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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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神奈川労働局労働基準部長  加藤 敏彦

神奈川労働局
労働基準部長就任のご挨拶

4月１日付けをもちまして神奈川労働局

労働基準部長を拝命しました加藤と申し

ます。前任の高木同様よろしくお願い申

し上げます。

神奈川県は、港や山河など豊かな自

然に恵まれるとともに歴史ある土地柄と

聞き及ぶところですが、わが国の人口が

減少・横ばい傾向にある中、神奈川県

内の人口は増加傾向にあり、昨年大阪を

抜き全国で第２位となり、人口約885万

人、事業場数約30万、労働者数約337

万人と首都圏の中でも中核的な存在であり、景気も好調

なことから今後も大きな発展が見込まれています。

従来からの京浜工業地帯の大規模製造業に加え、大

規模な商業施設の進出や研究開発拠点の設置など業況も

大きく変化しているところです。

このような中、県内の労働者の定期健康診断結果にお

ける有所見者の割合が昨年5割を超え、脳･心臓疾患や自

殺などの精神障害による労災の請求、認定件数は大幅な

増加の傾向にあります。

昨年4月に施行された改正労働安全衛生法に規定され

た長時間労働者に対する医師による面接指導制度の周

知・徹底を図り、適切な事後措置を講じることが重要で

あり、本格的な高齢化社会を迎えメタボリック対策など

健康保持増進対策を一層推進する必要があります。

さらに、当局における石綿による肺がん・中皮腫による

労災認定件数や健康管理手帳の交付件数は全国でも突出

した件数を抱えており、今後の石綿を含む建築物の解体

等の作業の増加も予想されております。

これらの状況を踏まえ、本年度においては、働く人の

健康確保対策として、死亡災害につながりやすい熱中症

や酸素欠乏症等の防止は勿論のこと、過

重労働による健康障害防止対策、メンタ

ルヘルス対策、石綿による健康障害防止

対策などの健康確保対策を重点に取り組

むこととしております。

神奈川産業保健推進センターにおかれ

ましては、日頃から、事業場における産

業保健活動を支援するため、窓口・実地

相談、産業保健に関する調査研究、産業

医に対する研修などの実施とともに、小

規模事業場における産業医共同選任事

業や自発的健康診断受診支援事業に係る助成金の支給な

ど多岐にわたる業務を通じ、神奈川県内で働く方々の健

康確保に向け御尽力されていることに敬意を表する次第

であります。

また、各事業場におかれましては、これら諸問題の解

決に向けて、安全衛生管理組織を活性化させるとともに

労働安全衛生マネジメントシステムやリスクアセスメントを

積極的に導入することにより効果的な自主的安全衛生管

理活動を展開して頂くようお願いします。

さらに、産業医の選任義務がない50人未満の小規模

事業場における労働者の産業保健サービスを提供するた

め、地域産業保健センターを設置しているところですが、

平成20年4月から長時間労働者の面接指導制度が適用と

なることから一層の利用促進をお願いしており、神奈川産

業保健推進センターと連携することにより県下の労働者の

健康確保、健康保持増進が一層図られることを期待して

おります。

最後になりますが、神奈川産業保健推進センターの益々

の発展と産業保健活動に携わる方々の御活躍を祈念申し

上げ、着任の挨拶とさせていただきます。
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神奈川産業保健推進センター 相談員新体制のご案内

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

調所　 廣之 関東労災病院  副院長 職業性難聴

林田 　　基 医療法人積愛会横浜舞岡病院  院長 アルコール中毒

輿 　貴美子 産業医学総合研究所  客員研究員 産業医学

西原　 哲三 日産厚生会玉川病院  顧問 メンタルヘルス

沼野　 雄志 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

毛利　 哲夫 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

柳下　 澄江 OHC事務所  代表 メンタルヘルス

倉林 るみい 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 上席研究員 メンタルヘルス

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

遠乗　 秀樹 北里大学医学部衛生学公衆衛生学教室  助手 メンタルヘルス

菊池　 　昭 安全衛生のバトン研究会  代表 衛生管理者との連携

安部　 　健 ミドリ安全（株） 理事 衛生管理者との連携

吉田　 元久 吉田整形外科医院  院長 産業医学

吉田　 勝明 横浜相原病院  院長 メンタルヘルス

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

平成19年度

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

ご相談の受付は

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

E-mail：sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

●特別相談員

●相談員
新任相談員

●地域担当相談員平田　伸
所 属：横浜南労働基準監督署
役 職：元署長

産業医学 労働衛生
工学

メンタル
ヘルス

保健指導

労働衛生
関係法令

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

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

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

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

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

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

江花 昭一
所 属：横浜労災病院
役 職：心療内科部長

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

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

第2・4・5
木曜日

第1・3
木曜日

第1・3
水曜日

第4
水曜日

第2・4
火曜日

第1・3・5
火曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2
水曜日

毎金曜日

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

業務のご案内

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

情 報
の
提 供

研修

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

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

広 報
・
啓 発

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

調 査
・
研 究

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

助成金
の
支 給

私は保健師として30数年間、市役所、大学病院、健診センター、
企業、専門学校等の各分野で健康教育、保健指導等の保健活
動をしてきました。現在専門学校のカウンセラーもしておりますが、
メンタルヘルスに関しては学生の3割近くが学業に支障をきたす程
問題を持っています。社会人になった時のことが想像出来ます。
メンタルヘルスの対応に当って、いつも痛感することは担当者と

本人との信頼関係が先ず重要で、更に職場環境、家庭環境の正しい理解をしてい
ることが対応していく上での鍵になると確信しています。これ迄の経験を生かして、
企業内におけるメンタルヘルス活動の一助に努めてまいりたいと存じます。

私は卒業3年目にじん肺患者さんたちの診療に関わり、ご本人
やご家族の様子を目の当たりにし、疾病を予防することと家族も
含めて精神面を取り扱うことの大切さを思い知らされました。その
後いくつかの経験を経たのち、福岡の企業外労働衛生機関に所
属し、企業の労働衛生管理に携わるとともに、さまざまな業種の嘱
託産業医として企業内外の産業看護職の方々や担当者の方々

と連携して助け合いながら活動してきました。現在は企業の総括産業医として勤務
しています。一方、心療内科医でもあったため、働く人のメンタルヘルスに関わる相談
や管理監督者への教育などの要望も多く、その機会は時代の変化と共に年々増え
てきました。また、近年は心の健康という意味合いだけでなく、生活習慣病の予防に
あたってのこころや行動面を重視したアプローチの重要性も認知されてきているよう
に感じています。
今回縁あって相談員として活動することになりましたので、少しでも皆様の産業保
健分野での活動を支援することが出来れば幸いと思います。よろしくお願い申し上
げます。

谷田 久美子

森田 哲也

倉田 達明
所 属：倉田クリニック
役 職：理事長

三宅　仁
所 属：富士通（株）川崎病院
役 職：健康推進総括部 部長

森田 哲也（新任）
所 属：（株）リコー本社事業所
役 職：人事本部 総括産業医

谷田 久美子（新任）
所 属：ヘルスマネジメント
役 職：オフィス代表

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

千葉 宏一
所 属：日本ビクター（株）
役 職：大和健康管理 室長

第2・4
金曜日

第2・4
木曜日

第1・3
水曜日

第1・3・5
火曜日

第1・3・5
木曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2・4
月曜日

第4
水曜日

第4
火曜日

高田 礼子
所 属：聖マリアンナ医科大学
役 職：予防医学教室 講師

山内  博
所 属：北里大学
役 職：医学部医療衛生学部
         公衆衛生学 教授

苅部 ひとみ
所 属：人間総合科学大学
役 職：人間科学部 教授

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

能勢 俊一
所 属：横浜銀行
役 職：健康管理センター
　　　 顧問

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

第3
金曜日
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神奈川産業保健推進センター 相談員新体制のご案内

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

調所　 廣之 関東労災病院  副院長 職業性難聴

林田 　　基 医療法人積愛会横浜舞岡病院  院長 アルコール中毒

輿 　貴美子 産業医学総合研究所  客員研究員 産業医学

西原　 哲三 日産厚生会玉川病院  顧問 メンタルヘルス

沼野　 雄志 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

毛利　 哲夫 労働衛生コンサルタント 労働衛生工学

柳下　 澄江 OHC事務所  代表 メンタルヘルス

倉林 るみい 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 上席研究員 メンタルヘルス

氏 名 所 属 ・ 役 職 担 当

遠乗　 秀樹 北里大学医学部衛生学公衆衛生学教室  助手 メンタルヘルス

菊池　 　昭 安全衛生のバトン研究会  代表 衛生管理者との連携

安部　 　健 ミドリ安全（株） 理事 衛生管理者との連携

吉田　 元久 吉田整形外科医院  院長 産業医学

吉田　 勝明 横浜相原病院  院長 メンタルヘルス

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

平成19年度

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

ご相談の受付は

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

E-mail：sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

●特別相談員

●相談員
新任相談員

●地域担当相談員平田　伸
所 属：横浜南労働基準監督署
役 職：元署長

産業医学 労働衛生
工学

メンタル
ヘルス

保健指導

労働衛生
関係法令

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

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

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

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

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

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

江花 昭一
所 属：横浜労災病院
役 職：心療内科部長

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

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

第2・4・5
木曜日

第1・3
木曜日

第1・3
水曜日

第4
水曜日

第2・4
火曜日

第1・3・5
火曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2
水曜日

毎金曜日

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

業務のご案内

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

情 報
の
提 供

研修

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

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

広 報
・
啓 発

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

調 査
・
研 究

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

助成金
の
支 給

私は保健師として30数年間、市役所、大学病院、健診センター、
企業、専門学校等の各分野で健康教育、保健指導等の保健活
動をしてきました。現在専門学校のカウンセラーもしておりますが、
メンタルヘルスに関しては学生の3割近くが学業に支障をきたす程
問題を持っています。社会人になった時のことが想像出来ます。
メンタルヘルスの対応に当って、いつも痛感することは担当者と

本人との信頼関係が先ず重要で、更に職場環境、家庭環境の正しい理解をしてい
ることが対応していく上での鍵になると確信しています。これ迄の経験を生かして、
企業内におけるメンタルヘルス活動の一助に努めてまいりたいと存じます。

私は卒業3年目にじん肺患者さんたちの診療に関わり、ご本人
やご家族の様子を目の当たりにし、疾病を予防することと家族も
含めて精神面を取り扱うことの大切さを思い知らされました。その
後いくつかの経験を経たのち、福岡の企業外労働衛生機関に所
属し、企業の労働衛生管理に携わるとともに、さまざまな業種の嘱
託産業医として企業内外の産業看護職の方々や担当者の方々

と連携して助け合いながら活動してきました。現在は企業の総括産業医として勤務
しています。一方、心療内科医でもあったため、働く人のメンタルヘルスに関わる相談
や管理監督者への教育などの要望も多く、その機会は時代の変化と共に年々増え
てきました。また、近年は心の健康という意味合いだけでなく、生活習慣病の予防に
あたってのこころや行動面を重視したアプローチの重要性も認知されてきているよう
に感じています。
今回縁あって相談員として活動することになりましたので、少しでも皆様の産業保
健分野での活動を支援することが出来れば幸いと思います。よろしくお願い申し上
げます。

