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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://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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＜産業看護職紹介＞味の素（株） 川崎健康推進センター

海上で働く船員への産業医活動
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平成18年度 衛生管理実務講座

「職場巡視について」
当センター相談員-菊池-昭-氏

「職場のメンタルヘルスについて」
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「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」
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神奈川労働局-労働基準部-労働衛生課

地域産業保健センターを活用して
長時間労働者の健康確保を！

脳血管疾患及び虚血性心疾患等
の発症が長時間労働との関連性が
強いとする医学的知見があります。
このため、長時間労働により疲労
が蓄積した労働者に対して医師に
よる面接指導を行うことなどが労
働安全衛生法（以下「法」といいま
す）の一部改正によって定められま
した。この法律は、平成18年4月1
日から施行されましたが、常時50
人未満の労働者を使用する事業場
については2年間の猶予期間をおい
て平成20年4月1日から適用となり
ます。

このような医師による面接指導
等は、過重労働による健康障害を
防 止 す る た め に
は、是非とも必要
な措置ですので、
上記猶予期間中に
おいても、出来る
限り医師による面
接指導等を実施す
ることが望ましい
と言えます。

このため、地域
産業保健センター

（国の委託事業）が
長時間労働者の健
康確保のお手伝い
をさせていただき
ます。

法で定める面接指導等の
対象者

医師による面接指導等の対象労
働者は、以下のとおりです。
1. 1ヶ月に100時間を超える時間外・

休日労働を行い、疲労の蓄積が
認められる者。
労働者本人が申し出…（医師に
よる面接指導の実施が事業者の
義務となります）

2. 1ヶ月に80時間を超える時間外・
休日労働を行い、疲労の蓄積が
認められ又は健康上の不安を有
している者。
労働者本人が申し出…（面接指
導又はこれに準ずる措置の実施
が事業者の努力義務となります）

3. 事業場で定めた基準に該当する
者…（面接指導又はこれに準ず
る措置の実施が事業者の努力義
務となります）

地域産業保健センターを
利用しましょう

医師による面接指導等を地域産
業保健センターを活用して実施し
ましょう。

地域産業保健センターでは、労
働者数50人未満の事業場の労働者
への産業保健サービスを提供する
ため、認定産業医・医師が相談・助
言指導等に応じています。相談等
の費用は無料となっています。な
お、相談の開設日時等は、地域産

50人未満の事業場においても
平成20年4月1日から医師による面接指導制度が適用

健康障害のリスク

高

徐々に高まる

低

時間外・休日労働時間

月100時間超　または
2～6月平均で月80時間

長くなるほど

月45時間以内

を超えると｝
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業保健センターへ事前にお問い合
わせください。
※法律上選任義務はないものの産

業医を選任している事業者は、
その産業医による面接指導を実
施するようにして下さい。

事後措置の実施
医師による面接指導を実施した

ら事後措置を行いましょう。
面接指導を実施したら医師から

の意見を聴取し、必要と認める場
合は、就業場所の変更、作業の転換、
労働時間の短縮、深夜業の回数の

減少などについて、適切な事後措
置を行いましょう。医師による面
接指導の具体的内容及び結果、事
後措置等については、別添「面接指
導結果報告書及び事後措置に係る
意見書（例）」を参照してください。

その他
（1） 面接指導を実施できるよう、担

当者や受付方法の明確化等の
実施体制を整備しておきまし
ょう。

（2） 面接労働者の個人情報保護には
十分に配慮しましょう。

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）

湘南地域
産業保健センター
（拡充）

相模原・津久井地域
産業保健センター
（拡充）

三浦半島地域
産業保健センター
（拡充）

鶴見地域
産業保健センター

川崎南地域
産業保健センター

横浜北地域
産業保健センター

横浜南地域
産業保健センター

横浜西地域
産業保健センター

県西地域
産業保健センター

県央地域
産業保健センター

川崎北地域
産業保健センター

●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。

〒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

〒254-0054
平塚市中里34-17
平塚市医師会内
TEL.0463-31-0814
FAX.0463-33-7675

〒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

〒236-0015
横浜市金沢区金沢町48
金沢区三師会館内
TEL.045-782-8785
FAX.045-783-6740

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

〒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

■＜別添＞



�

地域産業保健センターを活用して
長時間労働者の健康確保を！

■＜別添＞

※（財）産業医学振興財団のホームページ（www.zsisz.or.jp/）より。
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神奈川支部では平成18年度作業
環境測定評価推進大会を去る9月
11日（月）、ローズホテル横浜で開
催した。参加者は自社・機関会員な
どあわせて約36名。

　
特別講演
最近の労働衛生行政の動向

花形-修身-氏-
神奈川労働局労働衛生課長

社会的関心の高い石綿による健
康障害の問題に関して、平成11年
から16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82件
と全国2番目に多く、今後さらに石
綿が使用されている建築物の解体
作業が増加するものと考えられる。

また健康診断の結果、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、仕事や職業生活に関
する強い不安やストレスを感じる
労働者の割合も６割を超え、労働
者の自殺も大きな社会問題となっ
ている。

さらに職業性疾病の件数は減少
傾向にあるが、酸素欠乏症・熱中症
等による死亡災害や重大災害も多
発している。

このような状況のなか、神奈川
県では平成18年度の労働衛生行
政の重点課題を１.石綿対策の推
進、２.過重労働の解消を最重点に、
３.メンタルヘルス対策、４.自主的
な労働衛生管理活動の推進、５.労
働災害対策の徹底、さらに６.健康
障害防止対策の推進、などに取り
組むこととしている。

以上の6項目が重点課題と考え
られるが、しかし何といっても
１.「石綿ばく露防止対策」が大きな
課題となっている。昨年6月のクボ
タの報道以来大きな社会問題とな
っており、神奈川県ではこの対策
を第一に挙げている。

昭和55年から平成16年までの肺
がん中皮腫の労災認定件数の動き
をみると最近３年の数値が目覚し
く変化している。肺がん58件、中
皮腫128件であったものが、昨年は
認定件数だけでも肺がん219件、中
皮腫503件となり、それまでの約４
倍の件数になっている。神奈川県
では、中皮腫・肺がんを合わせると
64件の件数で、これは全国３番目
の労災認定件数を占めることにな
り、大変なアスベスト県となって
いる。建築物等の解体工事の推移
をみると増加の一途を辿っており、
今後益々解体等に伴う疾病が懸念
される。

