3 
電　機 83 33321 30 90.0 85.3 75.0 120.8 
自動車 53 25900 25 96.5 87.5 77.3 88.0 
精密機械 32 6558 4 61.0 53.9 88.3 107.4 
造船・運送機械 18 5582 6 107.5 85.3 119.5 159.8 
他の製造業 145 23395 24 102.6 83.5 63.6 72.6 
建　設 28 5225 4 76.6 58.8 45.8 128.3 
運輸・通信 72 18820 26 138.2 75.8 69.2 124.4 
電気・ガス・水道 18 4060 6 147.8 113.1 79.5 79.4 
商　業 21 4699 5 106.4 104.7 215.8 31.1 
サービス業 73 11773 10 84.9 73.3 65.1 55.4 
その他 107 40902 30 73.3 73.2 54.0 72.3 
合　計 928 233534 235 100.6 84.0 84.7 96.1 

■＜表1＞規模別業種別死亡率（男性のみ）

粗死亡率＝死亡数／従業員数×100000 年齢調整死亡率＝（観察集団の各年齢階級の死亡率×基準人口のその年齢階級の人口）の各年齢階級の総和/基準人口の総人口
　　　　　　　　-年齢構成や死因別死亡率の偏りを基準人口をもとに調査したもの
※年齢調整死亡率の基準人口は昭和60年のモデル人口とし20～59歳で計算
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もほぼ同様の傾向でした。業種別
では、「ゴム・窯業」「他の金属」「電
気・ガス・水道」「化学・石油」で他の
業種に比べて高い年齢調整死亡率を
示しました。中でも「ゴム・窯業」「他
の金属」は平成12年から連続して増
加の傾向を示しました。一方で「精
密機械」は他の業種に比べて低い年
齢調整死亡率を示し、平成12年か
ら連続して低下の傾向を示しまし
た。また、前回低下が著しかった「建
設」も引き続き低い年齢調整死亡率
を示しました。尚、「運輸・通信」は
粗死亡率の高さに比べて年齢調整死
亡率が低い値を示しましたが、これ
は60歳以上の高年齢者の割合が高
いためと考えられました。

＜表2＞は、死因別年齢調整死
亡率を示しています。男性の死因
は「悪性腫瘍」「心疾患」「脳疾患」
の順で高く前回と順位は変わりま
せんでしたが、「自殺」もこれに次

ぐ高い死亡率を示しました。悪性
腫瘍の中では前回「肺ガン」が「胃ガ
ン」を上回りましたが、今回の調査
では再び「胃ガン」が最も高く「大腸
ガン」も増加傾向を示しました。「肝
臓ガン」は平成12年の調査からほと
んど変わらない一定の死亡率を示
しました。女性の死因はやはり「悪
性腫瘍」が高い死亡率を示していま
すが、前回に比べて大幅に低下し
ました。

＜表３＞は、男性について標準
化死亡比（ＳＭＲ）を同年の全国調
査を基準となる人口集団として示
しています。いずれも100を下回り
基準人口に比べて低い値を示しま
したが、特に自殺と不慮の事故は
これまでと同様低い値を示しまし
た。ただし、他の死因はいずれも
50を上回り「胃ガン」「大腸ガン」は
高い値を示しました。

考察
今回の調査でも小規模事業場で

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

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

死因 男性 女性
平成16年 平成14年 平成12年 平成16年 平成14年 平成12年

肺ガン 4.9 6.9 8.7 1.4 10.2 0.0 
胃ガン 7.6 4.2 9.3 0.0 5.2 0.0 
大腸ガン 5.3 3.2 3.9 0.0 5.3 0.0 
肝臓ガン 5.0 5.2 4.9 0.0 0.0 0.0 
その他の悪性腫瘍 14.6 13.7 18.0 10.3 9.8 14.9 
心疾患 12.4 16.8 15.6 3.4 8.0 2.3 
脳疾患 9.0 10.5 7.8 3.4 4.5 2.7 
肺疾患 0.7 1.8 2.5 0.0 0.0 1.7 
肝疾患 2.3 1.7 3.4 2.1 0.0 1.4 
腎疾患 1.3 1.1 0.9 0.0 0.0 0.0 
自　殺 8.6 5.6 8.1 3.9 3.6 1.2 
不慮の事故 6.2 7.8 8.5 1.6 0.0 1.2 
その他・不明 6.0 6.9 4.4 2.9 5.2 3.7 
全悪性腫瘍（再掲） 37.5 33.2 44.8 11.7 30.5 14.9 

■＜表２＞死因別年齢調整死亡率

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

■＜表3＞標準化死亡比（ＳＭＲ）

死因 ＳＭＲ（男性のみ）※

平成16年 平成14年 平成12年
肺ガン 52.6 60.5 84.8 
胃ガン 73.9 36.7 80.1 
大腸ガン 65.2 38.0 43.1 
肝臓ガン 54.4 50.9 53.0 
心疾患 51.2 58.1 65.5 
脳血管障害 58.5 57.8 42.3 
自　殺 20.2 14.2 19.5 
不慮の事故 27.3 33.6 35.2 
合　計 41.7 38.0 47.8 
全悪性腫瘍（再掲） 63.1 48.2 66.0 

年齢調整死亡率＝（観察集団の各年齢階級の死亡率×基準人口のその年齢階級の人口）の各年齢階級の総和/基準人口の総人口
　　　　　　　　-年齢構成や死因別死亡率の偏りを基準人口をもとに調査したもの
※年齢調整死亡率の基準人口は昭和60年のモデル人口とし20～59歳で計算
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神奈川県健康管理機関協議会

神奈川県健康管理機関協議会活動報告

平成18年度
第一回協議会

平成18年度第一回の協議会
は、平成18年 9月21日（木）に、
神奈川県予防医学協会役員室
で、神奈川労働局の福島　路
子主任労働衛生専門官の臨席
をいただき、11機関 18名が
参加して開催されました。代
表幹事機関 神奈川県予防医学
協会の井澤 方宏常務理事の開
会挨拶後、神奈川労働局 福島 
路子 主任労働衛生専門官より
①平成18年度神奈川労働局行政運
営方針の概要②平成18年度労働衛
生行政のあらまし③平成18年度全
国労働衛生週間実施要綱について
の報告をいただきました。

講演
日本医師会の内田健夫常任理事

より「日本医師会の現状と今後（医
療制度改革と日本医師会）」と題し
て講演をお願い致しました。

日本の医療は、何時でも何処で

も保険証一枚で良質な医療を目指
しています。そして現在は平均寿
命・健康寿命ともに世界一です。　
その医療を支えている日本医師会
は、現在16万3千人の会員数を抱
える学術団体であり、医療現場の
意見集約の一方で、情報収集と提
供の役目、さらには医療と医師を
守る役目を担っています。

医療制度改革の
基本的考え方

今回の医療制度改革には、
３つのポイントがあります。
１つ目は、医療費負担に関す
る現役世代と高齢世代の公平
化です。そのためには高齢者
の患者自己負担や保険料負担
の増大があります。２つ目は、
医療費の伸びと経済財政との
均衡を保つことが求められ、
医療費適正化の徹底が急務と
なっています。３つ目は、持
続可能な医療制度の確立が求
められており、負担の公平性
や給付の平等性理念が揺らが