谷田 久美子

森田 哲也

倉田 達明
所 属：倉田クリニック
役 職：理事長

三宅　仁
所 属：富士通（株）川崎病院
役 職：健康推進総括部 部長

森田 哲也（新任）
所 属：（株）リコー本社事業所
役 職：人事本部 総括産業医

谷田 久美子（新任）
所 属：ヘルスマネジメント
役 職：オフィス代表

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

千葉 宏一
所 属：日本ビクター（株）
役 職：大和健康管理 室長

第2・4
金曜日

第2・4
木曜日

第1・3
水曜日

第1・3・5
火曜日

第1・3・5
木曜日

第1
月曜日

第3・5
月曜日

第2・4
月曜日

第4
水曜日

第4
火曜日

高田 礼子
所 属：聖マリアンナ医科大学
役 職：予防医学教室 講師

山内  博
所 属：北里大学
役 職：医学部医療衛生学部
         公衆衛生学 教授

苅部 ひとみ
所 属：人間総合科学大学
役 職：人間科学部 教授

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

能勢 俊一
所 属：横浜銀行
役 職：健康管理センター
　　　 顧問

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

第3
金曜日
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専属産業医の産業医活動
社団法人 神奈川県医師会 産業医部会 幹事 （海老名市医師会）　丹野 優次

はじめに

大手事務機器製造販売会社の専
属産業医として、活動を開始し、8年
目を迎えております。着任当初は、会
社における複写機製造の基幹工場が
ある事業所として位置づけられてい
ましたが、御多分に漏れず、当事業
所での生産の機能を国内外の製造子
会社に移管、工場機能はクローズに。
以後、開発・生産技術の拠点と位置
づけられております。今後は、全社の
各事業所に分散していた研究開発部
門を、横浜みなとみらい21（MM21）
地区に、集約化することが決まって
おり、当事業所の開発部門も2～3年
後にMM21地区に移動する予定です。
その後は生産技術工場として、各生
産拠点への生産技術の展開をしてい
く事業所になる予定です。

このように、常に会社組織の変更
が行われており、まさに会社は生き
物のようです。その変更に対し、常
にキャッチアップする必要と、その変
化に対する社員の健康状態への影響
の有無、対処をする必要も生じてき
ます。もちろん変化しているのは会社
だけではなく、世の中も変化しており、
メンタルヘルス対策、過重労働対策
など大きな変革がありました。たった

8年程度いるだけで、このように変化
しており、臨床時代には、考えもしな
かったことへの対応の連続とも言える
状況で日々の産業医活動を行っており
ます。

現在の産業医活動
健康管理、保健指導に関しては、

産業医及び保健師が、健康診断後
に全社員と面談する手法（全員面談）
を用いております。健康診断に関し
ては、健診業者に委託しております。
40歳以上は、健康保険組合の補助を
受けて人間ドックを受診することもで
きます。人間ドックの結果を、所属事
業所の健康推進室に提出することに
より、定期健康診断を受診したことと
見なす扱いにしております。

全員面談に関しては、当事業所独
自ではなく、全社の方針になっており、
就業規則上の安全衛生規定にも掲げ
ております。従って、面談に来ていた
だくことは、業務の一環（見なし勤
務）として対応してもらっております。
労働安全衛生法上は、有所見者に関
しての対応を求めておりますが、当
社の場合は、健診の所見の有無にか
かわらず、面談に来ていただいており
ます。面談は1人15分～20分程度で、

健康診断（人間ドック）の結果に関し
ての認識、対応の聴取以外に、本人
のライフスタイル、仕事内容、職場環
境更には業務による体調に関する影
響の有無などを聴取します。問題点
があれば、どこが問題で、どのよう
に対応すればいいかを本人に気づい
てもらうようにしております。（先に指
摘する場合もありますが）就業上の
措置が必要な場合は、文書により、
産業医の意見を担当人事に提出し、
必要な措置を取るように求めておりま
す。この会社がすぐれている点として、
産業医の医学的観点からの意見をほ
ぼ受け入れていただき、対応していた
だけることです。

何も所見が無い人が本当に面談に
来るのか、とよく聞かれますが、以
外に？来てくれています。全社での面
談率（面談数/全社員数）は90％をこ
こ2年は超えており、当事業所でも、
昨年（平成17年度）初めて面談率が
90％を超えました。

全員面談の利点
健診の所見の有無に関わらず、全

員面談を行うため、年々社員と健康
推進室との垣根が低くなり、結果、
何かあった時に相談に訪れ易くなる
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ことが一つ目です。有所見者だけを
面談していると、健康推進室に呼ば
れたと（あるいは行った）いうだけで
何かあるなと周囲に悟られることにな
り、気軽な相談にも行きにくい雰囲気
を作り出すことになります。

2つ目の利点としては、面談に来た
社員の話し、表情、声のトーン、面
談内容の妥当性などより、メンタルヘ
ルス不調者の早期発見が可能になる
ことです。また、その後の外部医療
機関への紹介など早期対応も可能に
なる点です。ただ待っていても、メン
タルヘルス不調者は見つけにくいので
す。メンタルヘルス不調者対策として
は、ラインのケアを重視していますが、
対象者の上長も相談しやすい環境に
なっています。

3つめの利点としては、同じ職場か
ら、同じような問題が、個々の面談
で明らかになった際など、職場全体
の健康度を推し量ることが可能にな
る点です。組織的に健康度が悪化し
ている場合は、個々の対象者の対応
だけでは限界があり、人事も交え組
織に介入することにより、問題解決が
可能になります。

その他の面談
定期健康診断及び人間ドック後の

面談以外に、36協定に基づいた面談
や一年以上の海外渡航前後の面談、
雇い入れ時の健康診断の面談、更に
は最近話題の過重労働による健康障
害防止のための面談（過重労働面談）
があります。36協定に基づいた面談
では、一定以上の時間外労働が生じ
る可能性がある場合、会社に申請が

出されますが、その時点での健康状
態を評価します。

通常の定期健康診断、及び人間ド
ック後の面談だけで労働時間の半分
以上かかっていますが、過重労働面
談が始まり、更に面談にかかる時間
が長くなったことは否めません。当社
の場合、人事から各労働者の労働時
間の情報が流され、そこで連続で月
平均80時間以上、もしくは、単月で
100時間以上の時間外労働が行われ
たと我々が把握した時点で、本人か
らの面談の申し出の有無に関わらず、
各対象者に面談の案内を出し、過重
労働面談を実施するというシステムに
なっています。この面談は、20分か
ら30分と通常の面談より時間をかけ
て行っています。その結果、今年度
の通常面談の実施率低下（スタッフ
が減ったこともありますが）に大きく
寄与したようです。

これらに加えて、病気休業者の復
帰に際しての可否面談もあります。当
社の場合、1ヶ月以上私傷病欠勤した
後の職場復帰に関しては、主治医の
就労可能であるという判断の診断書
提出後、産業医との面談が、就業規
則上必須になっております。この面談
では、最初は本人だけ、後に職場上
長、人事担当者が参加します。この
場で、就労の可否、復帰の方法（段
階的出社の適応や復帰場所及び復帰
後の就業上の配慮事項等）に関して
産業医意見を具申します。休業期間中

（休業前もありますが）も可能な限り
定期的な面談を行い、病気の回復状
況を把握します。その際、休業中の
悩みあるいは休業者家族からの相談
も受けることもあります。

面談以外の活動

面談以外の活動では、産業医の意
見、紹介状、イントラネット社内報、
各種原稿のドキュメント作成、メンタ
ルヘルスを中心とした管理者向け教
育、安全衛生委員会を含む、各種委
員会の出席、月に1から2回行う事業
所内職場巡視、各種健康相談、診察
などがあります。診察に関しては、業
務中のけが、体調不良を中心に診て
おり、慢性疾患（メンタルヘルスも含
む）は診ておりません。診察を外部
に任せることで、本来の産業医活動
に専念できます。また、本人の病気
対応に関しての自律を促すことにもつ
ながります。これは、面談の目標でも
あります。月に一度、当社の全産業
医が本社に集まり、各事業所の問題
を持ち寄り、議論する会議もあります。
通常は孤立しがちな産業医活動です
が、各種情報、活動方針など共有で
きる場になっております。

おわりに
人の話を聞けるという技能があれ

ば、面談をする上での支障はありませ
ん。但し、話を聞くことは、想像以
上に疲労します。通常の面談以外に、
特にメンタルヘルス不調者と面談する
際は、健常者との面談とペースが違う
こともあり、疲労度が増加します。ゆ
えに面談する人が、健康な状態を保
たないと、人の話が聞けないはめに
なります。ミイラ取りがミイラにならな
いよう、面談を行う側の健康管理も
重要な産業医業務と思います。
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神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課

平成19年度 労働衛生行政のあらまし
－過重労働の解消、石綿対策の推進、を最重点に－

神奈川県下における
労働衛生の現状

労働者を取り巻く様々な社会情勢
や生活習慣の変化等を背景として、
健康診断の結果、脳･心臓疾患につ
ながる所見を始め何らかの所見を有
する労働者の割合が年々増加し、平
成18年は初めて5割を超えております。
さらに、全国調査において、仕事や
職業生活に関する強い不安やストレス
を感じる労働者の割合が6割を超え、
労働者の自殺も大きな社会問題とな
っています。

また、神奈川県においては、平成
17年までの石綿による肺がん・中皮
腫に係る労災認定件数が64件と全国

3番目に多い件数を抱え、平成18年
末時点の健康管理手帳交付件数も
前年の299件から897件に激増するな
ど全国でもトップクラスに数値となっ
ていることに加え、今後においては、
石綿が使用されている建築物の解体
等の作業が増加するものと考えられ
ます。

一方、職業性疾病の件数は、長期
的に見れば減少傾向にありますが、
近年は減少率が鈍化しています。ま
た、依然として酸素欠乏症・熱中症
等による死亡災害も跡を絶たず、化
学物質との接触等による重大災害も
多発しています。

このため、過重労働による健康障

害防止対策、石綿ばく露防止対策、
メンタルヘルス対策等を重点に、職
業性疾病予防の徹底、労働者の一層
の健康保持増進、快適職場環境の
形成を目指し、事業者の自主的な労
働衛生管理活動の促進及び事業場に
おける総合的な労働衛生水準の向上
を図る必要があります。

平成19年度
労働衛生行政の重点
自主的労働衛生管理活動の促進

事業場における各種健康診断の実
施及びその結果に基づく事後措置の
徹底、衛生管理者・産業医等の選任
及び職務の励行、衛生委員会の設置

1. 健康診断結果（図1）
① 一般健康診断結果の有所見率は年々増加

する傾向にありますが、平成18年の一般
健康診断結果の有所見率は50.1％とな
り、初めて5割を超えております。

② 項目別では、血中脂質（32.9％）、肝機
能（15.6％）、血圧（13.5％）などの項
目で有所見率が高くなっています。

2. 職業性疾病の発生状況（図2、3）
① 平成18年の職業性疾病による死亡者は一酸化中毒が1名、脳・心臓疾患が

2名の合計3名です。
   また、一度に3名以上被災する重大災害は10件発生し、食中毒が4件、化学

物質等による接触が4件、酸素欠乏症等が1件、疥癬が1件となっております。
② 平成17年の休業4日以上の疾病は530件と前年より45件増加しておりま

す。そのうち腰痛は328件と6割以上を占めています。
③ 平成18年の休業4日以上の疾病は速報値で574件発生しており、前年の速

報値より増加しています。　

脳・心臓
疾患9人

化学物質との
接触2人

熱中症3人
酸素欠乏
症等5人

■＜図1＞定期健康診断有所見率 ■＜図2＞職業性疾病発生状況 ■＜図3＞職業性疾病による
　死亡災害52
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23人