解体作業現場では、作業及び建
築物に吹き付けられた石綿の損傷
等による石綿ばく露防止対策の徹
底を図ることが求められており、

解体等の作業における石綿障害予
防規則の概要が示された。

平成20年を目途に石綿の使用禁
止が考えられていたが、このたび
労働安全衛生法施行令が改正され、
平成18年９月１日から「石綿の全
面禁止」（一部を除き）が決定され、
内容も厳しいものとなった。

さらに石綿に関連する健康管理
対策については、健康管理手帳の
周知、退職者の健康診断の実施、
特別健康診断（本年度限りの事業）
の周知、さらには労災保険の適正
迅速な給付など、行政を通じて推
進しているところである。

講演 Ⅰ
化学物質等のリスクアセスメン
トを巡る内外の動向について

唐沢-正義-氏
日本作業環境測定協会専務理事・事務局長

労働安全衛生の分野におけるリ
スクアセスメントに関する内外の
動向について、我が国の厚生労働
省では、国際的な動向等を踏まえ、
平成11年（1999年）4月に「労働安
全衛生マネジメントシステムに関
する指針」を公表し、事業者による
自主的な労働安全衛生対策の推進
を図った。

この指針は平成17年11月に行
われた労働安全衛生法の一部改正
に伴い「労働災害のさらなる減少を
図るためには、個人の経験と能力
のみに依存せず、危険又は有害性
を特定し、リスクの見積り及びリ
スクを低減させる措置を組織的か
つ体系的に実施することが重要で

2

平成18年度
作業環境測定評価推進大会を開催

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

特別講演される花形修身労働局労働衛生課長
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あり、このような取り組みを推進
する仕組みである労働安全衛生マ
ネジメントシステムの普及を図る
必要がある」という趣旨から、平成
18年3月大幅に改正された。この
改正による我が国の指針は、既に
ILOによってOSHMSガイドライ
ン（ILO－OSH2001）に適合してい
ることが認められた。

我が国の労働安全衛生法では、
作業環境測定及び評価が義務付け
られていない化学物質についての
作業環境濃度、個人ばく露濃度等
の評価方法について「国が行う化学
物質等による労働者の健康障害防
止に係るリスク評価実施要領の策
定について」（平成18年5月11日
付け基安発第0511001号）の通達と
してまとめられている。

講演 Ⅱ　
職場の健康管理

苅部-ひとみ-氏
人間総合科学大学人間科学部教授

過重労働及びメンタルヘルス対
策は、一次予防、二次予防が重要
である。特にメンタルヘルスが不
調に陥った人は、早期発見、早期
治療に入ったほうが、職場復帰の
早いことが明らかになっている。
したがって二次予防を積極的に推
進する産業医の姿勢が重要な鍵に
なっている。

過重労働予防対策の目的は、過

労死、過労自殺を未然に防ぐもの
である。加齢による正常な老化を
超えた血管の老化が進行すると、
結果として血管の破綻をきたし、
特に脳・心臓の血管障害を起こして
しまう。その原因のひとつに過重
労働がある。その判定の業務上か
業務上外かは発症した労働者に加
わった労働状況、労働の質、量を
みていくことになるので、医師に
よる面接が重要になる。

時間だけのバイアスで面接する
のであれば、看護師・保健師・衛生
管理者でもできるが、基礎疾患を
あわせて診るとなると産業医であ
る専門家が判定を行う必要が生じ
る。医師が面接を行い、業務の状況、
既往歴の種類、現在治療中の病気
の状況などを聞き取る必要がある。

その中で代表的な基礎疾患に「生
活習慣病」（メタボリックシンドロ
ーム）があり、過労死の重要な誘因
となっている。メタボリックシン
ドロームは、診断基準として、①
腹囲（臍まわり）が男性で85㎝以上、
女性で90㎝以上（この数値は体脂
肪面積が100平方㎝以上であるこ
とを示す）、②高血圧、高脂血症（高
TG、低HDL）、空腹時高血糖、の
３つのうち２つを満たすこと。こ
れら①・②の要素があると血管の老
化、特に動脈硬化を促進し、血管
の破綻を招きやすくなり、過労死
を招くのである。

異常かどうかの判断は専門家・産
業医に任せることが大切で、手が
かり（気づき）は、早期発見の参考
として提示する。
①全ての心の病気にあてはまる…

欠勤、遅刻、早退、離席が多い、
職務上の義務を怠たったり作業
場のミスや事故が目立つように
なる、職務能率が低下してきた。

②心身症に多い…職場や家庭での
ストレスが多い、職務や対人関
係の気配りが過ぎる。

③神経症に多い…睡眠障害、不安

が強い、ミスがあるかどうか何
度も確かめすぎる、身体症状を
気にしすぎ、多種多彩な病院を
受診する。

④うつ病に多い…気力の低下・疲労
感、消極的で決断できない、悲
観的すぎる、朝方に気分がふさ
ぐ。

⑤職場不適応状態に多い…出社が
つらいために床から離れられな
い、緊張しすぎている様子。

⑥性格（人格）障害に多い…気難し
く、一方的な主張をし、協調性
を欠く、嘘を平気でつく、借金
をする、などがみられる。
働く人々の心の健康法は、本人

が担当する職務を十分にマスター
させること、職場のコミュニケー
ショを大切にさせること、仕事以
外の趣味やクラブ活動を奨励し、
本人に合った気分転換法、ストレ
スコーピングを会得させること、
家庭、特に配偶者とのコミュニケ
ーションを良くさせること、など
が重要である。

連絡先

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

〒236-0002
横浜市金沢区鳥浜町14-1
TEL-045-773-6444（直）
FAX-045-775-3185

化学物質等のリスクアセスメントについて
講演される唐沢正義日測協専務理事

職場の健康管理について講演される苅部ひ
とみ氏人間総合科学大学教授
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（社）日本労働安全衛生コンサルタ
ント会神奈川支部事業部が主催し
ている研修会をご紹介いたします。

相互研鑽をはかる研修会
平成18年4月の労働安全衛生法

の改正に見られるように、リスク
アセスメントの導入や労働安全衛
生マネジメントシステムの構築指
導など新しいコンサルティング能
力が労働安全コンサルタントや労
働衛生コンサルタントに求められ
ております。