ないことが重要です。

制度改革の特徴
この制度改革には次に示す具体

的な特徴があります。

1. 医療費適正化の徹底
①国は医療費適正化基本方針の策

定を行う
②都道府県は都道府県医療費適正

化計画（５カ年計画）を行う
③都道府県ごとに異なる診療報酬

の策定を行う
④公的保険給付の内容・範囲の見

直し

2. 疾病予防を重視した
　 保険医療体系への転換
①国は特定健康診査等基本方針の

策定を行い、健診の実施・成果に
関する目標の設定方法を示す

②保険者は特定健康診査等実施計
画（５カ年計画）策定を行う

③対象者は40歳以上の保険加入者
④財源は保険料、一部国庫補助に

よる
⑤労働安全衛生法に基づく事業主

により実施される健診との重複
是正

3. 高齢者医療制度の創設
①後期高齢者医療の広域連合の設

置
②対象者は75歳以上
③財源は患者負担1割、残りを公

費負担５割、後期高齢者支援金

神奈川労働局-福島-路子-主任労働衛生専門官

日本医師会-内田健夫常任理事
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４割、保険料１割
④保険料の徴収は市町村が行う
⑤都道府県が財政安定化基金設置

4. 都道府県単位を軸とする
    保険者の再編・統合の推進
①政府管掌健康保険→全国健康保

険協会の設立
②後期高齢者医療の広域連合も都

道府県単位

5. 医療制度の都道府県を
    単位とした地方分権化
①保険者の再編・統合
②医療費適正化5カ年計画の策定
③健診等健康政策の策定

6. 平均在院日数短縮による
    医療費

適正化を目的とした療養病床の
大幅削減と介護施設等への変換

医療療養病床25万床
→15万床（6年後）
介護療養病床13万床
→廃止（6年後）
療養病床の再編成に当たっては、

全ての転換を希望する介護療養病
床及び医療療養病床が老健施設等
に確実に転換し得るための各般に
わたる転換支援策を講じることが
必要です。さらに療養病床の患者
の医療区分については、速やかな
調査・検証を行い、適切な見直しを
行うことが必要です。

骨太の方針2006の
策定過程

今年6月30日、歳出改革に関す
るプロジェクトチーム（PT）・社会
保障分野会議で検討した結果、
「医療制度改革の着実な実施に

努め、小児科・産科等の診療科や地
域における医師の確保・偏在への対
応、夜間・救急医療体制の整備、看
護職員の確保やその教育の在り方

の検討等医療提供体制の整備を進
める。また、地域医療を担う関係
者の協力を得つつ、生活習慣病対
策、長期入院の是正等、実効性の
ある医療費適性化方策を国、都道
府県及び保険者が共同して計画的
に推進する」と策定されました。

医師会では、策定された方針に
対して、4省確認事項の実施、いわ
ゆる後期研修の地域枠、診療科枠、
へき地医療従事、勤務医のスキル
アップ、キャリヤアップ対策、勤
務医の待遇改善、などの対策を検
討しています。

健診・保健指導と医師会
医師会では「健診・保健指導の保

険者への義務づけ⇒予防・治療の一
貫性⇒かかりつけ医による健診・保
健指導⇒かかりつけ医による生涯
を通じた健康管理」という流れを、
医療費削減のひとつと考えていま
す。

そのため、健診・保健指導におい
て、①保険者自身による精度管理、
②アウトソーシングに際しての精
度管理、③アウトソーシング事業
者による精度管理、④第３者によ
る精度管理、⑤アウトカム評価に
よるインセンティブ、などの精度
管理を考えています。

さらに保健指導の評価は、個人・
集団・事業、を対象として行うもの
ですが、それぞれについて評価を
行うとともに、事業全体を総合的
に評価することが重要と考えてい
ます。

対象者が現在医療機関において
治療を行っている場合の保健指導
については、主治医との連携の下
に行うことが望ましく、現在治療
を行っている医療機関は、診療報
酬における生活習慣病管理料や管
理栄養士による外来栄養食事指導
料、集団栄養食事指導料等を積極
的に活用することが望まれます。

今後、健診・保健指導データの蓄
積が進むにつれ、医療保険者自ら
が実施する場合も含め、健診・保健
指導を実施する者の質の管理・評価
を行うための第三者評価の仕組み
が必要となると考えられます。

医療の今後の課題
行政・医師会も関わりながら、全

国保険者協議会設立をはじめ、統
一料金の設定、予防保険制度の創
設、健診の基盤整備と精度管理、
保険者との折衝・連携、労働安全衛
生法との整合性、被扶養者の健診
保健指導の実施体制、アウトソー
シングの把握や評価、さらには、
検診データやレセプトデータの凸
合など、多くの課題があります。

内田常任理事は、「医師会では、
今回の医療制度改革は、医療費の
抑制や効率性の追及が目的ではな
く、国民の医療を守ることが第一
と考えています。平等で適切な医
療提供体制の構築と安定的な運営
を目指し、医療政策提言と医療現
場を守ることをこれからも目指し
てまいります」と説明されました。

平成17年度実施数 平成18年度予定数

一般健康診断 1.061.788 1.072.105

特殊健康診断 187.878 189.045

人間ドック（宿泊含む）  104.902 108.702

神奈川県健康管理機関協議会加盟機関の県内健康診断実施数
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日産自動車（株）座間事業所
専任衛生管理者-座間統括課--大薮-益徳

衛生管理者訪問衛生管理者訪問

事業所概要
日産自動車（株）座間事業所は

1964年に座間市東部約77万㎡の場
所にトラック専門工場として開設
して以来、幾多の変革を経て今日
に至り、現在では関係会社・協力会
社を含め約2400名の従業員が勤務
しています。　

当事業所はグローバルに広がる
日産自動車の生産拠点および世界
の自動車メーカー等をお客さまと
して、プレス金型、車体設備技術、
ユニット加工・組立設備の企画・工
程計画、製作、設置、アフターサ
ービスまでを、世界トップレベル
の高品質・短納期で提供していま
す。また車両に搭載する電子電装
部品の開発・生産、日産フォークリ
フトの開発・実験も行なっており、
日産の重要な拠点として活動を続
けています。

安全衛生管理体制
安全衛生管理体制は座間事業所

長を総括安全衛生管理者に選任し、
事業所安全衛生委員会の委員長と
して、以下会社側委員・組合側委員
各9名、事務局1名で構成され毎月
1回定期に開催しています。また法
定管理者として安全管理者、産業
医、衛生管理者を選任しています。

日産自動車では全社を統括する
「人事部安全健康管理室」を中心に
2 月に開催される中央安全衛生委
員会にて全社安全衛生管理活動計
画が策定され、各事業所に展開さ
れます。各事業所では全社の活動
計画を受け安全衛生委員会で年間
活動計画を決定して活動がスター
トします。活動の推進に当たって

は安全健康管理スタッフ、衛生管
理者、各職場の安全衛生担当者が
中心となって諸活動を推進してい
ます。

衛生管理者の主な活動内容とし
ては健康づくりや作業環境改善を
狙いとして、安全衛生委員会での
具体的方策の意見具申、活動状況
の報告と審議・決定された事項の展
開と活動のフォロー、そのほか労
働衛生教育の実施、作業環境測定、
健康診断及びその事後措置、疾病
管理、ＴＨＰ、メンタルヘルスの
推進、労働衛生パトロール等、幅
広く活動しています。

また構内の関係会社・協力会社と
の安全衛生活動を推進する為に各
会社代表と安全健康管理スタッフ
とで月１回定期に構内協力企業安
全会議とクロスパトロールを実施
して安全衛生の維持・向上活動を推
進しています。