＊脳・心臓疾患による死亡災害については、平成14年から、当該年に発症し、
翌年の統計締切日（4月初め）までに労災認定されたものを、統計上の確定値
としています。
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及び運営等の労働衛生管理体制の整
備並びに事業場における自主的な労
働衛生管理活動の促進を目指します。

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

メンタルヘルス対策
1. 新たに示した労働者の心の健康の

保持増進のための指針の周知徹底
を図るほか、心の健康問題により
休業した労働者の職場復帰支援の
手引き、労働者等のメンタルヘルス
対策支援事業の周知を図ります。

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

3. 事業場外資源（神奈川産業保健推
進センター、地域産業保健センター
及び労災病院の「勤労者　心の電
話相談」等）の利用促進を図ると
ともに、平成17年度より地域産業
保健センターで実施されている働き
盛り層のメンタルヘルスケア支援事
業の適切な実施を図ります。

快適職場形成対策
1. 快適職場推進計画認定制度の利用

勧奨等を通じ、事業場における快
適職場環境の形成を促進します。

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

労働者の健康保持増進対策等
1. 事業場における労働者の健康保持

増進のための指針等に基づき、健
康測定、運動指導、保健指導等
の健康保持増進対策の一層の普及
促進を図ります。

2. 中小規模事業場を対象とし、次の
事業の利用勧奨を行います。
・地域産業保健センター事業
・産業医共同選任事業　

・自発的健康診断受診支援事業
・小規模事業場等団体安全衛生

活動援助事業制度
　　　　（たんぽぽ計画）
平成19年度においては、つぎの事

項を重点として取り組みます。
1. 過重労働による健康障害防止対策

を推進します。
2. 建築物等の解体作業等における石

綿ばく露防止対策を推進します。
3. 職場におけるメンタルヘルス対策を

推進します。
4. 事業場における自主的な労働衛生

管理活動の促進を目指します。
5. 死亡災害につながりやすい酸素欠

乏症等、熱中症による労働災害対
策の徹底を図ります。

6. 化学物質等による健康障害防止対
策を推進します。

過重労働による
健康障害防止対策

1. 改正労働安全衛生法において新た
に設けられた長時間労働者に対す
る医師の面接指導制度の周知を図
り、この際、メンタルヘルス面に留意
することについても周知を図ります。

さらに、過重労働による健康障
害防止のための総合対策に基づ
き、下記の対策を推進します。
・時間外・休日労働時間の削減
・長時間労働による健康障害防止

のための衛生委員会の機能強化
・過重労働による業務上の疾病を

発生させた事業場に対する再発
防止の徹底

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

2. 平成20年4月から常時50人未満の
労働者を使用する事業場（小規模
事業場）に対して面接指導等が義
務付けされることから、その周知

を図ります。

石綿による健康障害防止対策
今後の石綿による健康被害を未然

に防止するため、石綿等が使用され
ている建築物等の解体等の作業及
び建築物に吹き付けられた石綿等の
損傷等による石綿ばく露防止対策を
重点として、石綿障害予防規則等に
基づく措置の徹底を図ります。また、
労働者の健康管理の充実のため、石
綿に係る健康管理手帳制度の周知を
図り、交付業務について迅速・適正
処理に努めます。併せて、石綿取扱
い作業等に従事又は従事していた労
働者に対する石綿健康診断の実施に
ついても指導徹底します。

職業性疾病防止対策
1. 粉じん障害防止対策については、

第6次粉じん障害防止総合対策及
びずい道等建設工事における粉じ
ん対策に関するガイドラインに基づ
き推進しますが、特に、神奈川県
において、じん肺の新規有所見者
の大部分をアーク溶接作業者と金
属等の研ま作業者が占めているこ
とから、これらを重点対象とし、
呼吸用保護具の適正な使用等の徹
底を図ります。

2. 屋外作業のある事業場に対して屋
外作業場等における作業環境管理
に関するガイドラインの周知を図り
ます。

3. 職業性疾病による死亡災害に直結
する「酸素欠乏症等」と「熱中症」
の防止対策の徹底を図ります。

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

化学物質による健康障害防止
化学物質による健康障害防止につ

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

また、有害物ばく露作業報告制度
についても、同様に関係事業者に対
し周知徹底を図ります。

第6次粉じん障害防止総
合対策の概要（平成15
年度～19年度）
1. 重点事項は以下の4項目です。
・アーク溶接作業に係る粉じん障害

防止対策
・金属研ま作業に係る粉じん障害防

止対策
・トンネル建設工事業における粉じん

障害防止対策
・離職後の健康管理対策

2. 具体的実施事項の概要は以下のと
おりです。

・プッシュプル型換気装置、局所排気
装置、ヒューム吸引トーチ等の普
及による作業環境の改善

・呼吸用保護具着用の徹底及び適正
な着用の推進

・じん肺健康診断の適正実施等の健

康管理対策の推進
・たい積粉じん対策の推進及び法令

の周知
・特別教育の徹底及びじん肺に関す

る予防、健康管理等のための衛生
教育の実施

改正法令の概要

1. 石綿関係（平成18年9月1日施行）

（1）石綿等の製造等の禁止

代替が困難な一部の製品を除
き、石綿等の製造等は全面禁止
します。

（2）規制の対象範囲の拡大

石綿を0.1％超えて含有するもの
を規制の対象とします。

（3）吹き付けられた石綿等の封じ込め、
囲い込み等の作業に係る措置

封じ込め又は囲い込み作業につ
いて、除去作業に準じた措置を
行わなければなりません。

（4）石綿等が吹き付けられた建築物等
における臨時の業務に係る措置

天井裏、エレベーターの昇降路
等における設備の点検・補修等
の作業、掃除の作業等を行う場
合で、吹き付けられた石綿等の

損傷、劣化等によりその粉じん
を発散させ、労働者がその粉じ
んにばく露するおそれがあるとき
は、労働者に呼吸用保護具及び
保護衣又は作業衣を使用させな
ければなりません。

（5）使用された工具等の付着物の除去

石綿等を取り扱う作業に使用し
た足場、器具、工具等について、
付着したものを除去した後でな
ければ、作業場外に持ち出して
はなりません。

（6）記録の保存期間の延長

作業の記録及び健康診断の結果
の記録について、石綿の作業に
従事しなくなった日から40年間
保存するものとします。

2. 化学物質等の表示・文書交付  
    制度関係（平成18年12月1日施行）

（1）表示・文書交付制度とは

労働者に健康障害を生ずるおそ
れのある物等を譲渡・提供する
際に、化学物質等の情報を、表
示・文書交付により相手方に知
らせ、職場における化学物質管
理を促進し、化学物質等による
労働災害を防止する制度です。

（2）改正の概要＜下記図参照＞

平成19年度
労働衛生行政のあらまし

改正前

有害物 危険物及び有害物

改正後（平成18年12月1日）

表　　示　   91物質
文書交付　637物質

表　　示　   99物質
文書交付　640物質

製品名　（成分及び含有量） 製品名　（成分）

危険

規制対象の拡大
法律 危険物の追加

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ニトログリセリン
⑥ニトロセルローズ
⑦ビクリン酸
⑧1,3-ブタジエン

標章
注意喚起語
危険性情報

政令

省令
告示

対象物質の追加

記載事項の追加
有害性情報
貯蔵又は取扱い上の注意
氏名（法人名）、住所

有害性情報　　危険性情報
貯蔵又は取扱い上の注意
氏名（法人名）、住所、電話番号
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はじめに
保健対策委員会では産業医の活動

状況や労働者の健康指標の調査等を
目的として、神奈川県下の従業員数
50名以上の事業場を対象に隔年でア
ンケート調査を実施してきました。今
月号は平成17年の調査のうち、健康
確保対策に関する事項を集計しまし
たのでご報告させていただきます。
対象事業場は、従業員数が判明し
ていて規模別の解析が可能であった
971事業場を対象としております。

労働安全衛生マネジメン
トシステム（OHSMS）
の導入状況

労働安全衛生マネジメントシステム

（OHSMS）の指針が平成11年に公表
されてから6年が経過しましたが、シ
ステムの導入状況は事業場規模に関
わらず停滞ぎみです。＜図表1＞

全 体としてはOHSMSを「 知らな
い」と回答した事業場は平成13年32.4
％、平成15年20.6％から平成17年17.1
％（165件）と徐々に減少し認知度は
上がっていると考えられます。しかし、
OHSMSの導入は外部機関の認証を得
ているもので2.8％、外部機関の認証
を得ていないものを合わせても11.5％
に留まり、平成15年の9.5％からわず
かな増加しか認められませんでした。

規模別では、今回従業員数1000人
以上で「導入済み」の事業場の割合
が低下していました。その要因は定

かではありませんが、外部認証を受
けての導入は取得のみならず、その
更新に多大な費用と労力を要するこ
とが関係していると考えらます。＜図
表2＞

メンタルヘルスケア
実施状況

メンタルヘルスケアを実施（計画中
も含む）していると回答した事業場
は平成13年調査の48.8％、平成15年
調査の54.5％から今回81.1％（790件）
と大幅に増加しており、メンタルヘル
ス対策の必要性が事業規模に関わら
ず認められると考えられました。＜図
表3＞

具体的な取り組み内容については

■＜図表2＞ＯＨＳＭＳ導入状況（規模別・経年変化）
規模分類 導入済み(認証あり） 導入済み(認証なし） 予定あり 予定なし 知らない 未記入

H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H�� H��
  〜��人 �.0% �.�% 0.�% 0.0% �.�% 0.�% �.0% �.�% �0.�% ��.�% ��.�% �0.�% ��.�% ��.�% ��.�% 0.0% �.�% 0.0%

�0〜��人 �.�% �.�% 0.0% �.�% �.�% �.�% �0.�% ��.�% ��.�% ��.0% ��.�% �0.�% ��.�% ��.�% ��.�% �.�% �.�% �.�%
�00〜���人 �.�% �.�% �.�% �.0% �.�% �.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.0% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% �.�% �.�% 0.�%
�00〜���人 �.�% �.�% �.�% �0.�% �.�% �.�% ��.�% �0.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% �.�% ��.0% ��.�% �.0% 0.�% �.�%
�00〜���人 �.�% �.�% �.�% ��.�% ��.�% �.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% �.�% �.�% ��.�% �.�% 0.0% 0.0%

�000人〜 �.�% ��.�% �.�% ��.�% ��.0% �.�% �0.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% �.�% �.�% �0.�% �.�% 0.0% 0.0%
全体 �.�% �.�% �.�% �.�% �.�% �.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% ��.�% �0.�% ��.�% �.�% �.�% �.�%

■＜図表３＞メンタルヘルスケア実施状況（規模別）
実施中 未実施 回答なし

〜��人 �� ��.0% �� ��.0% 0 0.0%
�0〜��人 ��� �0.�% �� ��.�% � 0.�%

�00〜���人 ��� ��.�% �� ��.�% � 0.�%
�00〜���人 �� ��.�% � �.�% 0 0.0%
�00〜���人 �0 ��.�% � �.�% � �.�%