また、石綿問題やメンタルヘル
スなど事業場を安全衛生面でサポ
ートするに必要な知識や技術範囲
も急速に拡大し、また、多岐に複
雑化しています。

このような時代背景に基づいて
当事業部では事業部員の相互研鑽
をはかるため、年間７回の研修会
を開催しています。この研修会は

（社）日本労働安全衛生コンサルタ
ント会本部の生涯研修コースにも
認定されています。

各回２テーマの発表をおこない、
その後、質疑がおこなわれ、時に
は白熱した議論がおこなわれるこ
ともあります。事業部員がそれぞ
れの専門分野を発表しますが、テ
ーマによっては部外の講師をお願
いすることもあります。

聴講者は事業部員を中心に部外
のコンサルタント会員も参加し情
報交流の場となっています。

研修会の開催状況
テーマはアンケートにより年間

研修会計画に纏められます。ここ
で、事業部員が聞きたい或いは関
心のあるテーマが選択され、それ
ぞれの専門家がテーマを受け持ち
ます。

平成18年度の研修会実績を図表

１に示します。
第４回、第５回の特別教育講師

養成講座は、今年度、臨時に実施
したもので、労働安全衛生法第59
条に規定される　「特別の教育」の
講師養成のためベテランコンサル
タントが担当しました。

当年度は平成18年4月に施行さ
れた労働安全衛生法の改正趣旨に
基づき、労働安全衛生マネジメン
トシステム（OSHMS、OHSMS）や
リスクアセスメントについてのテ
ーマが多くとりあげられました。

次に、特別教育講師養成講座以
外のテーマについて内容を概説し
ます。

＜第1回＞
改正安衛法への
OSHMS面からの対応

平成18年4月に労働安全衛生法
が改正され、リスクアセスメント

社団法人-日本労働安全衛生コンサルタント会-神奈川支部-事業部常任幹事-松本-弘

平成18年度 事業部研修会活動

■＜図表1＞平成18年度研修会開催状況

回数 テ　ー　マ 実施月日
出席者

事業部員 一般会員

１ ①-改正安衛法へのOSHMS面からの対応
②-建設業における災害分析について 平成18年　７月29日-（土） 19名 8名

２- ①-少日数で危険有害要因を洗い出す方法
②-引火性物質の貯蔵について 平成18年　８月25日-（金） 21名 9名

３ ①-新構想によるOHSMSの展開
②-建設業における安全管理の問題点 平成18年　９月23日-（土） 23名 9名

４ 特別教育講師養成講座
　天井クレーンとグラインダー 平成18年10月　7日-（土） --17名 ―

５ 特別教育講師養成講座
　酸欠、有機溶剤及び粉じん 平成18年10月14日-（土） --19名 -―

６ ①-GHS・化学物質の分類表示について
②-過重労働やストレスで起きる顎関節症 平成18年10月28日-（土） 18名 6名

７ ①-残留農薬のポジティブ・リスト
②-安全配慮義務 平成18年11月25日-（土） 13名 7名

８
①-アスベストを考える（その２）
②-リスクアセスメント診断事例報告
　-金属製品製造業

平成19年　1月27日-（土） 19名 8名

９
①-リスクアセスメント診断事例報告
-　紙加工製造業
②-モノ作り改善事例―安全を確保して生産性向上につなげる

平成19年　2月24日-（土） 16名 6名
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が法制化された。建設業においては
リスクアセスメントを組み込んだ
OSHMSの仕組み作りが必須となる。
　

建設業における
災害分析について

建設業における労働災害は30年
で約80％減少した。今後の対応と
して、現場に密着した安全管理の
推進が必要であり、具体例に基づ
いて不安全行動への対応方法が示
された。

＜第２回＞
少日数で危険有害要因を
洗い出す方法

製造業における過去5年間の災
害調査報告から2601件を型別災害
要因分析、起因物別災害要因分析、
不安全行動別災害要因分析し、そ
の結果が報告された。

引火性物質の貯蔵について
屋外タンクの火災事故を専門的

見地から考察すると、リスク評価
の未実施が原因と考えられる。さ
らに、石油貯蔵タンク、LPG貯槽、
液化石油ガス貯槽の安全管理で配
慮すべき事項が明示された。

＜第３回＞
新構想によるOHSMSの展開

建設業の特質として重層下請け
構造による労働者の混在作業、店社
と作業場の関係などがあげられる。

この建設業におけるOHSMSの
展開方法についての講話であっ
た。

建設業における
安全管理の問題点

建設現場の安全管理の問題を
11項目に解析し、「作業における
悪習慣の排除が難しい」「相互監
視体制が確立されていない」など
を建設現場の写真を活用した分
かりやすい説明であった。

＜第６回＞
GHS・化学物質の
分類表示について

平成18年12日1日に化学品の危
険有害性表示規定が施行され、国
際的に統一された危険有害性を示
す絵文字ラベルを容器または梱包
上に添付することになった。

過重労働やストレスで起きる
顎関節症

統計データによると、顎関節症
の罹患率は3～15％で発症率は2～
4％であるといわれている。調査結
果では、患者さんの１%がストレス
からの噛み合わせ異常であった。

＜第７回＞
残留農薬のポジティブ・リスト
平成18年5月29日にポジティブ・リ
ストが施行され、食品に残留する農
薬、動物薬、飼料添加物が0.01ppm
以下に規制された。加工食品とし
ての基準のある約40種類を除き、
その他の加工食品は原料の残留成
分で判断されることになる。

安全配慮義務
安全配慮義務とは、職場環境に

おいて労働者の生命・身体・健康を
保護するよう配慮する義務である。
この安全配慮義務は労働者雇用時
の契約に由来し、違反して災害を
被らせた場合には債務不履行責任
が生じ、民事責任となる。

＜第８回＞
アスベストを考える（その２）

昨年の講演「アスベストを考える
（その１）」では、アスベストの分類、
用途、処理、健康障害などが説明
された。今回は、アスベスト建材
の除去作業実施例の詳細説明とア
スベスト廃棄物処理の在り方が示
された。