健康管理システム＆
インセンティブ制度

当社の特徴的な健康づくりシス
テムとしてインセンティブ制度が
あります。06年度の対象期間内<
活動期間 06年4月1日～ 07年3月

31日まで> に健康づくりの各活
動項目を実践し、ポイントを獲得
した方に賞品（カタログギフト）や
保養所の割引利用券等を進呈する
というものです。

 獲得ポイントと賞品相当額 
13～10ポイント ･･ 10,000円相当
9～7ポイント ･････ 5,000円相当
6～4ポイント ･････ 3,000円相当
3～1ポイント ･････ 1,000円相当

健康づくりメニュー・認定基準・
ポイントの概要
１）運動習慣

①ウォーキング 1606000 歩以上 4P
②ランニング 36.5時間以上 4P
③スイミング 30km以上 4P
④サイクリング 55時間以上 4P 

昼休みのウォーキング風景

メンタルヘルス講演会
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⑤グループ加算 1P
⑥事業所ウォーキング目標クリア 1P

2）BMI（体格指数）-
-----18.5以上25未満 1P
3）非喫煙-06年10月1日～
----07年3月31日まで  1P
4）歯科健診受診-年間１回以上- 1P
5）年間医療費

①ゼロ  4P
②１万円未満 2P
③１万円以上 2万円未満 1P

この制度は04年度からスタート
して今年で3年目を迎えておりま
す。年々インセンティブを受けら
れる方は増加傾向にあり、健康づ
くりの一助となっております。

過重労働対策
過重労働（高負荷勤務者）による

健康障害を防止するための事業所
が講ずべき処置として、産業医に
対し情報を提供し、助言指導等を
受け、更には 必要な事後処理を行
っています。

具体的には
①残業時間が月45時間を越える勤務
②残業時間が月100 時間を越える勤務
③2ヶ月連続の合計が160時間を越

える勤務
に対象者を区分けし、産業医の

面談や健康診断を実施しています。
またその結果を毎月実施される安
全衛生委員会にも報告され、作業
環境改善や業務改善に繋げててい
ます。

メンタルヘルス対策
（メンタルヘルス講演会）

当事業所では毎年全国労働
衛生週間の恒例イベント行事
として管理、監督者を対象と
し講演会を実施しております。

今年度は「メンタルヘルスに
おける管理、監督者として必
要なスキル」と題して外部のメ
ンタルヘルス講師を招き実施
されました。

健康づくり活動
その① ウォーキング

当事業所では健康づくりの
一環として7年前から ウォ
ーキング活動を推進してきま
した。有酸素運動により生活
習慣病等の改善に有効であり
年々参加者も増加しています。

活動の推進に当たって参加
者には事業所内のウォーキングマ
ップや万歩計、毎日の歩行を記録
するウォーキングノートを配布し、
半年毎に目標を設定して取り組ん
でいます。そして10月・3月に結果
を発表し、目標達成者には記念品
を贈るなど、活動の盛り上げを図
っています。

健康づくり
その② 年齢時セミナー

当社では35歳の年齢時健康診断
で高血圧･高脂血症･糖尿病等の疾
病管理者が増加傾向にあります。
これらは加齢や遺伝的な要因だけ

でなく、生活習慣の“ゆがみ”で食
生活、運動不足やストレスが大き
く関わっています。

そこで30代前半に自らの健康管
理意識を高めるために03年度から
33歳に対し外部の運動トレーナー
や栄養士を招き1日セミナーを実施
しております。

各種パトロール（衛生管
理者・産業医パトロール）

当事業所では毎月定期的に産業
医による職場巡視を行っておりま
す。衛生管理者や保健師も同行し
幅広い視点で視察を行なっており

ます。パトロール結果は
毎月の安全衛生委員会に
て審議され職場にフィー
ドバックされます。

また衛生管理者は週1
回の衛生パトロールを行
い、職場の作業環境改善
や5Sレベルの向上に繋げ
ております。

社員食堂の厨房をパトロールする産業医 現場の有機溶剤作業場をパトロールする衛生管理者

インストラクターによる運動指導

産業医による講話
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富士ゼロックス株式会社竹松事
業所は、神奈川県南足柄市にあり
複写機のドラム、トナー、CRUな
どの研究開発、製造を行っていま
す。当事業所の労働安全衛生上の
特徴は、研究開発部門があるため
約3000種類という多くの化学物質
を使用していること、生産部門では
有機溶剤や小粒径のトナーを扱っ
ていること等があります。このよ
うな職場特性の中で従来から活動
してきた内容について紹介します。

まず、取扱っている粉じんや有
機溶剤に対する管理ですが、非常
に粒子が細かい物質もあり、粉じ
んや有機溶剤に関して自主管理濃
度を設定し管理を強化しています。
例えば、吸入粉じんの法定管理濃
度は3mg/m3 ですが、所内の規制値
は0.5mg/m3 と、第１種粉じん並の
厳しい基準を適用しています。ま
た、有機溶剤については種類によ

り法定の管理濃度は異なりますが、
法定管理濃度の2分の1を自主管理
濃度としています。さらに法定の
作業環境測定の他に粉じんの個人
曝露測定を実施しています。トナ
ーの開発や製造に携わる工程の作
業者について年1回、1日（8時間）
かけて個人サンプラー（集じん器）
を胸元付近に吊るしサンプリング
する「トナー個人曝露測定」と呼ば
れるものです。この方法について
は富士ゼロックス（株）としての自
主基準値を設けて管理し改善を推
進しています。このように従来か
らの労働安全衛生法に基づく作業
場の作業環境測定の他に個人曝露
測定を併用することで、より快適
な作業環境確保を推進しています。

個人曝露測定を導入して気付い
たこととして、通常の作業環境測
定ではほとんど問題のない作業場
に対して、個人曝露測定を実施す

ると自主基準値を超える作業があ
りました。原因を調査すると局所
排気装置前の作業でも粉じんはフ
ード側に吸引されているものの一
部作業者の胸元や顔面付近を通過
している場合もあるということで
した。

さらに新規設備導入時や改造時
は、化学物質安全区分基準に基づ
く安全性区分審査や危険・有害性事
前審査のため、事業所の機械・電気・
防爆・化学物質・環境・労働安全衛生
の専門家により構成する「環境安全
リスク審査委員会」を設け環境・安
全審査を事前に実施することによ
りリスクの低減を図っています。

次に健康管理対策について紹介
します。今年4月に改正された労働
安全衛生法では、長時間労働者への
医師による面接指導の実施が義務
づけられています。しかし、当事
業所も含む富士ゼロックス（株）で

富士ゼロックス株式会社-竹松事業所

健康保持増進対策の取り組み
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は以前から、従業員が高残業でメ
ンタルヘルス不調に陥らないよう、
毎月人事から上がってくる残業デ
ータをもとに高残業者を対象に個
人面談を行っています。また、健
康診断の実施後、所見の有無に拘
わらず従業員全員を対象とする産
業医による個人面談を実施し、有
害業務従事者の作業に係る問題点
を把握するとともに、併せて生活
習慣病の予防やメンタルヘルス対
策についても取り組んできました。

具体的には、従業員は年1回（一
部の従業員は年2回。また、竹松事
業所では４回に分けて実施）受診す
る定期健康診断の結果が返却され
た際に面談を実施します。面談時
間は約20分間で、肉体面のみなら
ず、職場環境、仕事内容、ストレ
スなどメンタル面のチェックも行
い、時間が足りない場合はその日
の夕方や翌日など続けて別の時間
を設け実施します。