�000人〜 �� ��.�% � �.�% 0 0.0%
全　体 ��0 ��.�% ��� ��.�% � 0.�%

■＜図表1＞ＯＨＳＭＳ導入状況（規模別）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
導入済み
（認証あり）

導入済み
（認証なし） 予定あり 予定なし 知らない 未記入

全体

1000人～

500～999人

300～499人

100～299人

50～99人

～49人



0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

外部との連携
健診やTHPの活用
復職時の産業医面談
職場環境改善
スタッフへの教育
スタッフによる相談

一般職教育
管理職教育

全体

1000人～

500～
999人

300～
499人

100～
299人

50～
99人

～49人

全体

全体

1000人～

1000人～

500～
999人

500～999人

300～
499人

300～499人

100～
299人

100～299人

50～
99人

50～99人

～49人

～49人

全体

1000人～

500～999人

300～499人

100～299人

50～99人

～49人

労働時間把握
時間外労働削減
有給休暇
健康診断と事後措置
産業医面談
看護職面談
助言指導

■＜図表8＞地域産業保健センター利用状況（規模別）

利用したことがある
知っているが利用していない
知らない
未記入

利用したことがある
知っているが利用していない
知らない
未記入

合計

1000人～

500～
999人

300～
499人

100～
299人

50～
99人

～49人

実施中

未実施

■＜図表5＞過重労働対策実施状況 (規模別）■＜図表４＞規模別メンタルヘルスケア・具体策 ■＜図表6＞過重労働対策実施内容 (規模別） ■＜図表7＞産業保健推進センター利用状況 (規模別 )
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選択肢から主なものを3つまで選んで
もらう方法で行ったところ、50人以上
の事業場では「スタッフ（＝産業医、
保健師、看護師）による相談や面談」
が最も多く、100人以上の事業場で
は、次いで「管理監督者への教育」「一
般従業員への教育」が多かったです。
小規模事業場では「職場環境等の改
善」や「健診やTHPの活用」を通し
てメンタルヘルス活動の推進を図って
いる事業場が多く、これらによって
産業医や看護職などのマンパワー不
足を補っているものと考えられました。
＜図表4＞

今回新たな選択肢として「長期休
職後復職時の産業医面談」を設けた
ところ500人以上の事業場から半数
近い回答が得られ、平成16年10月に

厚生労働省から示された『心の健康
問題により休業した労働者の職場復
帰支援の手引き』の影響と考えられ
ました。

メンタルヘルスケアを実施していな
い事業場は全体の2割程度でした。
その理由としては「知識や情報が足り
ないから」と「人材や予算が足りない
から」との回答が多かったのですが、
一方で従業員数300人未満の事業場
からは「必要性を感じないから」との
回答も3割程ありました。

メンタルヘルスケアの必要性につい
ては感じていても知識や情報・人材
や予算の不足から実施出来ていない
事業場も多く、これらを解決するた
めの外部資源として産業保健推進セ
ンターや地域産業保健センターを活

用することが推奨されます。

過重労働対策の実施状況
過重労働対策を実施していると回

答した事業場は平成15年調査の46.1
％から92.6％（901件）と飛躍的に増
加しています。事業場規模別にみる
と従業員数100人以上の事業場では
95％以上、100人未満の事業場でも
85％以上で過重労働対策が実施され
ていました。このことは過重労働対
策について事業場規模に関わらず、
その必要性が認識されるようになっ
たことが示唆されます。＜図表5＞

具体的対策内容は、選択肢から
主なものを3つまで選んでもらう方法
で行ったところ、従業員数300人以
上の事業場では「労働時間の適正把
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■＜図表8＞地域産業保健センター利用状況（規模別）
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利用したことがある
知っているが利用していない
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■＜図表5＞過重労働対策実施状況 (規模別）■＜図表４＞規模別メンタルヘルスケア・具体策 ■＜図表6＞過重労働対策実施内容 (規模別） ■＜図表7＞産業保健推進センター利用状況 (規模別 )
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握」「産業医による面談」「健康診断と
事後措置の徹底」の順に実施率が高
く、300人未満の事業場では「労働
時間の適正把握」「時間外労働の削
減」「健康診断と事後措置の徹底」の
順に実施率が高かったです。このよ
うに優先的に行われている具体策が
300人を境に異なった傾向を示した背
景には、産業医・看護職などのスタッ
フの有無や出務回数が関係している
と考えられます。＜図表6＞

　過重労働対策が実施されていな
い事業場は、従業員数300人未満の
事業場に多く、その理由は「該当者
なし」が最も多く、次に「業務量が多
く時間外労働の削減や有給休暇取得
が難しいから」「裁量労働者が多く労
働時間の把握が難しいから」といっ

た回答が多かったです。

産業保健推進センター
利用状況

産業保健推進センターの利用状況
を事業規模別に調査したところ、「利
用したことがある」との回答は事業
場規模が大きくなる程高くなり、全
体では17.2％（166件）と平成15年調
査の16.0％からわずかに増加してい
ます。しかし、「知っているが利用し
ていない」との回答が59.5％（575件）
と依然高く、今後とも利用しやすいも
しくは利用したいサービスの提供が
望まれます。また、従業員数300人未
満の事業場の利用率が低いことにつ
いては中小規模事業場向けのサービ
スの向上が望まれます。＜図表7＞

地域産業保健センター
利用状況

地域産業保健センターについて、
全体では「利用したことがある」と
の回答が5.9％（57件）、「知っている
が利用していない」との回答が63.5％

（643件）でその合計（＝認知度）は
69.4％と、前回平成15年調査の72.6
％とほぼ横ばいでした。

地域産業保健センターは従業員数
50人未満の事業場を対象としており、
今回の調査対象は50人以上の事業場
を対象としているものの、結果的に
50人を下回ってしまった事業場の集計
であるため、この結果は正確な傾向
を示しているとはいえません。＜図表
8＞



4

社団法人 神奈川県歯科医師会 理事  大矢  享

��

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
していますが、平成18年12月に（財）
ライオン歯科衛生研究所の藤井由希
先生による講演が開催されましたの
で、その内容を報告いたします。

はじめに
産業現場における歯科保健活動の

実施主体は多くの場合、企業の健康
保険組合であることが多く、その他
企業が自身の主体的な取り組みとして
健康保険組合と共同で実施している
場合もあります＜図1＞。

本稿では、健診機関と健康保険組
合あるいは企業側双方の歯科保健活
動に対する姿勢、取り組みを実例を用
いて紹介し、その後の治療現場との
関わりも含めて論じ、産業歯科保健
活動から見えることを紹介いたします。

企業・健康保険組合の
取り組み
（財）ライオン歯科衛生研究所は、

2006年に事業所における「歯科健診」
の実施及び意識調査を行いました＜

図2,3,4＞。その結果より、各企業に
おける歯科保健に対する取り組みに
大きな差があり、またそれに対する
考え方の相違が感じられます。

以前は、歯科健診というと早期発
見、早期治療というようにすぐに歯科
医院に行くように言われるイメージで
あったが、現在では総じて国が進め
る「健康日本21」を基盤とし、「健康」
を会社の資源としてその育成を進め
るといった概念が一般的であります。
つまり、「全ての従業員が健やかで心
豊かに生活できる活力がある企業」
の実現を目的としている企業が多くな
っています。また、一人当たりの歯科
医療費は生活習慣病とほぼ同じくら
い高いという事実があるため、医療
費削減のために具体的な年毎の計画
とモニタリング指標の数値目標を掲げ
ている企業も多く見られます。

現在、労働安全衛生法のもとで、
歯科のおかれた立場を理解して歯科
保健活動を行っていくには次の4点が
重要であると考えます。
1. 会社の意図を理解する。
2. 産業医を中心とした産業保健活動

の一部として歯科保健活動を展開
する。

3. 会社の組織を理解し、歯科保健
理論を周知させるのではなく、労
働者の立場に立って活動する。

4. 歯科医師として口腔疾患の知識だ
けでなく、全身疾患とそれを生み
出す環境や習慣の知識習得に努力
する。

健診機関の取り組み
健診機関の一例として、演者の勤

務している（財）ライオン歯科衛生研
究所の産業歯科保健活動について述
べてみます。

活動の目的は、1962年開始時から
「口腔衛生思想の普及・啓発」すなわ
ち「早期発見早期治療の勧奨」であ
ったが、2002年より産業歯科保健活
動の概念が新たにされ、従業員個人
の主体的な健康づくり、健康管理能
力の向上を「口腔の健康」をツールと
して支援する、という主目的が明確
化されました。

これに伴い、当初から1人20分程
度の保健活動の内容を再構築し、「受

産業歯科保健活動の
実践現場から見えること

 ー企業・健診機関・歯科医療その関わりと課題ー

■＜図1＞産業歯科健診受診者の実態

１．産業歯科健診受診者
  １）健診機関による健診 １１０万人
  ２）歯科医師会による健診 ８万人

２．企業における歯科健診実施人数（推定）
  ５０人以上の企業における
  １）一般健診受診者 １,１００万人
  ２）歯科健診受診者 １１０万人

１）調査資料は「2005年度日経優良企業ランキング上位500社」を用いた。
　　（2005年3月31日時点の全国上場企業のうち2,275社）

２）上位380社について健康保険組合連合会会員名簿(H16年度版)から165
組合を確認し、LDHが活動を実施している18組合を除いた147組合を調
査対象とした。
なお、調査協力を受け付けない健保が25件、電話が通じない健保が10件
あったため、最終的に分析に用いた健保組合は112組合となった。

■＜図2＞事業所における「歯科健診」の実態
　　　　  および意識調査：2006 （財）ライオン歯科衛生研究所実施



68件112件 44件
18件
26％44件

39％
31件
68％

8件
11％

6件
14％

4件
7％

68件
61％

45件
66％

4件
6％

1件
2％

実施していない 身体の健診に
合わせ実施

予定なし検討したい

分からない

不明
分からない身体の健診

歯科単独の
両方あり

歯科の健診を
単独で実施

実施している

68件112件 44件
18件
26％44件

39％
31件
68％

8件
11％

6件
14％

4件
7％

68件
61％

45件
66％

4件
6％

1件
2％

実施していない 身体の健診に
合わせ実施

予定なし検討したい

分からない

不明
分からない身体の健診

歯科単独の
両方あり

歯科の健診を
単独で実施

実施している

��

診者による（メニュー）選択プラン」
＜図5＞、位相差顕微鏡、あるいは
CCDカメラを用いた「情報提供重視
型プラン」＜図6＞、スタッフの受診
者への対応を指導型から支援型に転
換していく「健康支援型プラン」＜図
7＞など多様なプランを応用すること
で時代の要請に適したヘルスプロモ
ーティブな歯科保健活動を模索して
います。

治療現場との関わり
治療現場と歯科保健活動は、直接

の関係があるとは言えません。これ
は、企業における歯科保健活動が一
部の歯科医院の大きな営業施策とな
ることを防ぎ、あくまでも平等な歯科
医師会の施策とすることが慣習化さ
れていることに一因が求められます。

この平等さが守られるのでしょう
か？また、事業所や健診での受診者
への助言を歯科医院はどのように受け
止めているのでしょうか？また、セカ
ンドオピニオンへの考え方は？＜図8＞