リスクアセスメント診断事例報告 
金属製品製造業

一昨年から開始されたリスクア
セスメント診断事例で、診断対象
企業へのコンタクト開始から診断
報告書の提出までの体験が報告さ
れた。

研修会の在り方
事業部研修会の特徴はつぎよう

に考えられます。
①参加者のニーズによりテーマが

決められること
②労働安全コンサルタントや労働

衛生コンサルタントがその専門
分野について実体験に基づき講
演すること

③出席者数や会場規模からも自由
にディスカッションできる雰囲
気であり、ディスカッションを
通じても有意義な知識が得られ
ること

本年度は労働安全衛生法関連の
テーマが多かったのですが、「有機
溶剤取扱作業の環境改善」「メンタ
ルヘルスの基礎知識」「コンサルタ
ントと労働基準法について」「労働
時間等の管理」「作業責任者の役割
と監督能力」など保健衛生分野に関
連するテーマも取り上げています。

今後、事業部員や部外のコンサ
ルタント会員以外の一般の方々に
もご参加いただけるよう検討して
おりますので、その節はご高配を
いただければ幸甚です。

事業部研修会風景
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大学のプロフィール
学園創設は1942年で、翌年航空

科学専門学校として静岡県清水市
三保に開校されました。1946年4月、
旧制大学令により東海大学が認可
され、理工学部・経文学部・予科が
置かれました。1950年新制東海大
学となり、現在13学部72学科･専
攻･課程を擁する総合大学となって
います。医学部は1974年に伊勢原
に開設され、1975年には付属病院
が開院されました。2006年1月には
新医学部付属病院が開院しました。

教室の構成
東海大学医学部の社会医学は、

これまで組織がたびたび改変され、
平成4年に公衆衛生学教室と病院管
理学教室が合併した地域保健学部
門と、衛生学教室から名称が変わ
った環境保健学部門になりました
が、その後医学部全体の組織の変
更があり、現在では基盤診療学系
公衆衛生学となっています。

教室員は私の他に、稲垣豊助
教 授、 相 川 浩 幸 講 師、 逢 坂 文 夫
講師、木ノ上高章講師、古屋博行
講師、渡辺良久特任助教授の6名
がいます。その他大学院博士課
程 で 東 山 礼 一 先 生、Bounelome 
KEOBOUAHOME先生（ラオスか
らの留学生）が勉強しています。そ
の他多くの非常勤教授、非常勤講
師の先生に講義や実習をお願いし
ています。また研究生の方々に研
究のお手伝いをお願いしています。

研究活動
私どもが現在行っている主に産

業保健分野に関連する研
究活動を紹介します。

1.メタボリックシン
ドローム予防のため
の健康診断
産業保健においては、

現在過労死の予防とメ
ンタルヘルスが最重要
課題です。過労死予防の
観点では、過重労働の防
止と基礎疾患としてのメ
タボリックシンドローム
の重要性が強調されてい
ます。近年肥満、糖尿病患者は我
が国のみならず、欧米を初めとす
る先進国で増加がみられています。
メタボリックシンドロームは内臓
肥満やインスリン抵抗性が根底に
あると考えられており、今後メタ
ボリックシンドロームの増加が懸
念されます。

私たちは、これまで職場健診を
いかにに有効に活用し、循環器疾
患の発症予防に結びつけるかを研
究しています。とくに職場健診で
しばしば発見される肝機能障害に
注目してきました。これらの人々
の多くは肝炎ウイルス陰性で、ア
ルコールの過剰摂取はみられず、
また自己免疫性肝炎も否定的で、
大多数は非アルコール性脂肪肝と
考えられます。従来脂肪肝は軽い
病気と考えられてきましたが、私
たちのこれまでの研究で、脂肪肝
を有する人は内臓肥満、インスリ
ン抵抗性などに関係する循環器疾
患の危険因子（肥満、高血圧、高
脂血症、糖代謝異常）を合併する

率が高いことを明らかにしてきま
した。また、非アルコール性脂肪
肝を有する人は将来メタボリック
シンドロームのコンポーネントを
合併しやすく、この疾患はメタボ
リックシンドロームの肝臓におけ
る初期病態と考えるべきであるこ
とも報告しました （Jpn J Public 
Health, 52 : 979-986, 2005）。更に、
非アルコール性肝炎と関連する遺
伝子型についても研究しています

（Metabolism, 52 : 1096-1101, 2003）。
従って、職場健診でみられる非ア
ルコール性脂肪肝をメタボリック
シンドロームの初期病態として捉
え、循環器疾患予防の観点から食
生活を含めた生活指導を十分行い、
注意深くfollowする必要がありま
す。これらの研究は、非常勤講師
として講義や実習を担当してくだ
さる産業医の先生方との共同研究
です。

非アルコール性脂肪肝の一部（約
10%）は炎症が持続し、非アルコー
ル性脂肪肝炎から肝硬変、肝臓癌

東海大学医学部からの産業保健情報について

東海大学医学部-基盤診療学系公衆衛生学-教授　渡辺-哲

東海大学付属病院（新病院）
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へと進展することが報告されてい
ます。この機序の解明は、健診で
多く発見される脂肪肝に対する新
たな予防法の開発につながること
が期待されます。現在基礎研究と
して、生下時より脂肪肝を発症し、
1年4ヵ月齢には約90%に肝臓癌を
合併するマウスを用い、肝臓癌発
症の機序の解明と予防法の開発を
行っています。

2.環境物質に対する生体反応
前述しました一般健診とは別に、

私たちは職場における特殊健康診
断や採用前の有害物質に対する感
受性試験、また作業職場の環境測
定や曝露指標である尿中、血液中
の代謝産物や有害物質量の測定を
企業の依頼に応じて行っています。

実際に某企業からの依頼で、春
に新入社員に対するパッチテスト

を行っています。この企業は、自
動車の部品を製造しており、種々
の有機溶剤を使用しています。私
どもは、依頼のあった検査物質約
10種類に対するパッチテストを、
全新入社員に対して毎年春に行っ
ています。

3.THAラットを用いた
   環境化学物質の生体影響

THA (Tokai High-Avoider)ラッ
トは、 Jcl-Wistar 系ラットを母系と
し、シドマン型電撃回避学習試験
を１日１回１時間づつ行ない、高
回避率を獲得した雌雄を自然交配・
分娩させることにより当教室で独
自に開発したものです。継代によ
り、現在は80世代を越えています。 
THA ラットは個体差が極めて小さ
く、どの週齡においても安定した学
習成績が得られる特徴をもってい

るので、一般のラッ
トを用いた実験では
検出できないような
環境物質のわずかな
生体影響の検出が可
能となります。これ
までにホルムアルデ
ヒドやスチレンなど
環境化学物質の低濃
度曝露による行動・
学習機能への影響を
明らかにしてきまし
た（臨床環境医学、
10：　33-41、2001；　