特に問題がなければ面談は１回
で終了しますが、体調不良やメン
タルヘルス不調が疑われる場合は、

その後も月1回のペースで面談を
続けます。その後、回復の兆しが
あれば2カ月に1回となり、問題
がないと判断されれば産業医の意
見書付きで面談は終了します。ま
た、メンタルヘルス不調者に対す
る具体的な対応として、産業医が
上司や人事と直接話しをし、本人
の異動や配置転換の助言を行うこ
ともあります。これは、本人が所
属する部署の上司が比較的近くに
いることや、所内に人事担当者が
配置されているという、竹松事業
所ならではの迅速な対応となって
います。産業医は「本人が何を悩ん
でいるのか、どこを変えてほしい
か、意見書だけでは伝わりにくい
ニュアンスを伝えることができて
いる。」、また「所内には開発、製造、
交替勤務など、さまざまなパター
ンの従業員がいるため、それぞれ
異なった対応が必要である。」と考
えており、当事業所の個人面接の
効果は大きいものと判断していま
す。

最後に当事業所では、平成16年

に労働安全衛生マネジメントシス
テムを導入しました。従来は、例
年所内の協力会社も含めて労働災
害が年間数件発生していましたが、
導入後は減少傾向にあり導入によ
る効果が出ています。既に品質・環
境管理マネジメントシステムが導
入されていることから、労働安全
衛生マネジメントシステムの導入
提案に当たっては、現場からは負
荷が増えるなどの意見が多くあり
ましたが、結果的に災害発生件数
の減少を図ることが出来て有効な
手段だと判断しています。特に効
いているのは、現場の関係者を巻
き込んでのリスクアセスメントの
実施とリスクの具体的な改善推進
及び現場現物で記録類を確認する
内部労働安全衛生監査が有効と考
えています。今後は各システムの
複合化を進め、且つ有効に活用し
現在継続中の第3種無災害時間さ
らに延ばしていきたいと考えてい
ます。

安全衛生スタッフの皆さん
左から　石塚総務G環境安全チーム長、府川総務部長（安全管理者）、橋本産業医、勝俣チーム員（専任衛生管理者）
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相談員エッセイ

（財）社会経済生産性本部が2006年4月に実施し
た「メンタルヘルスの取組み」に関するアンケート調
査結果によれば、最近3年間における「心の病」が増
加傾向にある企業は6割以上であり、年齢別にみる
と30歳代にもっとも集中しているとのことである。

たしかに最近、嘱託産業医の職務として占める
割合が増加してきている長時間勤務者に対する面
接指導やメンタルヘルス対策において、対象とな
る労働者は、30歳代が多くなっているように感じ
ており、同年代の私としては心が痛む問題である。

同調査では、「個人で仕事をする機会が増えた」
という企業は7割近くに及び、「職場でのコミュニ
ケーションの機会が減少した」という会社は約6割、

「職場での助け合いが少なくなった」という企業は5 
割近くになっていた。また、「職場でのコミュニケ
ーションの機会が減少した」企業において、「心の
病」の増加した割合は約72％であり、コミュニケー
ションが減少していない企業の「心の病」の増加割
合（46％）と比べて、高くなっていた。同様に、「職
場での助け合いが減少した」という企業や「個人で
仕事する機会が増えた」という企業においても、そ
うでない企業に比べて、「心の病」の増加した割合
が高くなっていた＜図1＞。

実際にこれまでの数年間の産業医経験において
も、過重労働でメンタルヘルス不調の労働者が出
やすい職場では、職場のコミュニケーションの機
会が少ない事例に遭遇する。逆に多忙が続いても
不調者が出づらい職場では、飲み会で情報交換を

行ういわゆる「飲ミニュケーション」の機会が定期
的にあるところも多く、夕食の時間が不規則で太
りやすいため「腹筋が割れて

4 4 4

見える（他人に自慢で
きる）お腹」を目指して、皆がそれぞれトレーニン
グしていたところもあった。また、メンタルヘル
ス不調を繰返す20～ 30歳代の労働者の中には、
良好な人間関係を構築する基本的なコミュニケー
ション能力が身についていない者も多い。それゆ
え、メンタルヘルス対策として、職場におけるコ
ミュニケーションを良くして横のつながりを回復
させることが重要といえよう。

私は、3年ほど前に母校の慶應義塾大学医学部
を離れて、聖マリアンナ医科大学に異動してきた。
異動当初は、大学の中で知っているのは母校の先
輩である所属部署の教授だけであった。その後も、
アスベストという国内の研究者が多くない分野の
研究を行っているせいなのか、なかなか学内の他
の教室の先生との仕事の機会がなかった。そのよ
うな私が職場で横のつながりを広げるのに役立っ
ているコミュニケーション・ツールが、学生時代か
ら継続しているオーケストラでのヴァイオリンの
演奏である。最近は、母校の医学部管弦楽団の演
奏会に出演する以外に、聖マリアンナ医科大学管
弦楽団の春の定期演奏会や入院患者も聴くことが
できる秋の病院玄関でのコンサートにも出演して
いる。

音楽（music）は、ギリシャ語のmousikēが語源
であり、そもそもミューズ（Muse）の女神たちのつ
かさどる技芸のことを指し、音楽、詩、舞踊など
リズムによって統合される各種の時間芸術が包含
される。また、音楽は、音の高低、強弱、リズム
などが聴覚を介し、ヒトに情緒的・知的反応を呼び
起こす精神的な営みでもある。それだけでなく、
音楽は、演奏されることによって、変容しつつ広
く社会と関わっている。

私のコミュニケーション・ツール
産業保健相談員

髙田 礼子

■＜図1＞職場の変化と「心の病」の増減傾向
社会経済生産性本部「2006産業人メンタルヘルス白書」より
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＜図2＞に示すように、音楽文化は、これまで
の社会構造の変遷に密接に関連し、大きく変貌を
遂げてきた。伝統的なゲマインシャフト（たとえば
家族・村落など社会集団の基本型の１つ）において
は、文化は固有のフォーク・カルチャーで統一され
ており、そこでは作曲家と演奏家と聴衆が一体と
なり１つの音楽を共有していた。その後、前工業
化社会においては、基層の文化の中からエリート・
カルチャーが出現し、作曲家と演奏家と聴衆の形
成する共同体も分かれ始めた。そして、工業化社
会においては、明確な三角形の社会階層が形成さ
れ、それとともに、音楽文化においても、社会の
基層の人々が支える大衆音楽からエリートのため
の高度な芸術音楽までのヒエラルキーが形成され
た。また、音楽形式が体系化され、演奏会が開催
されるようになり、作曲家、演奏家、聴衆の区分
はいっそう明確なものになっていった。

しかし、脱工業化社会においては、社会的・文化
的なヒエラルキーが崩壊した結果、前述のような
社会的階層と文化的趣味の間の一致は見られなく
なってきた。現代社会では、電子メールなどの情
報技術の進展に伴い、互いに会って話してコミュ
ニケーションをとる機会が減少した。音楽世界に
おいても作曲家、演奏家、聴衆それぞれの孤立化
が生じた。それには、録音技術の発展による種々
の音楽プレーヤーの普及が大きな影響を与えてい
る。従来、聴衆は演奏会場に足を運んで、舞台で
演奏される音楽そのものを演奏者や他の聴衆と同
時に体感していたが、現在は、夜中あるいは電車
の中など、演奏された音楽を自
分の好きな時間や場所で、一人で
も聴くことができるようになり、
人々の音楽生活は一変した。

ところで、オーケストラは、
金管楽器、木管楽器、弦楽器、
打楽器などの多くの楽器で構成
されている。演奏者はそれぞれ
の楽器の特性を活かしながら１
つのパートを演奏するが、その
際に、互いに奏でる旋律を意識
し、支え合うことで、全体とし
て１つのハーモニーを作り出す。
そのため、冒頭のアンケート調
査結果で「心の病」の増加が問題
となっているような「個人で仕事