いろいろな課題が山積しているの
が現状であります。

さいごに
地域における歯科保健を担う一歯

科医院として、健診機関が事務所に
おいて健診及び歯科保健活動を行っ
ていただくことは大いに歓迎いたしま
す。このため、従業員同士はもちろん、
家族への波及効果も期待できます。

健診機関と歯科医師会との情報交
換が行えるようにし、地域歯科診療
所が歯科保健活動後の受け皿として
力が発揮できるようなマニュアルの整
備が早急に必要であると痛感した次
第であります。

1）歯科健診の実施状況 2）歯科健診を実施していない
健保での今後の予定

本調査での実施率：60〜65％ 実施を検討している健保：約10％

3）歯科健診の実施形態

①歯科健診単独：約70％
②身体の健診時：約25％

■＜図5＞受診者による選択プラン

１．健診・歯科相談

２．歯のクリーニング（歯石除去）で爽快感

３．歯のクリーニング（歯石除去）で歯みがきしやすく！

４．フッ化物塗布でむし歯予防

５．歯みがきチェック

CDCカメラ、位相差顕微鏡、リスクテストなどの媒体を使って、
「自分の口の中を知る」ことに重点を置いたプラン

指導
操作

自由意志と合意形成
　　　　説明決定
　　　　自己決定
　　　　主観的人間価値
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◦受診者によっては、気持ちの明確化を行う（その人が本当に何を求め
ているのか、気持ちの整理を手伝う）。

◦主観、自分の所見より一般的な診断・方法を説明することを優先する。

◦患者と主治医の人間関係を尊重し、主治医の視点を説明する。

◦患者の過去の治療結果に対し、マイナスの評価にならないよう配慮。

◦その他

■＜図3＞結果 ■＜図4＞調査結果－２

■＜図6＞情報提供重視型プラン

■＜図7＞健康支援型プラン（２）
■＜図8＞「保健活動における
   セカンドオピニオン」に関して考慮すべき点

健 

診

新パラダイム［エンパワーメント］
３．健康支援型プラン　（１）　

旧パラダイム［パワー］
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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にしてきま
した。

平成18年度末の会員機関は16機関
で年間２回の開催を継続的に重ねて
います。

第2回協議会
平成18年度第2回協議会は、平成

19年4月13日（金）に神奈川県予防医
学協会で、神奈川労働局の花形 修
身労働衛生課長の臨席のもと、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
花形修身労働衛生課長より｢神奈川
労働局からの連絡事項｣として

（1）労働衛生行政のあらまし
（2）長時間労働者の健康確保につい

ての説明がなされました。

また、各機関からの情報交換では、
特定健診・特定保健指導の準備状況、
看護師、保健師等専門職不足などの
協議が行われました。

＜講 演＞

「平成20年度からの特定
健診・特定保健指導の実
施に向けて」

白川 修二 氏
健康保険組合連合会神奈川連合会

会長代理
平成20年4月から特定健診・特定

保健指導の義務化が法律で制定され
ました。厚生労働省では、特定健診・
特定保健指導の義務化が法律で制
定された時点で、「標準的な健診・保
健指導のあり方に関する検討会」「保
険者による健診・保健指導の円滑な
実施方策に関する検討会」「労働安全
衛生法における定期健康診断等に関
する検討会」の三検討会を立ち上げ
ました。三検討会で審議の結果、決
定事項の概要が出されました。

三検討会の決定事項概要

決定事項の概要は、標準的な健
診・保健指導プログラム、保健指
導の実例・事例集、モデル事業の
実証の３分冊にまとめられました。

それによると、先ず「特定健康
診査の項目」では、HA1cと血糖
検査の重複検査は不要で、血糖検
査は空腹時採血を徹底するとし、
尿検査（尿糖、尿蛋白）は追加さ
れました。

次に「保健指導対象者の選定と
階層化」では、ステップ2のリスク

判定基準が変更されました。空腹時
血 糖 値は110㎎/dl以 上 が100㎎/dl
に、HbA1c5.5以上が5.2以上と厳し
い判定になりました。ステップ３の分
類も腹囲が基準値以上で追加リスク
が2以上の者は積極的支援へ、1の者
は動機づけ支援へ、0の者は情報提
供へと変更されました。また腹囲が

基準値未満だがBMIが25以上の者
で、追加リスクが3以上の者は積極的
支援に、追加リスクが１または２の者
は動機づけ支援に、追加リスクが０
の者は情報提供へと変更されました。
しかし最も大きな変更は、ステップ4
の分類に入っていた血圧降下剤等の
服薬中の者は特定保健指導対象から
除外することとなりました。さらに前
期高齢者（65歳以上75歳未満）につ
いては積極的支援の対象の場合でも
動機づけ支援となりました。

厚生労働省は検討会の資料「特定
保健指導対象者数の推計」の中で、
動機づけ支援が13,4％、積極的支援
が11,5％、その合計24,9％が指導の

神奈川労働局労働衛生課長
花形修身氏

健康保険組合連合会神奈川連合会 会長代理
白川修二 氏

神奈川県健康管理機関協議会の活動報告
神奈川県健康管理機関協議会
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対象者数とし、対象者5700万人の凡
そ4分の１の1600 ～1700万人が、特
定保健指導対象者と推計しました。

特定保健指導

動機づけ支援は、1人20分以上の
個別支援か、または１グループ80分
以上のグループ支援をすることです。
また積極的支援は、支援A(積極的
関与タイプ160ポイント以上)と、支援
B(励ましタイプ20ポイント以上)の合
計180ポイント以上の支援を必要とし
ます。さらに後期高齢者（75歳以上）
に対する健診・保健指導の基本的な
考え方は、生活習慣改善による疾病
予防よりも、各市町村で本人の求め
に応じた健康相談等の提供が求めら
れます。

保健指導の実施者は、医師・保健
師・管理栄養士が行うものとし、法
施行後５年間は一定の保健指導の実
務経験者の看護師も保健指導が行え
ます。また支援計画作りや企画業務
は医師・保健師・管理栄養士が行い
ますが、実践的指導は、医師、保健師、
管理栄養士、看護師の他、健康運
動指導士や事業場における運動・栄
養・保健の指導担当者等が実施でき
るとしています。

データ保管について

特定健診結果は最低５年間の保存
が必要です。加入者である限りは保
険者が保存することが望ましいので
すが、資格喪失後は1年程度の保存
となります。また他の保険者に異動
した場合は、本人の同意があれば、
保存データを新しい保険者に引き継
ぐことになります。

実施方法に関する検討会及び定
健等に関する審議内容

（1）被保険者（本人）健診と保健指導
問題は、法定健診と特定健診

の健診項目が異なっていること

です。法定健診の問診に「喫煙
歴」追加、「総コレステロール定
量」廃止、「LDLコレステロール」
追加までは決定しました。しかし

「腹囲」の追加に関しては入れる
方向ですが、簡略化実施や自己
申告という弾力的運用も検討さ
れています。

（2）被扶養者（家族）健診と保健指導

・健診機関との契約は、集合・個
別契約のいずれの方式も選択は
自由です。集合契約の場合は、
受診券と事務代行機関経由が
条件で、償還払い方式は原則不
可です。また指定健診機関制度
はなくどの健診機関でも実施で
き価格は自由です。さらに健診
機関側は保険医番号等を使用
し、受診側は被保険者番号を
使用するので新たな番号作成は
不要です。

・健診のフロー（集合契約の場合）
は、①健保組合は40歳以上対
象者に受診券と受診可能医療機
関リスト等を送付し、受診券に
は自己負担額を表記②支払基
金に自健保の自己負担額を連絡
③対象者は指定健診機関に赴
き受診、自己負担分を窓口で支
払う④健診機関は結果を電子フ
ァイル化し請求書と共に支払基
金に送付⑤支払基金は簡単な
チェック（自己負担割合等）後
健診結果とともに保険者に送
付。健診結果は電子ファイル化
し、されていない場合は支払基
金で電子ファイルを作成⑥健保
組合は電子データを基に保健指
導対象者の階層化を行うという
流れです。

（3）参酌標準(24年度目標値)の設定
は、①健診受診率は70％(単一
健保/共済組合80％,総合健保
/政管健保70％,国民健康保険65
％)②保健指導実施率は45%（動
機づけ支援と積極的支援）③メ
タボ対象者と予備軍の減少率は

10%とするが、中間年（22年度）
に見直す予定。

（4）特定健診等実施計画を都道府県
に提出。

（5）毎年6月に実施状況・結果を支
払基金に報告。

白川講師は「特定健康診断の
実施は、対象者である健康保険
組合の加入者にとっては義務で
はなく、保険者側が加入者に協
力を要請するものです。従って
保険者側がいろいろな工夫を凝
らしいいアイデアを出すことで、
対象者も健診を実施するのだと
思います。したがって検診機関
も、いいアイデアを健康保険組
合に出すことがキーポイントだと
思います」と話された。

保険者側の今後のスケジュール

今後の主な作業スケジュールは、
健保組合で見ると、先ず加入者のご
家族の「加入者実態調査」を6月まで
に実施し、その分析から「各年度の
目標値を設定」し、「特定健診等実
施計画の原案策定」を行い、各都道
府県に提出し、来年3月に「実施計画
をホームページ等で公表」するという
流れです。

白川講師は「標準プログラムの確
定版と基本指針が近日配布され、各
種通達が出される予定です。それに
基づき、焦らず慌てずまわりの状況
を見ながら、５年間で目標達成を目
指すという実施計画を立てて下さい」
と話す。

健保連の取組み方向

また健保連側としても、共同事業
として全国支部に共同保健師の設置、
集合契約の取りまとめ機関の設置、
健診データ等共同管理システムの事
業化、さらには研修会・説明会の開
催などを実施することで、特定健診
実施のための取組みを進めています。
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現在週に３日６時間ほど自動車製
造業関連4社（総数約1600人）の嘱託
産業医として活動しています。本日は
私の長時間労働の取り組みを提示い
たします。

最近は企業の合理化にともなう人
員削減のため、従業員個人の負荷が
増加する傾向にあります。結果長時
間労働の面談者がふえ、月によって
は大半をこの業務にさかなくてはなら
ないこともあります。この面談にくる
従業員は中間管理職を含め多くが真
面目で仕事を断らない（断り方を知ら
ない？）方であることが多いためメン
タルサポートの点からも重要だと考え
ています。そこで以下の点を説明しな
がら指導面談をしています。

1. 呼出し理由となった制度の
説明と今後の処置・達成す
べき目標

初回呼出しの場合は制度を説明
し、今回該当したことを伝えます。今
後掲げられている企業内達成目標は、
月換算で上記時間がおおよそ45時間
程度以内にすることと、有給休暇取
得の促進のため月1日年12日程度を確
保することを指示します。

2. 就労時間短縮
　 時代の流れについて

歴史的に明治以降をみればわかる
ように労働時間短縮は時代の要請で
す。したがってこの取り組みは、これ
までの長時間労働に見られるように
行き過ぎた不完全な企業活動を本来
の個人の生き方に無理なく組み入れ
られるようにという時代の要請＝歴史