臨床環境医学、12：41、2003）。

4. 国際保健指導者養成
1996年よりWHO（世界保健機関）

からの要請による「21世紀保健指導
者養成コース」を東海大学で始めま
した。このコースは、主に東南ア
ジア各国の保健省医療政策担当の
中堅官僚を対象に、将来予測に基
づく医療政策を立案できる人材を
育成しようとするものです。

現在行っている保健指導者養成
コースでは、過去11年間（1996-2006
年）に25カ国、122名の参加があり
ました。2001年からはJICA （国際
協力機構）の支援を受けています。
本年度（2006年）も9カ国12名の研
修生を対象に5週間のコースを行い
ました。このコースは、疫学、医
療統計学、医療情報学、母子保健、
感染症、生活習慣病、環境保健、
産業保健などの基礎講義や実習と
共に将来予測手法を学び、自国の
現在の医療・保健データを基に将来
の医療政策立案能力を身につけた
人材の養成を目指すものです。こ
れまでの国際保健での業績が評価
され、大学院医学研究科先端医科
学専攻博士課程に新たに設立され
た「将来予測国際保健指導者養成コ
ース」が、平成17年度文部科学省の

「魅力ある大学院教育イニシアティ
ブ」に採択されました。今年度はラ
オスからの留学生1名が勉強してお
り、来年度からはバングラデシュ
からの学生が加わります。両名と
もそれぞれの国の保健省の中堅官
僚です。

最後に、本年8月3日（金）、4日（土）
に私どもが当番校となり日本産業
衛生学会関東地方会（一泊例会およ
び見学会）を開催いたします。どう
ぞふるってご参加ください。

2006年度の国際指導者養成コース参加者集合
写真（前列：医学部長と教室スタッフ、後列：養
成コース参加者）

小木先生による産業保健講義（グループ演習風景）
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産 業 看 護 職 紹 介

味の素（株）川崎健康推進センター
味の素（株）川崎事業所

味の素㈱川崎事業所、川崎エリ
アは、川崎市川崎区にあり、京急
大師線の港町駅～鈴木町駅～川崎
大師駅の3駅をまたぐ東京ドームの
約8個分という広大な敷地です。

この敷地内に食品・調味料、アミ
ノ酸、医薬品などの製品を作る味
の素のマザーファクトリーである
川崎工場と、医薬やアミノ酸・食品
の研究や開発、工業化などを行う
研究所・センターがあります。その
他間接部門をもつ部署などもいく
つかあり、バラエティ豊かな事業
所です。

川崎健康推進センター
川崎健康推進センターは、産業

医1名、看護職2名、事務担当1名
の4名で、従業員数約1700人の健
康支援を行っています。

診療業務はありませんが、工場、
開発、研究、実験等，安全面の配
慮があっても怪我等が起こること
もあり、救急処置対応はできる設
備を有しています。基本的には健
康推進・増進活動を主に行っていま
す。
「あなたは味の素のあしたの素」

の人事理念の元、「セルフ・ケア」を
健康の基本理念とし、個々人が自
らの健康を守り、推進していける
ことを支援することを主眼におい
て、活動を展開しています。

健康支援の基軸 
「健康管理規定」

味の素㈱における健康施策は、
味の素㈱健康管理規定に基づき行
われています。この規定は、社員
個人及び会社の健康管理に関する
基本的な考え方、行動指針を表し
たものです。ここには健康管理・推

進の会社の責務だけでなく、
社員個人に対しても健康管
理に対して積極的に参加す
ることが責務であるという
ことが明確にされています。

社員の皆さんとの健康づ
くりの礎として健康推進セ
ンターの活動には欠かせな
いものです。

全員面談
ALL味の素の健康支援の基本は

全員面談です。全国の味の素社員
すべてに健康診断に一人ひとりに、
産業保健スタッフによる面談を行
っています。

川崎エリアでは、ライン長は30
分、一般職は15分の面談を行って
います。決して長い時間ではあり
ませんが、所見の有無に限らず、
必ず毎年社員全員が保健スタッフ
と会い、一年の振り返りと、今後
自分なりの健康のセルフ・ケアにつ
いて話し合う大切な機会になって
います。

産業保健スタッフにとっては、
毎年、春季健康診断後2ヶ月間、秋
季健康診断後４ヶ月間に渡り、面
談が続きます。正直，体力勝負な
面もありますが、全員と会う大切
な機会でもあり、一方で楽しみで
もあります。それは毎年の個人の
状況とそして一人ひとりが属する
職場の状況もジグソーパズル的に
把握できるからです。面談は、一
人ひとりへのアプローチではあり
ますが、集団への働きかけにもな
りえます。過去には、全員面談を
きっかけにある職場で、禁煙活動
が自発的に広がり、喫煙率が1/4に
なったこともありました。

また、メンタルヘルスの予防、
早期発見としても非常に効果があ

ります。スタッ
フによる早期発
見はもちろんの
こと、本人の自
発的な相談のき
っかけ、また上
司や同僚へのア
ドバイス、啓発の場としても大変
役立っています。

過重労働対策
現在、「職業性ストレス簡易チェ

ック表」を、40時間を越える残業を
行った翌月（継続している時は3ヵ
月毎）に配布し、結果をフィードバ
ックするのと同時に面接を行って
います。

過重労働面談を担当して3年にな
りますが、年々面談対象者が増え
る傾向にあります。会社の動向や
直面している問題と直結すること
も多く、必要に応じて健康推進セ
ンター、人事、組合と協力して対
応をしています。

女性労働・健康管理
現在、女性の社員は全体の3割

に上ります。特に研究所等におけ
る割合が大きく4割以上になりま
す。女性特有の相談も少なくあり
ません。研究開発の性質上、有機
溶剤等の使用のある職場も多いた
め、妊娠の報告のあった人へは妊
産婦面談を勧奨し、妊娠と仕事に
関する不安や対策などを話し合う

味の素（株）川崎事業所-川崎健康推進センター　辻-さと子

「味の素」川崎事業所

面談風景
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ようにしています。
健康上の心配だけでなく、ワー