を行う機会が増えている」職場あるいは「助け合い
の機会が少ない」職場ではなかなか得られがたい
心地よい一体感を、オーケストラでの演奏により
感じることができる。なかでも、私が所属してい
るようなアマチュアの学生オーケストラでは、学
生が演奏会の成功という1つの大きな目標に向か
って、学生生活をかけて練習を積み重ねていった
結果、1人1人が注いだエネルギーは演奏技術の
未熟さを超えて１つの情熱となり、聴衆の心に響
いてくるものである。このように、音楽には、演
奏を通じて同時に多数の人が1つのものを共有し、
心の交流や相互理解ができるという、仕事や社会
生活においても本来の望ましい姿が存在してい
る。

最近は、携帯音楽プレーヤーの急速な普及によ
り、煩わしい外界から自分を隔離して好きな音楽
を楽しむことで、ストレスを解消し、精神的に安
定させることができるようになり、精神的疲労の
回復によい効果がもたらされているといえる。し
かし、個人の音楽環境を快適にするだけでは、メ
ンタルヘルス問題のような現代の社会構造に起因
する問題の根本的な解決には至らない。人間は、
集団や社会と関わり、その中で役割を果たして生
きており、決して独りで生きていけない。ぜひ、
コンサート・ホールへ足を運んで、演奏家、聴衆
が結びついた本来の音楽を介して、現代社会で疎
かになりやすい「人と人とのつながり」、周囲との

「調和（ハーモニー）」の大切さを再認識してもらえ
れば幸いに思う。

■＜図2＞社会構造と音楽文化の変遷
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はじめに
県民健康づくり運動「かながわ健

康プラン21」（以下「健康プラン」
という。）は、県民一人ひとりが自
らの生活習慣を見直すことにより、
生活習慣病を予防し、壮年期の死
亡を減らすとともに、健康寿命の
延伸及び生活の質の向上を図るこ
とを目指した県民健康づくりのた
めの計画です。

健康プランでは、健康づくり運
動を効果的に推進するため、計画
期間の最終年である平成22年度ま
でに目指すべき目標を具体的に掲
げており、推進のための取組み状
況などと併せて、中間評価及び最
終評価を行い、その後の取組みに
反映することとしています。

昨年度は、計画期間の中間年に
あたることから、健康プランに盛
り込まれている目標値の達成状況
や健康プラン推進のための関係機
関・団体の取組み状況、策定時の県
民参加の状況などについて中間評
価を行いました。ここでは目標の
達成状況を中心にご紹介します。

中間評価結果の概要
健康プランでは、県民の皆さん

に目指していただきたい健康目標
を栄養・食生活、身体活動・運動、
休養・心の健康づくり、たばこ、ア
ルコール、歯の健康及び健康診査

の7分野について40項目を掲げて
います。これらの健康目標は、主
として平成10年度の県民健康・栄養
調査や市町村等の健診データをベ
ースライン値としており、15年度
のデータにより目標達成状況の評
価を行いました。結果は28項目で
達成もしくは改善、10項目で悪化
していました。主な結果は次のと
おりです。

達成

◦牛乳・乳製品の1日あたり摂取量
◦40歳代で進行した歯周病にかか 
   っている人の割合
◦5歳児のむし歯のない人の割合

改善

◦食塩1日あたり摂取量
◦脂肪エネルギーの比率
◦未成年の喫煙経験者（男女）
◦歯の健康状況

悪化

◦男性肥満者の割合
◦20歳代女性のやせの割合
◦運動習慣を持つ女性の割合
◦1日平均3合以上飲酒する男性の割合

これらの結果を受けて、今後5年
間においては、次の4つの課題に重
点を置いて取り組んでいくことと
しました。
①適正な体重の維持の普及

②身体活動・運動の促進
③アルコールの健康影響の知識の
   普及
④たばこ対策の推進

地域と職域との連携によ
るさらなる取組みの推進
に向けて

現在、国において進めている医
療制度改革の中では、生活習慣病
の予防を医療費適正化対策の一つ
の柱に位置付け、メタボリックシ
ンドローム（内臓脂肪症候群）に着
目した生活習慣病予防対策を重点
的に進めることとしています。そ
の対策の1つとして、平成20年度
からは、医療保険の保険者に40歳
以上の被保険者と被扶養者に対す
る健診と保健指導の実施が義務付
けられ、従業員については労働安
全衛生法に基づく職場健診をこれ
に代えることができるため、健診
項目の調整などの検討を進めてい
ます。

また、こうした健診・保健指導に
ついては、医療費適正化計画等と
の整合性を図りながら、平成19年
度中に都道府県の健康増進計画を
改定し、メタボリックシンドロー
ムの認知率などと合わせて目標を
設定し、その達成に向けた取組み
を盛り込むこととされています。
これを受けて本県でも健康プラン

さらなる健康づくりに向けて
神奈川県保健福祉部-健康増進課

紙製メタボンメジャー
（腹囲計測用メジャー）
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健康づくりの主役はあなたです！
平成15年度に県民のみなさんの健康状態を調べたところ、次の4つの健康課題が明らかになりました。

1 適正な体重をめざしましょう！
肥満ややせを解消し、適正体重にすることは、生活習慣病予防のかなめです！

中高年男性の3人に１人は肥満でした

若い女性の3人に１人がやせすぎていました

2 身体を動かしましょう！
運動習慣がある人は約3割　中高年男性の運動不足が顕著です

運動不足の原因は「忙しくて時間がない」人が３～４割

3 お酒はほどほどに！
30歳代から50歳代男性の多量飲酒者（※1）が多い　節度ある飲酒（※2）の知識がある人は、50%

（※1）多量飲酒者：継続的に週3回以上飲む人で1日3合以上飲む人
（※2 ）節度ある適度な飲酒：１日平均純アルコールで約20グラム程度の飲酒

《ビールなら500ml、日本酒なら１合程度》

4 たばこはやめましょう！
未成年の喫煙者は依然として多い状況です
若い女性の喫煙者は全国平均より多くなっています

現在喫煙者のほとんどが20歳前後で習慣的な喫煙を始めています

の改定について地域や職域の保険
者の方々と検討協議を始めたとこ
ろです。

県では、こうした動きや中間評
価を踏まえ、保健指導等の場でメ
タボリックシンドローム予防の指
導教材としてご利用いただくため
のパンフレット「かながわ健康実践
とらの巻」を作成しました。自らの
生活習慣をチェックし、体重管理
を軸に、記録を付けながら、食生
活の見直しと運動の習慣化を実践
できる内容になっています。また、
腹囲を簡単に計れるよう、紙製の

「メタボンメジャー」（腹囲計測用
メジャー）も作成しました。ご連絡
いただければ必要部数を送付しま

すので、是非ご活用ください。
現在、中高年の肥満者の増加が

進むなど、働き盛り世代の健康づ
くりが大きな課題となっています。
今後ますます産業保健分野の皆様
方と県・市町村、各保険者との連携
が必要となります。県民の健康づ
くりに向けた取組みにご協力をお
願いいたします。

なお、詳しくは、県ホームページの「健康情報・かながわ」をご覧ください。

「かながわ健康実践とらの巻」
A4-12ページ
申込先:神奈川県保健福祉部健康増進課
TEL：045-210-4780
FAX：045-210-8874
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産業医学との関わりをふりかえって
財団法人同友会　藤沢湘南台病院院長--鈴木-紳一郎