的必然の改革の流れだという認識を
もってもらうようにすることが大切で
す。

3. 個人および組織内グループと
会社の今後（これが重要です）

個人としても平均で残業時間が2時
間程度に減るわけですから、これま
でと違って余暇を家族との団欒や育
児、趣味あるいは仲間との交友など
にあてられることから、何よりもこの
取り組みは自分自身のためだとはっき
り意識してもらうことが大切です。

そのために組織のなかでどう取り
組んでいくのか道筋を示します。

「声かけ 気くばり
明るい職場」の実践

平日の残業時間の短縮や年休を取
りやすくするためには工数と人員配
置の適正化をふくめ労務上での経営
陣の努力はもちろん必要で、団塊世
代の活用は必須と思われます。一方
職場のグループ内でこれまで以上に
お互いの支えあいが必要になります。
そのためには職場内におけるコミュニ
ケーションを十分に取って、現在の職
場にあってまず不公平を排除し合理
化や効率化を促進しなくてはなりま
せん。たえずグループ内の問題を提
起し共有することで、改善の道筋が
見えてくるはずです。問題点について
情報の公開と共有化は非常に重要で
す。そしてこのプロセスの結果の改善
提案が経営の上部まで届かなくては
なりません。ただ声に出すだけでなく
書面で回答を求める必要があります。
こうした社内文化をもたないといわゆ

る縦割りの組織構造から脱却できず、
突然市場から退場宣告を受けること
は最近よく目にすることです。

これまで個人は会社から与えられ
た仕事；自分のノルマを達成さえすれ
ば周囲の仲間がどのような状態であ
ろうが関与しないでもすみました。昨
今メンタルサポートが盛んに言われる
のはこの周囲への無関心状態が企業
組織の個人のあり方に深く根ざしてお
り企業自身の活性化のために早急な
対応を求めているからです。

「一人はみんなのために 
みんなはひとりのために」
という合言葉

今後一人一人が自分の組織で快適
に業務に励むためには、まず個人の
意識改革が重要です。改善のための
取り組みがグループを活性化し、結
果企業自身が市場から選ばれる会社
に変革していくということを銘記して
いなくてはなりません。まず自分自身
のために仕事があり、個人それぞれ
が会社という組織に集まってきてより

長時間超過勤務に対する
取り組みから 井上クリニック 院長 井上 博元
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よい環境の中で力を合わせて仕事に
あたっていくのだという当たり前の事
実を再認識する必要があります。

ところがこの快適職場作りの取り
組みを始めようとするといきなり困難
な状況に立ち向かわなくてはなりませ
ん。現在の過剰な仕事のノルマをこ
なしつつさらにグループ討議の時間
を割き、場合によっては相互サポート
のための教育学習時間も必要になっ
てきます。しばらくの間長時間勤務は
避けられないでしょう。しかし今年度

の努力の結果問題点が明らかになり、
職場での月間計画、来年度の事業計
画にもりこめるようにできれば道筋は
はっきりしてきます。最初の数年は厳
しい労働かもしれませんが、一人一人
が活動を継続しなければなりません。
全員がこの取り組みに積極的に関わ
らなくてはなりません。繰り返します
が、何故ならまず自分のためである
からです。そして家族や仲間のためだ
からです。結果よりよい会社の未来の
ためだからです。だれもが自分の会

社はいい会社だと胸を張りたいはず
です。

以上まとめると長時間労働の対策
はすなわち会社変革の土台づくりで
あり、そのためのキーワードは「個人
の積極的参加と組織の公正化そして
組織内情報の公開と共有によるその
組織の透明性確立」ということです。
産業医も会社の仲間として産業衛生
活動を通じて社内改革のためのメッセ
ージを発信し続けることが今後益々
大切だと考えています。

ご利用のおすすめと
平成18年度の活動状況

ご利用のおすすめ
県央地域産業保健センターは、厚

木、座間、綾瀬、海老名、大和の医
師会に属する産業医101名によって運
営されています。県央地域五市一町
一村を担当区域として、厚木は、愛川、
清川を含めて担当し、他は医師会の
ある地域ごとに、それぞれの医師会
に属する産業医が担当しています。

ご利用いただけるサービスとして、
定例健康相談、移動健康相談、事業
場個別訪問指導、電話相談、産業保
健情報の提供（健康診断機関・診療
機関・産業医のご紹介、健康管理資
料の配布等）があります。

利用できる方々は、50人未満の事
業場の事業主とそこに働く勤労者の
方とされていますが、一言でいえば、
産業医の選任義務がなく、産業医が
いらっしゃらない事業場の産業医の
代わりを務めるのが趣旨です。産業
医がいない事業場に働く方々にも、
洩れなく産業保健サービスを享けて

いただこうとする趣旨で行われている
国の事業なので、ご利用になる事業
主、勤労者の方に費用のご負担は一
切ありません。

また、50人以上の事業場が何らか
の事情で、現在産業医が不在の場合
は、近い将来の選任が前提であれば、
ご利用になることに差し支えはありま
せん。

定例健康相談
地域内の五つの医師会ごとに、別表

のように定例の健康相談窓口を開いて
います。大和市医師会は毎月1回、他
の医師会は隔月1回の開催となります。

個人の方の健康相談はもとよりで
すが、長時間労働に関して保健指導
を受ける場として、あるいは事業場と
して、健康診断有所見者について医
師の意見を聞く場として、積極的なご
利用をお薦めしたいと思います。いず
れも法的な義務づけがあることでは
ありますが、お気軽に利用していた

だければと思います。
定例日健康相談の予約は原則的に

は不要ですが、種々の事情で日程が
変更されることもありますので、あら
かじめセンター（046-223-8072）又
はコーディネーター（090-8596-1696）
あて、ご連絡をお願いします。ご相
談内容などを先に伺えれば、より適
切な対応ができると考えます。

なお、定例日にご都合が合わない
場合に対応するために、今年度から
4ヵ所の診療所を相談会場としてお願
いし、臨時の相談日を開ける体制を
整えました。日程の調整は必要です
が、コーディネーターにご連絡をいた
だければ、ご案内を含め、ご都合に
沿うよう努めます。

移動健康相談・
事業場個別訪問指導

移動というのは、定例の場所では
なくという意味ですが、ご相談者の
人数が多少まとまるようでしたら、事
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業場からのお申し込みによって日時を
お打ち合わせし、医師が直接事業場
を訪問して、ご相談、ご指導にあた
ります。内容としては、さきに触れま
した個々の方に対する保健指導、長
時間労働に関する保健指導のほか、
事業場の労働衛生管理や従業員の方
の健康管理に関すること全般にわた
って、産業医の立場から事業主への
助言ご指導をします。ご希望があれ
ば職場を拝見し、作業管理・職場環
境管理改善等についての助言も可能
です。

事業場をご訪問したときのメリット
のひとつは、職場で個々の従業員の
方に直接お会いして職場の実状に合
った保健指導ができることです。そ
のことで健康への不安を取り除いた
り、無関心な方には健康についての
意識を高めていただいたりすることが
できます。

個々の方の健康相談がなく、事業
場としての管理についてのご相談だ
けであっても差し支えありません。労
働衛生管理のレベルアップのために
ご活用ください。

センターの協力医は、地域の開業
医であるため、事業場訪問ができる
時間帯は、診療所の休診時間である
昼から午後3時頃までの間の2時間く

らいという制約がありますが、運輸
関係、建設関係等の方たちの場合、
時間帯が合わないので、医師の協力
を得て午後7時頃からご訪問すること
もしています。他の業種の事業場も
状況に合わせて対応させていただき
ますのでご相談ください。

　
電話相談

電話をいただいたとき、医事につ
いてのご相談については、医師がそ
の場ですぐ対応できる態勢がないの
で、一旦、コーディネーターがお話を
伺い、内容によって折り返し医師か
ら電話を差しあげるか、医師の意見
をコーディネーターを通じてお伝えす
るということになりますが、最善の対
応を心がけています。

法規、制度、管理体制等のご相談
については、コーディネーターが対応
しています。お答えに窮するときは、
きちんと調べた上で、あるいは専門
機関をご紹介するなど適確な対応に
努めています。

産業保健情報の提供
健康診断機関・診療機関・産業医

のご紹介のほか、機会のあるたびに、
労働衛生、健康管理に関してのパン
フレット等の配布を行なっています

が、健康相談の際には、ご相談に関
連する健康についての資料をご相談
者に差しあげるようにしています。言
葉での説明を受けるだけでなく、あ
とからも見ることができる意味でご好
評のようです。

また健康管理、労働衛生管理に関
心を持っていただくことが重要なこと
であるとの認識に立って、健康管理･
労働衛生管理講演会の斡旋を行なっ
ています。センター独力で皆さんに集
っていただくことは難しいので、企業、
団体等のお集まりがあるときに声を
かけていただき、講師のご斡旋をす
るかたちで取り組んでいます。

平成18年度の活動状況
健康相談

相談窓口は、定例・移動相談を合
わせ47回開催しましたが、相談者数
は112名でした。健康診断結果票を持
参されたり、移動相談時に拝見したり
した健康診断結果票による事業主へ
の間接的なご指導は432件でした。

相談の内、100時間以上の長時間
労働に対する保健指導が9件ありまし
たが、ご相談があったのは、どちら
かといえば大手に属する企業の50人
未満の支店､営業所、工場といった事
業場で、本社に安全衛生管理機能を

ご利用のおすすめと
平成18年度の活動状況

 

電話相談内容 個人･事業主相談指導内容

産業医関連（含紹介）
41.5％

管理体制
15.8％

長時間労働
15.8％

法規､制度
9.0％

メンタルヘルス
6.7％

健診･医療機関紹介
6.7％

その他
4.5％

健診結果保健指導
49.8％

作業管理
11.4％

有所見者就業措置
10.2％

健康保持増進7.3％

長時間労働 5.4％

メンタルへルス3.5％

その他
8.9％管理体制･教育

3.5％
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場　所 日　時

 厚木市医療サポートセンター
（厚木医師会）  厚木市厚木町６－１ 隔月第３木曜日

午後1時30分〜３時３０分

 綾瀬市保健医療センター
（綾瀬市医師会）  綾瀬市深谷４３９１－１ 隔月第２火曜日

午後1時〜２時３０分

 海老名市医療センター
（海老名市医師会）  海老名市さつき町４１ 隔月第３木曜日

午後1時〜２時３０分

 座間市休日急患センター
（座間市医師会）  座間市緑ヶ丘１－１－３ 隔月第３月曜日

午後1時〜２時３０分

 大和市地域医療センター
（大和市医師会）  大和市鶴間１－２８－５ 毎月第３火曜日

午後1時〜３時

◦ご利用の場合、あらかじめご連絡くださるようお願いいたします。
◦定例日以外でもご連絡いただけば、状況に応じ対応いたします。
　連絡先：県央地域産業保健センター　TEL.046-223-8072
　又はコーディネーター　TEL.090-8590-1696

定例健康相談日

お持ちのところであり、単体の事業
場からのご相談はありませんでした。
明年4月からの医師による面接指導
義務化の本格適用に向けて、お気軽
にお声をかけてくださるようお願いし
ます。