クライフバランスや育児上の不安
などの相談になることも多く、労
働組合が主催しているmama-net

（育児や介護などの情報交換を目的
とした、メール交換やランチミー
ティング等の交流の場）への紹介を
行うこともあります。

そのほか新入社員教育時に女性
社員には、健康管理や制度の利用
などを話し合うようにしています。

禁煙支援
ちょうど、3年前にエリア内の喫

煙状況を調べました。すると東京
ドーム8個分のエリア内ではありま
すが、なんと113箇所の喫煙が出来
る場所がありました。十分に分煙
できていない喫煙所も散見されま
した。

平成15年の健康増進法の施行と
ともに、全喫煙箇所の特定と評価を、
産業医、保健師、安全衛生担当者で
行いました。喫煙所改善支援と申請
承認制度を導入するのと同時に、喫
煙所の名前を全社員から募集しまし
た。現在では「マナースポット」とし
て名前も定着し、喫煙所も31箇所
が廃止され、完全分煙も設備的に対
策の難しい10箇所を残し、ほぼ対応
がなされました。各職場、古い設備
を工夫しながら上手に分煙化してく
れたと思います。

禁煙支援も
積極的に行っ
て い ま す。 パ
ッチやフォロ
ー支援はもち
ろ ん の こ と、
昨年は世界禁
煙 デ ー や、 衛
生週間の一日、
年末年始無災

害運動の一日に「事業所内禁煙推奨
デー」を設け、喫煙者の禁煙きっか
けづくりをしました。

禁煙活動は、わずかづつではあ
りますが徐々に広がりつつあると
実感しています。

集団健康教育
各職場の安全衛生活動に依頼を

受けて、出向くようにしています。
腰痛対策やメタボリックシンドロ
ーム、メンタルヘルスなど、その
職場でニーズの高いものなどが依
頼されてくる傾向があります。

また、新入社員には秋季健康診
断の時期に5－8人程度の小集団教
育をしています。会社に慣れ、会
社生活の具体的な困難や楽しさな
どが実感される時期として、メン
タルヘルスや生活習慣などの内容
で1時間ほどの座談会方式で行っ
ています。気のおけない同期同士、
全員が会話しあえるグループサイ
ズでもあり、リラックス効果もひ
とつのねらいです。全員で10回以
上にもなる小集団教育ですが、イ
ンタラクティブで楽しい教育です。

啓発活動
さまざまな形で、健康の啓発活

動をしています。
最近で特徴的なのは食堂を利用

した啓発活動です。期間限定で、
ヘルシーメニューの提供や食堂で
の栄養情報、健康づくり情報の提
供を始めました。今年度は衛生週
間、年末年始無災害運動期間を利
用して行いました。単発的な取り
組みなので注目度も高く、ヘルシ
ーメニューは大盛況で品切れが続
きました。今後はどのように継続
的な活動につなげていけるかが課
題です。

また健康診断においては、独自

のポスター作成し味の素社員に出
来るだけ添った形で、情報提供・啓
発活動をしています。採血後の止
血時間を利用して、目に飛び込ん
でくるように工夫をしています。

健康診断に、腹囲測定はまだ導
入されていませんが、85センチの
紐などを置いて自己啓発に使って
いただいています。

健康づくりイベント
「健康AJINOMOTO 21」

「健康AJINOMOTO 21」として、
健康行動のきっかけづくりイベン
トを健康保険組合・労働組合との共
催で行っています。内容は2コース。
健康管理を目的としたチェックコ
ースと、実際の健康づくり行動を
起すアクションコースです。

今年は3年目を向かえ、川崎エリ
アで482人が参加し、何かしらの健
康行動を示してくれました。参加
率がまだまだ低い状態ですが、着
実に参加者が増加してきて、各職
場でも安全衛生活動に自主的に組
み入れる職場も出てきました。

さいごに
味の素全体は、個人個人との面

接を基本に、支援活動を行ってい
ます。特に川崎エリアは人数も多
く大変ではありますが、事務担当
者の多大な協力もあって、一年を
通して私だけで約1200人以上の
方々と顔を合わせております。

顔をつなぎ、健康情報保護を保
障しながら、敷居の低い相談窓口
として機能したいと思っています。
健康推進センターと社員や組織と
のほどよい距離の中で，個人、職
場自身が「セルフ・ケア」を作り上げ
ていけるよう直接支援，環境づく
りを行っていきたいと思います。

マナースポット

食堂での栄養情
報・健康づくり
情報の提供健康診断での情報提供・啓発活動

85cm紐
による腹囲
測定
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はじめに
臨床の仕事の傍ら産業医活動を

始めて28年が過ぎました．この間、
500人規模の製造業の工場で週１
回産業医として働いてきましたが、
一方で、私は船員の医療を扱う病
院にて、船員の健康を守るという
特殊な分野の仕事も20年間担当し
てきました。その守備範囲は乗船
中の船員の救急医療や予防医療活
動、そして船員の中で医療の補佐
をする船舶衛生管理者（以下、衛生
管理者）の教育などの啓発活動が中
心です。これらの仕事は今までこ
の誌上で報告された産業医活動と
は異質で、特殊な分野ですが船員
への産業医活動ともいうべき内容
で報告させていただきます。

船員の労働環境の特異性
商船（貨物船などを含む）、漁船

などで働く船員は減り続け、2005

年には6,3万人を割ってしまいまし
た。日本人船員の減少に対して外
国人船員の増加は年々進み、30万
屯クラスの貨物船などは乗組員30
人前後の中、数人の日本人幹部船
員以外はフィリピン人船員を中心
とした外国人船員で占められてい
ます。

船の環境の中で食事は大きな位
置をしめます．昔から船の食事は
高カロリーとして定評がありまし
たが、現在では昔ほどの高カロリ
ーではありません．食事を作るの
は外国人の司厨部員が大部分です
から和食以外の食事の機会も多く
なります。

また、船は24時間動いています
ので勤務時間が交代制であること
も特異といえます。

その他、環境条件としては船の
動揺、振動、騒音、特に機関室の
騒音は聴力障害に影響を与える程

です。異常気象、特に洋上の変化
の激しい天候、異常気圧、そして
赤道をはさんだ温度の変化などが
健康に及ぼす影響も見逃せません。

さらに重要な特徴は船という閉
鎖された狭い空間での長期間の生
活から来る精神的ストレスや外国
人との混乗船でみられる言葉の壁、
生活習慣の違い、文化の違い、長
期間の家族との交流の断絶などは、
時として精神的疾患を引き起こす
原因ともなっています。

漁船の場合は以上のようなスト
レスに加えて労働強度の過酷さが
加わります．これら船員のおかれ
た環境を理解することなしに船員
の健康指導、保健指導はありえま
せん。