産業医となって
平成8年から郵便局、工場、製

造業本店（事務職）に産業医として
非常勤勤務をしている。平成10年
には、かなりの講習を受け、法改
正の直前に日本医師会認定産業医
を取得した。それまでは、知人の
医師から後を頼むといって紹介さ
れた産業医の仕事であったが、た
まに社長、局長などと話をしたり、
またそこの職員が逆に自分の病院
に来院し診察をしたりで、いつも
現場に出向いてもやることがよく
わからない状態で、十分職場巡視
もしていなかった。それが、認定
産業医を目指すようになり、医師
会には産業医部会があることを知
り、しなければいけないことを徐々
に理解でき、またさまざまな情報
を入手することができたので、い
かに産業医が大切で、重要な仕事
であり、最新の知識も身につけた
医師でなければいけないかという
事に気付いた。ちょうど平成10年
からの新規の産業医の仕事は認定
産業医でなくてはできないことと
なり、産業医資格取得はひとつの
Dr.のブームであった。教授も病院
長も若い医師も将来を考え、産業
医取得に走っていた。講習の受講
申込は競争率が高く会場はいつも
満員であった。

自分はちょうどそのころ、スポ
ーツDr.の資格を取得する為の講習
会も受講していたためにかなりの
時間を資格獲得のための時間に割
いていたと思う。そんな大変さも
あったが産業医の勉強は、かなり
おもしろかった。作業管理、作業
環境管理、健康管理の3管理を初

めて知った。健診診断、特定健康
診断、産業保健センター、産業保
健推進センターなど、さまざま仕
組みを認識し、普段の受け身の医
療から出て行く医学だという事に
気付かされた。

そんな中で産業医は5年間で更
新しなければならない事を知り、
調べてみると、また更新の講習を
受けて単位を重ねていくか、大学
の講座に属するか（現状では無理）、
労働安全衛生コンサルタントを取
得するかだったのでコンサルタン
トの資格を取得する事にした。そ
の当時、省改正があり、労働省最
後の年に第1回目のコンサルタン
ト試験を東京で受験した。

口頭試問10問をすんなりクリア
した後、最後‘熱中症’について聞
かれ、つまづいた途端3人の試験
官の機嫌が悪くなり、あえなく不
合格となった。1年後、再度受験を
した。今度はいろいろ考えた。試
験官が疲れていない大阪（最初に大
阪で3日間試験があり、その1週
間後東京でほとんど同じ試験官に
よる試験がある）に乗り込み見事合
格！！これで、産業医の更新はし

なくてよいと安心していた。

労働安全衛生コンサルタ
ントとなって

秘書室に事務所登録をしたが、
仕事が来るわけがない。健康管理
センターの人間ドックのパンフレ
ットに労働安全衛生コンサルタン
トの相談受付をする事を載せたが、
仕事はまったくこない。世の中に
労働安全衛生コンサルタントはほ
とんど認知されていない。そんな
中、平成13年からこの労働安全衛
生コンサルタントの資格もなんと
更新制度となった。すごいショッ
クだった。人生そんなに甘くはな
いということを痛感した。そんな
わけで日夜更新の為の勉強に励ん
でいる。（5年以内に250CPDを取
得しなければならない為、更新ま
では長いみちのりである。ちなみ
に一日講習を受けても9～10CPD
である。とほほほ．．．）

しかし、家族より長い時間を過
ごす職場である、事業所、人、を
守っていく仕事を私は大切にした
いと考えている。
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はじめに
「精神保健」と聞いて、皆さんは

何を思いうかべますか。「心の健康
（メンタルヘルス）」や「ストレス」と
いった言葉が浮かぶでしょうか？

この「精神保健」が事業所名につ
いた神奈川県精神保健福祉センタ
ーは、精神保健（一般住民の心の健
康づくり、メンタルへルス）の向上、
精神障害者の福祉の増進を図るた
めに設置された機関です。普及啓
発（広報普及）事業や調査研究、精
神障害者保健福祉手帳・自立支援医
療受給者証の交付も行っています。
また政令市（横浜・川崎市）は各々に
精神保健福祉センターを設置して
いますので当センターは政令市を
除いた県域の住民が対象となって
います。

今回は当センターで実施してい
る事業の中で「うつ・自殺対策事業」
に焦点を絞ってご紹介します。

神奈川県の
うつ・自殺対策事業

日本の自殺者が1998年（平成10
年）に3万人を超え、その後も減少
傾向になく推移しているというこ
とは、産業保健に携わる人であれば
既に耳にしていることと思います。
前年の1997年は23494人であった
自殺者数が、一気に3万人に増加し
た背景には、働き盛りの中高年の
男性(40～ 50歳代が約4割)の自殺
率の高さが特徴的となっています。

自殺者数増加の原因は経済･社会
的要因が複雑に絡み合い、単純に
決め付けられるものではありませ

んがバブル崩壊後の不況、経済的
な低迷が要因の一つともされてい
ます。

また自殺者（既遂者）の9割は精
神疾患で、その半数がうつ病にか
かっているという調査結果があり、
既遂者の10倍はいるという未遂者
群を含めるとうつ病対策は大変重
要な課題です。ただし、自殺対策
＝うつ病対策ではなく、自殺の要
因は多様ですべてが「うつ病対策」
で解決がつくものではありません。
あくまで精神保健の分野で一役を
担うのがうつ病対策といえます。

神奈川県ではこういった自殺対
策事業を「こころといのちのサポー
ト事業」という事業で今年度より事
業展開しています。この事業の主
管課は県障害福祉課ですが、精神
保健福祉センターが事業の企画実
施を担当しています。また、前年
度に当センター独自のパイロット
事業としてうつ病家族セミナーを
茅ヶ崎保健福祉事務所と共催で既
に実施済みです。

こころといのちのサポート事業
については、市町村職員研修をは
じめ県民を対象とした啓発事業等
幅広く実施していますが、ここで
は県民対象の３つの普及啓発事業
を説明します。

1. 自殺予防講演会
一般の地域住民を対象に、主と

してメンタルへルス及びうつ病に
ついて理解を深めてもらうことを
目的として実施している講演会で
す。既に茅ヶ崎・平塚地区2ヶ所で
実施済みです。多数の地域住民の

参加希望があり当日は多くの方が
講師の先生方の話に耳を傾けてい
ました。

3回目は年明けの1月28日（日曜
日）に海老名で予定しています。＜
別添ご案内1参照＞ 講師は防衛医
科大学校の野村総一郎先生にお願
いし「現代病としてのうつ」をテー
マに、複雑な社会構造の変化によ
り増えているうつ病とうつの基本
的な治療、対応をお話していてい
ただくことになっています。

2.  うつ病家族セミナー
このセミナーは、いうまでもな

く家族を対象としたもので、患者
については主治医が治療を行って
いるため患者本人は対象としてお
りません。家族としたのは（1）社会
人、職業人として問題なく生活し
ていた人がうつ病を発症するため
家族が病気の認識を持ちにくいこ
と（2）治療と再発予防については家
族の理解協力が非常に有効である
ことなどのためです。

この事業は患者が確実に「うつ
病（うつ状態も含める）」の診断を受
け、受療中の方の家族のみ対象とし
ています。「うつ」「うつ状態」とい
う状態像は医療側としては非常に
言い易く、患者側にも受け入れや
すい状態像で、他の疾患や障害で
あっても便宜的に使われている場
合が見受けられます。そのためセ
ミナー受講前に面接で治療状況等
確認し判定会で受講の適否を決定
しています。受講希望があっても
他の疾患であったり、定期的な治
療に繋がっていない場合は対象外