あるとき、長時間労働の関係でお
見えになった方と、少しの間雑談する
機会を得ましたが、お話の中で、「100
時間もの残業が続き、ストレスもきつ
いものがあるが、そんな中で、上司
のいっしょにやろうという姿勢と気遣
いの言葉は、ストレスを和らげ仕事に
取り組む気持にならせてくれる。以
前にいた会社はそうでなかったので、
そのことを強く感じる。」と言っておら
れました。自分の現役時代も、そうで
あったなと昔を想い起こし、また、自
分が上に立ったとき果たしてそうして
いたかなと反省もさせられました。

事業場個別訪問指導
訪問事業場数は16事業場と、前年

の34回に比べ半分以下となりました
が、個人健康相談を主体とする移動
相談訪問に力を入れたための結果と
なりました。この場では、労働衛生
管理体制、長時間労働による健康障
害の防止について等事業主への啓蒙
を主眼に、作業管理、作業環境管理

について助言を行ないました。安全
衛生管理の体制固めに向けて、産業
医の意見を採りいれていっていただく
ための活用をお薦めします。

健康管理･労働衛生講演会
18年度は、数多くの方に集まって

いただく機会はありませんでしたが、
したがって講演会とはいえませんが、
事業場訪問の際などを利用して9回ほ
ど熱中症、煙草の害、メタボリック
シンドローム、体重の管理等々につい
ての講話を行ないました。

電話相談
相談というよりお問い合わせに近

いものが多かったのですが、前年よ
り回数は増え89件のお電話がありま
した。メンタルに関しては6件でした
が、病識のない方を医師のもとに連
れて行くにはどうしたらよいかという
ご相談が2件あり、いずれも先生にお
取次ぎして相談に乗っていただきまし
たが、なかなか難しいことであり、ど
うなさったか気になっています。

相談の内容はグラフのとおりです
が、最も多かったのは、50人以上の
事業場からということになりますが、
産業医の紹介依頼を含めた産業医の
役割、料金等に関するお電話でした。

2番目は、労働衛生管理全般に関す
ること､長時間労働に関することであ
り、事業場の労働衛生管理について
の関心が高い表われということがで
きます。

今後の取組
健康相談の利用者はもっと増えな

ければならないと思いますし、移動
相談に力を入れ、ご利用になる方の
便を優先に考えて行きます。

電話相談件数が増えてきたことは、
センターの認知度がやや向上してきた
と考えられますが、事業を知ってい
ただくための説明会、広報資料の配
布等に努めて行きます。また電話は、
利用なさる側との重要な接点であり、
センター事業の信頼性を左右する場
でもあるとの認識に徹して行きます。

お問合せ・お申込み先

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

（厚木医師会内）
TEL.046-223-8072
FAX.046-223-0556
コーディネーター 中島健彦 
携帯電話：090-8590-1696
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事業所概況＜写真1・2・3＞

市光工業株式会社伊勢原製造所
は、美しい三角形の山容を持ち、古
くから山岳信仰の対象とされている大
山の麓、神奈川県伊勢原市にありま
す。従業員は約1300名、製造部門の
他に研究開発部門、設計部門や生産
技術部門といった本部機能が集約し
ており、市光の中心的な役割を担っ
ています。市光工業は群馬県や岐阜
県など全国5ヶ所に生産拠点を持ち、
自動車用ランプ・ミラーの製造をして
おりますが、伊勢原製造所ではその
中でも自動車の顔となるヘッドランプ
の製造を行っており、自動車メーカー
各社様とお取引をさせていただいて
おります。

安全衛生管理体制＜図1・2＞

各製造所ごとに安全衛生委員会
を設置し、それを全社組織である
中央安全衛生会議が統括しておりま
す。伊勢原製造所では所長を総括安
全衛生管理者として、産業医、看護
師、安全管理者、衛生管理者、作業
環境測定士、安全運転管理者、防火
管理者といったメンバーを含めた形で
安衛法に基き、労使半数ずつ、安全

衛生委員会メンバーを任命しておりま
す。委員会では労働災害・健康管理・
交通事故・防災に関する内容につい
て幅広く取組んでおり、その特徴の1
つとして、安全衛生委員会のもとに安
全・衛生健康・運搬車輌・交通安全・
4S・防災・環境安全・高圧ガスとい
った8つの専門部会を置き、より専門
性の高い活動をすることで、安全衛
生委員会の活性化と活動の充実を図
っております。また、構内協力会社と

の意識の共有化を図る為、安全衛生
協議会を組織し定期的に開催するこ
とで、フォークリフトやクレーンの構
内ルールの徹底や、後にご紹介する
安全教育や講習会の案内を行い、会
社間の取組みに差が出ないように心
がけております。

専門部会の活動から
（安全部会）＜写真4・5＞

安全部会では、新規設備の安全チ
ェックと安全教育を中心に取組んで
います。導入部署は設備設計時にチ
ェックを行い、部会へその結果を報
告します。部会では内容を確認し問
題がなければ導入後に再度現物にて
チェックを行い、挟まれ巻込まれの
危険の有無や安全装置の作動状況、
騒音・振動等の健康影響を判断し、

市光工業（株） 伊勢原製造所

＜写真1＞正門から大山を望む ＜写真2＞伊勢原製造所

＜写真3＞製品紹介

＜図1＞安全衛生管理体制 ＜図2＞伊勢原地区安全衛生管理体制

中央安全衛生会議

統括安全衛生管理者

安全衛生委員会

産業医
看護師

構内協力会社
安全衛生協議会

安全管理者

防火管理者
安全運転管理者

地区安全衛生委員会

伊勢原
地区

大泉
地区

藤岡
地区

中津川
地区

ミラー
地区

本社
地区

専任衛生管理者
工学衛生管理者
衛生管理者

安 全 衛生健康 運搬車両 交通安全 4 S 防 災 環境安全 高圧ガス

不安全状態
不安全行動
の撲滅

心身両面に
わたる健康の
保持増進に
努める

フォークリフトと
構内道路の
安全確保

業務上と
マイカー通勤者
の交通事故
防止

整理・整頓
清潔・清掃
の確保

火災爆発
防止と
震災対策

環境と
公害防止

高圧ガスの
安全管理

公害防止統括責任者
高圧ガス保安統括者
特管産廃管理責任者
電気主任技術者
エネルギー管理士
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認定ステッカーを交付しています。ま
た新工法等については設計段階で危
険有害性を検討し、設備基準に反映
させています。安全教育は、能力向
上教育の一環として、職長教育の振
り返り教育や有機溶剤の有害性と危
険性など、法改正や災害の発生状況
に応じて開催しています。

専門部会の活動から
（衛生健康部会）＜写真6＞

衛生健康部会では、塗装職場の排
気装置の稼動状況や保護具の管理状
況、食堂や各職場の休憩室・トイレ・
喫煙所の衛生パトロール、健康づくり
教室等の講習会の開催を中心に活動
しております。特に昨年度は、メタボ
リックシンドロームという言葉が世間
を騒がせたこともあり、生活習慣病
についての講義と併せて、各自でウ
エストを実際に測ってもらい、基準の
85cmは案外と他人事ではないことを
感じてもらいました。また少しでも身
体を動かす事の気持ち良さを体感し
てもらう為、外部からインストラクタ
ーをお招きしストレッチ体操教室も開
催しました。

専門部会の活動から
（交通安全部会）

自動車に関係する部品メーカーとし
て、他のドライバーの模範となるよう
に、従業員の交通マナーの徹底を行
っております。飲酒運転の撲滅、シー
トベルト着用の徹底といった活動や、
時間の余裕が運転の余裕につながる
事から、定期的に部会による立哨を
行っております。また通勤時間帯は周
辺学校の通学時間にも重なる為、児
童の通行が多い抜け道は、通行禁止
道路に指定し、事故の未然防止を図
っています。また、長期休暇前には、
伊勢原警察のご協力のもと、交通安
全講習会を開催し、会社周辺のヒヤ
リマップの紹介や、事故事例をもとに、
事故の悲惨さを伝えています。

タバコ対策＜写真7＞

2003年に健康増進法が施行され、
発行された新ガイドラインへの対応を
目指し、完全分煙に向けた喫煙室の
改良を進めております。また全従業
員を対象としたアンケートから、潜在
的には禁煙したい人も多くいる事がわ
かり、禁煙指導の検討も始めました。
まだまだ模索の段階ではありますが、
やはり禁煙する意思が禁煙成功へ導
くという統計結果から、講習会の開
催やビデオ・本の貸出しを通じてタバ
コの有害性に改めて気付いてもらい、
希望者については産業医の問診や看
護師の叱咤激励を受けながら、ニコ
チンパッチを併用し禁煙を目指す禁煙
指導を進めています。

雇入れ時教育の工夫
＜写真8・9＞

以前より安衛法59条に基いた雇入
れ時教育を行ってきましたが、もっと
受講者に対してインパクトを持たせた
いという思いから、危険体験機を作

成し、講義と合わせて行っています。
その1つである挟まれ体験機は、エア
シリンダースライド部のかじりを再現
し、こうした異常処理を行う場合に
は、電源を落すだけでなく、シリンダ
ー内に残った残圧を抜いてから作業
を行わないと、突然シリンダーがスラ
イドし挟まれるということが体験でき
るようになっています。シリンダーに
は工場内の設備にある最も小さいも
のを用いていますが、十分にスチー
ル缶を充分潰すことができ、参加者
はその力におどろいていました。また、
近年多発した大規模火災の発生を受
け、塗料供給ポンプ、塗料缶のアー
スや制電服の大切さを実感してもらい
静電気による火災の発生を防止する
為、静電気引火装置を作成しました。
これは人工的に静電気を発生させ、
わずかな有機溶剤濃度でも爆発範囲
にあれば、その放電による火花によっ
て引火・爆発するということを体感で
きる装置です。爆発下限濃度でもボ
ンといった音と共に爆発し、参加者
からは目の当たりにして改めて恐怖を
感じたといった声が聞かれました。

以上のような活動を通じて、市光で
は安全衛生が全てに優先するものづ
くりに努め、
安全と健康
で活力ある
職場づくり
を目指して
おります。

＜写真7＞禁煙講習会

＜写真6＞ストレッチ体操教室

＜写真8＞挟まれ体験機

＜写真9＞静電気引火装置

＜写真4＞安全認定合格証 ＜写真5＞職長振り返り教育
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私のストレス解消法

唐突ですが、私のストレス解消法は大好きな旅行
と2歳になる孫と遊ぶことです。先日、行ったことの
ある県を日本地図に色塗りしてみたところ、驚くこと
にこの半世紀の間に、小さな島々を除きほとんど色
がつきました。旅行は家族や友人とツアーで行くこと
が多いのですが、仕事で各地へ訪れることも多々あ
ります。仕事の時でも必ず時間を見つけ、景色と名
産を味わいます。食いしん坊の私は、時間がないと
きでも景色は後回しで美味しいと聞いたものは、テイ
クアウトして飛行機や車中で食べたり、お土産として
買って帰ったりします。まさに花より団子！ですが・・・。

このようにして、仕事であってもその中に楽しみを
見つけることでストレスを解消しています。

また、近くに住む孫が毎日のように訪れ「好き！好
き！」といって抱きついてきます。孫の笑顔がストレ
ス解消とともに働く活力になっています。

現代は『ストレス社会』と呼ばれるように、いろい
ろなことでストレスを抱えている人が多くなっていま
す。厚生労働省の調査でも働く人の６割がストレスを
抱えているという結果がでました。