洋上で発症した船員への
無線による医療相談

乗船中に発症した船員の医療相

海上で働く船員への産業医活動
横浜西地域産業保健センターから

横浜西地域産業保健センター専門部会-部会長-庄田-昌隆

日本商船
62％

日本漁船
35％

外国船 3％

＜図1＞ 船種別

無線医療相談でみられる船員の急性期疾患

＜図2＞ 患者の国籍別 ＜図3＞ 相談疾患

日本人
39％

消化器疾患
21.1％

呼吸器疾患
5.1％

精神神経疾患
2.0％

皮膚疾患
6.0％

その他
22.9％

外傷
17.3％

泌尿器
疾患
13.3％

 循環器
疾患
12.2％

フィリピン人
23％インドネシア人

　9％

不明
29％

2005年（平成17年）統計
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談活動は40数年前から無線船舶通
話を利用して行われてきました。
当初の無線は大部分が近距離しか
利用できませんでしたが、昭和57
年からは宇宙衛星インマルサット
を利用することにより世界の洋上
のどこからでも即時通話が可能に
なりました。洋上で就業中、病人
がでると船の衛生管理者から電話
やファックスの通信が衛星を通じ
て送られ、即時に、返信が無線医
療センター（横浜）から送られます．
無線医療センターでは24時間、医
師の対応が可能になっています。

最近ではコンピューターによる
「無線医療支援システム」で病院内
のあらゆるところに端末が設置さ
れ、通信内容の電子化や画像通信
が実現し、Ｅメール通信が50％を
超えるようになり、外傷の画像や
皮膚疾患の画像を直接診るように
鮮明にやりとりできる時代になっ
ています。遠隔医療の最先端と言
っても過言ではないと思います。

無線医療相談でみられる
船員の急性期疾患

無線医療相談でみられる疾患は
大部分が急性期疾患と外傷です。
年間400件前後の相談を受けます
が、2005年の統計を例にとってみ
ますと、日本商船62％、日本漁船
35％、外国船3％の配分となってお
り＜図1＞、患者の国籍別でみる
と日本人39％、フィリピン人23％、
インドネシア人9％、不明29％と
なっています＜図2＞。

相談の多い疾患順に挙げますと、
消化器疾患21,1%，外傷17,3%　泌
尿器疾患13,3% 循環器疾患12,2% 
皮膚疾患6,0% 呼吸器疾患5,1%，そ
の他　整形外科、耳鼻科、眼科系
の疾患などで、精神神経疾患も2％
ほどみられます＜図3＞。

重症と推定され緊急入港で病院
への搬送の必要な例が毎年数％み

られ，死亡も毎年５例前後みられ
ますが、急性心筋梗塞，外傷が主
な原因です。

船員と石綿障害
造船と石綿障害に関連した報告

はよくみられましたがここでは乗
船している船員の石綿による健康
障害について名古屋市立大学，坂村
修先生の調査を参考に報告します。

船舶関係で石綿の健康障害で労
災認定を受けた方の大部分が機関
部関係補修作業中に石綿に暴露さ
れたと考えられています。1975年
に船舶への石綿の使用が原則禁止
になったものの機関部関係（ボイラ
ーの被覆，内燃機関のジョイントシ
ーリング、ガスケットなど）、油送
船の荷役用配管部分ガスケットな
ど代替使用困難な部分が例外的に
使用されてきた可能性があります。

2002年7月以降はIMOなどの国
際機関の通達により船舶への石綿
使用は全面的に禁止されています。
現在、日本船籍は9600隻で、この
うち石綿が部品に使用されている
のは8500隻で、1975年以前に石綿
が吹き付けられた船が800隻あると
のことです。今後の対応としては、
石綿を使用している船舶に対して
は、石綿が飛散しないよう使用区
域を密閉遮断すること、吹き付け
の石綿を吸入しないよう防塵マス
クや防護服を着用すること、機関
部の換気を他の居住区と完全に分
離することなどが考えられます。
現在、石綿を扱った船員や石綿に
関連した部署で働いた船員の石綿
に関する健康診断は定期的に行わ
れていますが船員に発症した石綿
障害患者の実数はまだつかみきれ
ておりません。

船員の健康に関する
啓発活動

われわれが行っている年1回の

船員の健康診断の結果にもとずい
て衛生管理者は乗船中の船員の健
康を守る補助的業務を担っていま
す。商船（貨物船も含め）には必ず1
名以上の国家資格を持った衛生管
理者の乗船が義務づけられていま
す。漁船の場合は商船ほど厳しく
ありませんが、やはり衛生管理者
の乗船が望まれます。

われわれは衛生管理者の初期講
習を1ヶ月にわたり行っており、さ
らに数年に1回受講が勧められて
いる再講習の機会を捕らえて、健
康教育活動、保健指導、栄養指導、
そして特に薬物の指導には力をい
れています。また、船員向けの健
康に関するパンフレット、医学教
育用教科書、薬品集などをすべて
英訳をつけて刊行しております。
特に船員の国際化や外国船からの
問い合わせなども多くなり、われ
われの仕事もグローバル化してお
り隔年ごとに開催される「船員の健
康に関する国際シンポジウム」にも
出席し欧米の海運国との意見の交
換を行っています。

今後も世界の海上輸送や遠隔地
の漁業がますます増加することを
考えると、船員の健康を守る産業
医の立場は一層重要となって行く
と思われます。
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川崎市地域保健
職域保健看護職交流会の報告

川崎市健康福祉局-保健医療部-健康増進課

川崎市の紹介
川崎市における産業界の特徴は、

わが国有数の200を超える研究開発
機関が集積し、学術研究機関で勤
務する人材の数も日本一を有しま
す。また、市内にある多くの音楽
資源・環境を積極的に活用して「音
楽のまち・かわさき」の実現をめざ
し、市民の主体的な活動との協働
を進めています。

さらに、「だれもがいきいきと心
豊かに暮らせる持続可能な市民都
市かわさき」をまちづくりの基本目
標として、平成9年3月に「かわさ
き健康都市宣言」を公布し、その具
体的な行動計画として、「かわさき
健康づくり21」を平成13年3月に策
定するなど、市民自らが生涯にわ
たり積極的に健康づくりに取り組
み、生活の質的豊かさを実感でき
るような環境の整備に努めていま
す。