神奈川県精神保健福祉センター

「うつ・自殺対策事業」の
企画実施について
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とさせていただいています。
この事業については地域型

と地域職域連携型の2通りで
設定しています。

地域型はうつ病の療養生
活を送っている患者（20～60
歳）の家族が対象です。既に
厚木、茅ヶ崎地区の２カ所で
実施済です。厚木・茅ヶ崎地
区合わせての実施状況は参
加者（実人数）32人（ただし
患者を複数抱える家族あり）、
患者の平均年齢は41歳、男
性26人女性9人、有職者に
限定していませんが、休職
者（療養休暇を含む）は8人、
軽減勤務制度を利用中の者2
人、その他休職経験者4人で
した。

今年度1月～ 3月には地域
職域連携型として、うつ病休
職者家族セミナーを実施する
予定です。休職中の患者（20
～55歳）を抱える家族が対象
です。うつ病の治療だけでな
く社会制度、家族の対応まで
療養生活の全体を網羅するよ
うなプログラム内容としてい
ます。＜別添ご案内2参照＞。

３. 研修会
「仕事上のストレスが原因

でうつ病になった社員がい
る」あるいは「休職を繰り返す
社員がいて事業所としてどの
ように対処してよいかわから
ない」といった悩みは、多数
の事業所で抱えている問題ではな
いでしょうか。職場でのメンタル
へルス対策は近年ますます求めら
れていると聞きます。

このような状況をふまえ職場の
メンタルヘルス、主としてうつ病
対策を中心に事業所の管理者や労
務管理担当者を対象とした研修会
を今年度初めて計画し、秦野・藤沢
地区2箇所で実施となっています。

秦野地区については平塚労働基

準監督署、秦野商工会議所に地域
の情報をいただきました。この地
域は事業所の産業保健担当者の連
携がよくとれており熱心に取り組
んでいる地域ということで伊勢原
地区を加えた「秦野･伊勢原地区」を
対象エリアとして実施しました。
平塚労基署、秦野商工会議所、管
轄地域である秦野保健福祉事務所
も加え３機関との共催となりまし
た。この地域には様々な規模の事

業所が混在しているため規模は問
わずに、商工会議所の会報誌発送
等を利用させていただき幅広くよ
びかけました。開催場所は秦野商
工会議所、また講師の都合で夜間

（18時30分～20時30分）の設定で
ありましたが39社、54人の参加者
がありました。前半はメンタルへ
ルスの社会資源として各事業所（平
塚労基署等）の紹介、後半は横浜市
の汐田ヘルスクリニックの野末浩

＜ご案内1＞
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之所長に講演をお願いしました。
質疑には会場から具体的な質問が
多く出されました。一部を紹介す
ると、「厚労省は職場復帰のリハビ
リ支援とあるが扱いは休職中か復
職後か？」「リハビリ出勤はどのく
らい期間が必要か？」等々。事業所
として休職者の職場復帰にどう対
応したらいいのか苦慮している様
子が伺え、今後研修会で検討して
く課題と思えました。

藤沢地区においては年明けの2
月1日に藤沢市労働会館で実施する
予定でいます。＜別添ご案内3参照
＞藤沢地区は労基署管内（藤沢、鎌
倉、茅ヶ崎各市、寒川町）を対象地
域とし、また事業所の規模を100人
程度の従業員を抱える事業所とし
ました。産業保健のスタッフが配
置されサポート体制が組まれてい
るためです。秦野地区とは事業所
の対象が異なりますが、地域の特
性をいかした事業設定をしていま
す。

このような事業所の管理者、産
業保健の担当者を対象とした研修
会は実践研修として非常に効果が
高いため、来年度には対象地区を
拡大し計画する予定でいます。

＜ご案内2＞

＜ご案内3＞

「うつ・自殺対策事業」の企画実施について



TopicsTopics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）
〒254-0054 平塚市中里34-17 平塚市医師会内
TEL.0463-31-0814　 FAX.0463-33-7675
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・津久井郡

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：橘田 憲次
〔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：山屋 行孝
〔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。

編 集 後 記
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（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成18年度 
第1回産業保健相談員会議

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

　昔、事業主の方から安全は目に見えるので対策が立て易い
が、衛生は目に見えないものを対象としているので対応が大変
難しいとよく言われておりました。
　本年４月に化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改
善を図ることを目的に労働安全衛生法の一部改正がなされ、
新たに危険物を加えることと絵表示等を行うことを内容とする
部分が12月1日から施行されました。
　これを踏まえて労働衛生課から分かり易い記事が紹介され
ております、是非これを活用していただき事業場内の化学物質
等の把握と表示等により適切な衛生管理をお願いいたします。
　神奈川県内の労働災害発生状況（死亡災害）は、12月1日

現在で70件となっております。また、引火性のガスが漏れて顔
面等に熱傷を負ったという重大災害（一度に3名以上の労働
者が被災した事故）も発生しております。
　中央労働災害防止協会の主唱する年末年始無災害運動
が「基本通りの安全チェック 年末年始も守ります」のスローガ
ンのもとに展開されております、災害のない明るい新年を迎え
るためにも原点に立ち返った活動をお願いいたします。
　当センター情報誌「かもめ33号」でお知らせいたしました
が、１２月４日から新事務所で営業を開始しました。
　従来にも増した当センターのご利用とご支援をお願いたし
ます。

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。

「精神科医等のための
産業保健研修会」のご案内
■ 主　催：（財）産業医学振興財団 （社）神奈川県医師会
　 　　　 （社）日本精神科病院協会 
　 　　　 （社）日本精神神経科診療所協会
               神奈川県精神神経科診療所協会
■ 対　象：精神科、精神神経科及び心療内科の医師
■ 定　員：30名程度
■ 参加費：無　料
■ 開催日：平成18年2月5日（日）14：00～17：20
■ 会　場：神奈川県総合医療会館（神奈川県医師会）
               2階 研修室  横浜市中区富士見町3-1

● お申込み・お問合せ先
　 財団法人 産業医学振興財団 企画課・事業課
　  TEL. 03-3584-5421 

※参加費はすべて無料です。

平成18年4月25日（月）
於：当センター会議室

平成18年2月7日（火）　於：当センター会議室
講師：帝京平成大学教授 中川 禮子氏

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：045-224-1620）
までご連絡ください。

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

神奈川県内の地域産業保健センター

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

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

第6回神奈川県下
地域・職域看護職研修会
平成18年9月8日（金）
於：横浜市健康福祉総合センター4Fホール

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成19年1月20日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「職場にみられるテクノストレス症候群」
　講　師　当センター相談員　苅部 ひとみ 氏

●日　時　平成19年3月10日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「働く人のメンタルヘルス」
　講　師　横浜労災病院勤労者メンタルヘルス研究センター
　　　　　  所長　山本 晴義 氏

平成18年母性健康管理研修会
平成18年9月27日（水）
於：ビジネスサポートフロア
　   横浜ランドマークタワー25F

衛生管理実務講座
●日　時　平成19年1月31日（水）13：30～16：30
●場　所 （株）崎陽軒ヨコハマジャスト1号館会議室
　　　　　横浜市西区高島2-12-6

●テーマ　「労働衛生行政の動向ー長時間労働者への
　　　　　医師による面接指導制度等ーについて」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課主任労働衛生専門官
　　　　　  福島 路子 氏