「ストレス」とは多くの人の耳になじみのある言葉
かも知れませんが、実際にストレスとは何か少し触れ
てみたいと思います。

ストレスの原因は？
一般的にどんな人にもストレスの原因なるというス

トレッサーがあります。例えば、受験や卒業・結婚
や子供の誕生・家族の病気や死など人生の大きな転
機と危機。

又、自分の体についての心配・家族の病気・欲求
不満・働きすぎなどの小さな緊張（日常の出来事）。
小さな緊張でも度重なると健康を害します。

また偏見などが人によってはストレスの誘引となり
ます。

ストレッサーの中でも意外に重要なものが自分自
身です。もし自分でストレスを作り出している事に気
づく事が出来ればストレスを減らすための第一歩を
踏み出したことになるでしょう。そしてこれが一番重
要なことですが、自分で作り出したストレスはコント
ロールが可能だということです。

ストレスを作り出す考え方は大きく分けて次の三つ
に分類できます。
①自分に対する考え方

自分自身の感情を抑えられないという考え方、完
全でなければならない・うまくいかなかったら自
分を責めてしまう。

②他人に対する考え方
他の人も自分と同じようにすべきと思ってしまう。

③状況に対する考え方
大げさに悪いことを考え心配・悪い出来事の予言

（マイナス思考）になってしまう。
　このように、自分自身では気づきにくい自分の性
格や考え方がストレッサーになっていることもあるの
です。

また、身体の健康を無視することは、大きなスト
レスを作り出したり、不健康自体がストレスになりま
すので身体の健康も重要です。

それから、ほとんどの人の行動には一定の法則が
あるといわれますが、その行動形式（行動パターン）
がストレッサーになっていることもあります。

ストレスを作り出す典型的な行動パターンであるＡ
型行動パターンと仕事中毒について少し説明します。
「Ａ型行動パターン」はストレスを作り出すパター

ンで、しばしば誰かと敵対し、短気で落ち着きがな
く、競争心が強いという性格傾向を反映し、歩いた
り、食べたり、話したりするのが非常に早い。また
待たされたり、非難されたりしたらしばしば怒りや
短気を爆発させてしまったり、休むことに罪悪感を感
じる。話をしている最中に、身体を意味もなく動かす。

三澤 眞理子
産業保健相談員

職業生活でのストレス等の状況
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過半数の労働者が職場生活でストレスを感じています。
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資料：厚生労働省「労働者健康状況調査」
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他人の話を途中で遮ったり、急がせたりするなどの特
徴があります。

それに対しＢ型行動パターンは、自分の能力を信
頼し慌て過ぎることなく自分の時間をコントロール、
その人の特徴を無理に隠したりしないと言われてい
ます。
「仕事中毒」は、仕事に生きる人に良く見られるパ

ターンで、その人自身にストレスを生み出すとは限り
ませんが、一緒に働く人にとっては確実にストレッサ
ーになります。特徴として長時間働く。夜も、週末も、
休みなく働き何時でも、どこでも働くなどが挙げられ
ます。

その他、多くの人は時間の使い方が下手なため、
ストレスを作りだしていることがあります。必要度の
高い事ではなくつまらない事に時間を使う。途中で
止めたり、思い付きのことに時間を使う。不必要な
仕事を抱え込むなどして、時間の使い方を間違ってし
まいます。

また、私たちの人生において自己主張しなかった
ために、傷ついたり、疲れたり、拒絶されたりしてス
トレスを感じる場面があります。自己主張が出来ない
ことは、日本人特有な「謙虚」という美徳ではなくス
トレスをため込む原因になっていることもあります。

ストレスコントロールの方法は？
ではどのようにしたら、上手にストレスを解消でき

るのでしょうか。
ストレスをコントロールするためには、ストレスに気

づくことが第一段階だと思います。そして充分な睡眠・
楽しい運動・バランスの取れた食事（体重のコントロ
ールを含む）などにより、健全な身体を維持すること
です。その上で目標と行動を決め、日程及び週間予定
表を作ってみたり、最も優先すべきことに時間を使うな
ど、自分の時間をうまく利用することです。

もし自分がＡ型行動パターンの人間だと思ったら、
Ｂ型行動パターンに変えていきましょう。

また、感情的な支え（支援）とどうやってそれを
手に入れるか、積極的な関係を作るための会話にお
ける自己主張・対立を解消するなどの人間関係や仕
事のマネージメントも大切です。

あとは自分に合ったリラクセーション技法やストレ
ス解消法を身につけていくことです。

その上で自分の性格と行動、考え方や気持ちを見

直し、仕事、時間、人間関係などマネージメントをし
ていくことが重要だと思います。

最後になりますが、私は何時も皆様に自分の良い
ところ、好きな所を見つけるように働きかけます。も
ちろん自分でも実践しています。自分で自分の良い点
を積極的に評価して、自己評価を高くすることで仕事
や生活の満足感が増え、自分の存在意義が大きくな
ります。そのことで自分を大切にできます。自分を大
切にできる人は相手も大切にでき、よいコミュニケー
ションも取れます。以前、友人のポジティブコミュケ
ーションの面接調査を手伝ったことがありました。そ
の時「やあ、元気」「おはよう！」などの挨拶、「大丈
夫ですか」「何か手伝いましょうか」など相手を気遣
う声かけや、「ありがとう！」「助かったよ」「おかげで
無事終わった」などの感謝の言葉でポジティブな気
持ちになり、「仕事が続けられた」「嬉しかった」「仲間
がいると感じた」などの話が聴けました。このように
ポジティブな気持ちを引き出すコミュニケーションを
大切に仲間をたくさん作り、人生のスパイスでもある
ストレスを上手にコントロールし、楽しく元気に働きま
しょう！
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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

神奈川産業保健「かもめ」平成19年6月 第36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）

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

今年度最初の産業保健情報誌「かもめ」をお届けいたし
ます。　
季節も地球温暖化の影響か、青葉の美しい春から、急に
暑い初夏へと移り変わったと思える今日、この頃です。
労働安全衛生法が改正され、過重労働の解消、石綿対
策の推進を重点に、労働者の一層の健康保持増進、快適
職場環境の形成等、産業保健関係者の取り組みが期待さ
れています。

当センターの相談員の新体制をご案内しております。末
頁の相談票を活用して相談していただければ、産業保健
相談員の先生方から回答させていただきます。
本誌も関係者のご協力を得て、発行することができまし
た。産業保健関係者のご理解の下に産業保健に関する最
新の情報、役立つ情報を目指し、紙面の充実を図ってまいり
ますので、一層のご協力をお願いいたします。

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。

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

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

メンタルヘルス交流会

海外勤務者の健康管理セミナー

神奈川産業保健交流会

「かもめ」
 編集委員会

平成19年度
第1回産業保健相談員会議

●日　時 平成19年9月29日（土）
 14：00～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●テーマ 「派遣労働者の健康問題」
　　　　   産業医科大学産業生態科学研究所
  精神保健学教室准教授　廣 尚典 氏

●日　時 平成19年9月15日（土）
 13：30～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●テーマ 「いのちの教育
　　　　　　ー学校教育、社会教育の現場から」
　　　　   聖学院大学専任講師　 小池 茂子 氏

●日　時 平成19年11月10日（土）
 13：30～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●テーマ 「職場復帰支援プログラム」
　　　　   人間総合科学大学 教授　苅部 ひとみ 氏

●日　時 平成20年1月30日（水）
 14：00～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●定　員 50名
●テーマ 「海外勤務者の感染症対策」
　　　　   海外勤務健康管理センター 
                所長代理　濱田 篤郎 氏
●テーマ 「海外勤務者の生活習慣病対策」
　　　　   海外勤務健康管理センター 
                健康管理部 部長　安部 慎治 氏

※参加費はすべて無料です。

平成19年3月14日（水）
於：当センター会議室

平成19年5月1日（火）
於：当センター会議室

副 所 長 高橋　 俊一
業務課長 海江田 一生
業務係長 小畑　 順子
業務課員 望月　 志浦
嘱　　託 近藤    文恵　・　高橋   加枝

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

平成１9年度神奈川産業保健推進センター
事務局職員紹介
平成１9年度の事務局体制は下記のとおりです。
前年度同様よろしくお願い申し上げます。

神奈川産業保健推進センター

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

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階
電 話 ： 045-410-1160　FAX ： 045-410-1161

��
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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）

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

今年度最初の産業保健情報誌「かもめ」をお届けいたし
ます。　
季節も地球温暖化の影響か、青葉の美しい春から、急に
暑い初夏へと移り変わったと思える今日、この頃です。
労働安全衛生法が改正され、過重労働の解消、石綿対
策の推進を重点に、労働者の一層の健康保持増進、快適
職場環境の形成等、産業保健関係者の取り組みが期待さ
れています。

当センターの相談員の新体制をご案内しております。末
頁の相談票を活用して相談していただければ、産業保健
相談員の先生方から回答させていただきます。
本誌も関係者のご協力を得て、発行することができまし
た。産業保健関係者のご理解の下に産業保健に関する最
新の情報、役立つ情報を目指し、紙面の充実を図ってまいり
ますので、一層のご協力をお願いいたします。

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。

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

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

メンタルヘルス交流会

海外勤務者の健康管理セミナー

神奈川産業保健交流会

「かもめ」
 編集委員会

平成19年度
第1回産業保健相談員会議

●日　時 平成19年9月29日（土）
 14：00～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●テーマ 「派遣労働者の健康問題」
　　　　   産業医科大学産業生態科学研究所
  精神保健学教室准教授　廣 尚典 氏

●日　時 平成19年9月15日（土）
 13：30～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●テーマ 「いのちの教育
　　　　　　ー学校教育、社会教育の現場から」
　　　　   聖学院大学専任講師　 小池 茂子 氏

●日　時 平成19年11月10日（土）
 13：30～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●テーマ 「職場復帰支援プログラム」
　　　　   人間総合科学大学 教授　苅部 ひとみ 氏

●日　時 平成20年1月30日（水）
 14：00～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室
●定　員 50名
●テーマ 「海外勤務者の感染症対策」
　　　　   海外勤務健康管理センター 
                所長代理　濱田 篤郎 氏
●テーマ 「海外勤務者の生活習慣病対策」
　　　　   海外勤務健康管理センター 
                健康管理部 部長　安部 慎治 氏

※参加費はすべて無料です。

平成19年3月14日（水）
於：当センター会議室

平成19年5月1日（火）
於：当センター会議室

副 所 長 高橋　 俊一
業務課長 海江田 一生
業務係長 小畑　 順子
業務課員 望月　 志浦
嘱　　託 近藤    文恵　・　高橋   加枝

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

平成１9年度神奈川産業保健推進センター
事務局職員紹介
平成１9年度の事務局体制は下記のとおりです。
前年度同様よろしくお願い申し上げます。

神奈川産業保健推進センター

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

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階
電 話 ： 045-410-1160　FAX ： 045-410-1161

��
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産業保健情報誌 

神奈川産業保健 

●毎土・日曜日及び祝日 ●年末年始

ご利用いただける日時

休    日

●休日を除く毎日/午前9時～午後5時30分

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

●事業内容その他の詳細につきましては、当センターまでお問い合わせ下さい。
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相談員新体制のご案内

神奈川県下の産業保健関係機関情報

＜衛生管理者訪問＞市光工業（株） 伊勢原製造所

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
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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