●テーマ　「職場のメンタルヘルスについて」
　講　師　当センター相談員　山本 晴義 氏

●テーマ　「職場巡視について」
　講　師　当センター相談員　菊池 昭 氏

健康診断に要した費用（消費税も含む）の3/4
に相当する額

深夜業に従事する皆様へ

自発的健康診断受診
支援助成金のご案内

深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。
深夜業務の方のための助成金があります。深夜業務の方のための助成金があります。

仕事が一生懸命がんばれるのは、元気な身体
があってこそ、深夜労働は、昼間の仕事に比べ
て身体への負担も大きくなりがち。疲れが気に
なったら、早めに健康診断を受けましょう。

深夜業務に従事した方
勤務した時間の一部が午後10時から翌日の
午前5時にかかる方も含まれます。

①常時使用される労働者
②自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に
1ヶ月当たり4回以上（過去6ヶ月で合計24回
以上）深夜業務に従事した方

詳しくは当センターにお問い合せください

ご存知ですか？
健康診断費の　　が、
国から助成されます。

支給対象者 助成金額

上限 7,500円
●自発的健康診断とは、事業主の行う定期健康診断以外
に労働者個人の意志で受ける健康診断をいいます。

●人間ドックにもご利用できます。
●助成は、各年度につき1回に限ります。
●労働保険非適用事業に勤務する労働者は対象となり
ません。

講師：荒木労働衛生コンサルタント事務所
　　 所長 荒木 葉子氏

講師：母性健康管理指導医 日本医科大学付属第二病院
　　 女性診療科産科部長 朝倉 啓文 氏

講師：当センター
産業保健相談員
廣 尚典 氏

    講師：国立保健医療科学院
人材育成部長 水嶋 春朔 氏

��
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●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）
〒254-0054 平塚市中里34-17 平塚市医師会内
TEL.0463-31-0814　 FAX.0463-33-7675
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・津久井郡

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：橘田 憲次
〔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：山屋 行孝
〔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。

編 集 後 記
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（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成18年度 
第1回産業保健相談員会議

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

　昔、事業主の方から安全は目に見えるので対策が立て易い
が、衛生は目に見えないものを対象としているので対応が大変
難しいとよく言われておりました。
　本年４月に化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改
善を図ることを目的に労働安全衛生法の一部改正がなされ、
新たに危険物を加えることと絵表示等を行うことを内容とする
部分が12月1日から施行されました。
　これを踏まえて労働衛生課から分かり易い記事が紹介され
ております、是非これを活用していただき事業場内の化学物質
等の把握と表示等により適切な衛生管理をお願いいたします。
　神奈川県内の労働災害発生状況（死亡災害）は、12月1日

現在で70件となっております。また、引火性のガスが漏れて顔
面等に熱傷を負ったという重大災害（一度に3名以上の労働
者が被災した事故）も発生しております。
　中央労働災害防止協会の主唱する年末年始無災害運動
が「基本通りの安全チェック 年末年始も守ります」のスローガ
ンのもとに展開されております、災害のない明るい新年を迎え
るためにも原点に立ち返った活動をお願いいたします。
　当センター情報誌「かもめ33号」でお知らせいたしました
が、１２月４日から新事務所で営業を開始しました。
　従来にも増した当センターのご利用とご支援をお願いたし
ます。

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。

「精神科医等のための
産業保健研修会」のご案内
■ 主　催：（財）産業医学振興財団 （社）神奈川県医師会
　 　　　 （社）日本精神科病院協会 
　 　　　 （社）日本精神神経科診療所協会
               神奈川県精神神経科診療所協会
■ 対　象：精神科、精神神経科及び心療内科の医師
■ 定　員：30名程度
■ 参加費：無　料
■ 開催日：平成18年2月5日（日）14：00～17：20
■ 会　場：神奈川県総合医療会館（神奈川県医師会）
               2階 研修室  横浜市中区富士見町3-1

● お申込み・お問合せ先
　 財団法人 産業医学振興財団 企画課・事業課
　  TEL. 03-3584-5421 

※参加費はすべて無料です。

平成18年4月25日（月）
於：当センター会議室

平成18年2月7日（火）　於：当センター会議室
講師：帝京平成大学教授 中川 禮子氏

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：045-224-1620）
までご連絡ください。

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

神奈川県内の地域産業保健センター

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

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

第6回神奈川県下
地域・職域看護職研修会
平成18年9月8日（金）
於：横浜市健康福祉総合センター4Fホール

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成19年1月20日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「職場にみられるテクノストレス症候群」
　講　師　当センター相談員　苅部 ひとみ 氏

●日　時　平成19年3月10日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「働く人のメンタルヘルス」
　講　師　横浜労災病院勤労者メンタルヘルス研究センター
　　　　　  所長　山本 晴義 氏

平成18年母性健康管理研修会
平成18年9月27日（水）
於：ビジネスサポートフロア
　   横浜ランドマークタワー25F

衛生管理実務講座
●日　時　平成19年1月31日（水）13：30～16：30
●場　所 （株）崎陽軒ヨコハマジャスト1号館会議室
　　　　　横浜市西区高島2-12-6

●テーマ　「労働衛生行政の動向ー長時間労働者への
　　　　　医師による面接指導制度等ーについて」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課主任労働衛生専門官
　　　　　  福島 路子 氏

●テーマ　「職場のメンタルヘルスについて」
　講　師　当センター相談員　山本 晴義 氏

●テーマ　「職場巡視について」
　講　師　当センター相談員　菊池 昭 氏

健康診断に要した費用（消費税も含む）の3/4
に相当する額

深夜業に従事する皆様へ

自発的健康診断受診
支援助成金のご案内

深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。
深夜業務の方のための助成金があります。深夜業務の方のための助成金があります。

仕事が一生懸命がんばれるのは、元気な身体
があってこそ、深夜労働は、昼間の仕事に比べ
て身体への負担も大きくなりがち。疲れが気に
なったら、早めに健康診断を受けましょう。

深夜業務に従事した方
勤務した時間の一部が午後10時から翌日の
午前5時にかかる方も含まれます。

①常時使用される労働者
②自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に
1ヶ月当たり4回以上（過去6ヶ月で合計24回
以上）深夜業務に従事した方

詳しくは当センターにお問い合せください

ご存知ですか？
健康診断費の　　が、
国から助成されます。

支給対象者 助成金額

上限 7,500円
●自発的健康診断とは、事業主の行う定期健康診断以外
に労働者個人の意志で受ける健康診断をいいます。
●人間ドックにもご利用できます。
●助成は、各年度につき1回に限ります。
●労働保険非適用事業に勤務する労働者は対象となり
ません。

講師：荒木労働衛生コンサルタント事務所
　　 所長 荒木 葉子氏

講師：母性健康管理指導医 日本医科大学付属第二病院
　　 女性診療科産科部長 朝倉 啓文 氏

講師：当センター
産業保健相談員
廣 尚典 氏

    講師：国立保健医療科学院
人材育成部長 水嶋 春朔 氏
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産業保健情報誌 

神奈川産業保健 

●みなとみらい線 ：「みなとみらい駅」より徒歩5分
●JR根岸線 ：「桜木町駅」より徒歩5分
●横浜市営地下鉄3号線 ：「桜木町駅」より徒歩7分
●自動車 ：首都高速横羽線「みなとみらい出入口」より1分

●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://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo14/
E-mail：sanpo14@mri.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

＜衛生管理者訪問＞日産自動車（株） 座間事業所

<快適職場紹介>富士ゼロックス株式会社 竹松事業所

相談員エッセイ

 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

JR,東急東横線,京浜急行線,相模鉄道線「横浜駅」より徒歩約8分
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アクセス

三菱東京
UFJ銀行

駿台
横浜校