看護職交流会の発足
市民の健康づくりを支援する保

健福祉センターが積み上げてきた
地域保健活動は、個人の健康問題
を地域の健康課題として捉えなお
し、地域全体の健康レベルの向上
を目指した活動を、健康資源とつ
ながりながら住民組織や学校・医療
施設等の関係機関と協働で推進し
てきました。

しかし、ここ数年のストレス増
加に伴うメンタルヘルスの課題、
メタボリックシンドローム（特に糖
尿病）・がん・心臓病・脳卒中などの
生活習慣病がクローズアップされ、
予防を視野に入れた対策には、若
年層や働き盛りの世代への介入が

欠かせないものとなりました。
そこで、市内全区の保健福祉セ

ンターの保健師と事業所の健康管
理担当者（主に看護職）との連携の
ニーズが高まり、連携で効果をあ
げた事例も積み上げられるように
なり、双方の情報交換と理解のた
め、交流会の開催となりました。

18年度の交流会開催
昨年度の交流会報告を受け、今

年度も半年の準備期間を経て2月6
日に開催しました。当日の参加者
は産業保健・地域保健の看護職とも
ほぼ同数で40名が参加されました。
準備にあたっては、神奈川労務安
全衛生協会川崎南・北支部のご協力
のもと各支部から準備委員2名と、
市内の保健福祉センターから2名の
保健師、健康増進課の保健師で準
備委員会を発足。講演のテーマや
周知方法・開催時期・運営について
検討しました。

＜杉森裕樹先生の講演＞
講演は、平成20年度から保険者

による特定健診・保健指導の実施に
あたり、「働き盛り」の市民の健康
管理・健康づくりを目指した産業保
健と、地域の健康づくり支援を担
う保健師との連携を視野に入れた
生活習慣病予防対策について、聖
マリアンナ医科大学予防医学教室
の杉森裕樹先生にお願いしました。
短時間ながら、医療費の動向と医
療制度改革法、産業保健センター
の概要、地域・職域連携推進事業、
特定健診・保健指導の概要について
お話をいただきました。

特に地域・職域連携推進事業に
ついては、双方がもっている健康
教育、健康相談、健康情報等を共
有化して、より効果的より効率的
な保健指導を展開するために、お
互いの情報を交換し理解し合う場
をもち、お互いの知識を出し合い
Ｐ Ｄ Ｃ Ａ（Plan ⇒ Do ⇒ Check ⇒
Action）サイクルのプロセスを継続

杉森裕樹先生の講演
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することでよりよい保健指導が期
待できる、とまとめていただきま
した。

＜グループワーク＞
後半は参加者が４グループに分

れ、準備委員が中心となり情報交
換をしながら交流をしました。自
己紹介とともに講演内容を踏まえ
てそれぞれの立場での生活習慣病

予防の取り組み状況を報告。
グループごとの発表では、

◦事業所が実施している健康教育
や運動講座などは地域保健活動
と連携して、地域全体で共同で
開催できるとお互いが刺激され
継続につながるのではないか。

◦生活習慣病の個別栄養指導では、
本人だけでなく家族にも直接指

導できる機会がつくれないか。
◦保健福祉センターの生活習慣病

対策に関する事業情報を川崎市
ホームページを活用して情報の
共有化を図るといい。

などの意見や、昨年の交流会で
の情報交換をきっかけに日常の業
務のなかで個別のケースワークを
連携しながら取り組んでいる事例
も報告されました。

まとめ
看護職交流会は、双方の情報を

共有することで、より効率よく効
果的な保健事業を推進していくこ
とを目的としています。この場で
地域保健情報に職域保健情報を加
えて検討することにより、地域全
体の健康課題を明確にし、協働で
の事業展開の前進に資すると思い
ます。また、新健診・保健指導のね
らいでもあります生涯を通じた継
続的な健康支援（団塊の世代を地域
に迎える対応も含め）を提供し、保
健サービスの量的な拡大を図るこ
とで、生活の場である地域で、就
業者を含めた家族の健康管理を家
族単位で指導することができるの
で、効果をあげることができます。

今後はこの交流会をもとに、産
業保健分野と地域保健分野のご協
力をいただきながら、「地域職域連
携推進協議会」を設立し連携を強化
し、「かわさき健康づくり21」の推
進に寄与しながら生涯にわたる市
民の健康づくり環境の整備に努め
ていきます。

グループワーク

厚生労働省資料より
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日産自動車（株）テクニカルセンター
におけるメンタルヘルス活動

Ｒ＆Ｄ人事部-安全健康管理課長--菊地-幸雄

健康づくりモデル事業場紹介

会社紹介
当社では、「人々の生活を豊かに」

をビジョンに掲げ、独自性に溢れ、
革新的なクルマやサービスを創造
し、優れた価値を提供することを
全ての基本としています。

事業所紹介 ＜資料1＞
私達の日産テクニカルセンター

は神奈川県のほぼ中央にある厚木
市と伊勢原市にまたがって位置し
ており、グローバルな技術開発部
門の中心拠点として商品の企画か

らデザイン、設計、試作、実験業
務を担っています。

テクニカルセンターの
特徴

従業員約8000名の日産自動車最
大規模の事業所です。その内の約
7000名をエンジニアが占めており、
開発業務が中心となっております。

職場の特徴としては、①スピー
ドアップ、開発期間短縮、業務量
増加の状況下で高負荷勤務になり
がちであることから、不規則な生

活習慣になりやすい。②個々人の
裁量による個人作業が多いことか
ら、周囲とのコミュニケーション
が不足しやすい。などが挙げられ
ます。

安全衛生活動 ＜資料2＞
①活動方針

年間の活動方針は、全社方針を
織り込み、さらに前年度の振返り
結果に基づいた課題抽出を行って、
事業所活動計画を作成、各部署に
展開後、具体的な活動を推進して

平成18年度活動計画
１）労働安全の確保…休業災害：ゼロ
２）労働衛生の確保…メンタル系疾病による
-----------------------------休業者率前年実績以下
３）交通安全の確保…人身加害事故：ゼロ

全社方針に沿った活動
の推進及びNTC地区・
部門の課題解決を図る

地区委員会

役員テリトリー
(各部長)

■＜資料1＞正門風景 ■＜資料２＞

■＜資料3＞安全管理体系

役員テリトリー
(各部長)

役員テリトリー
(各部長)

部 部 部 部 部 部 部 部 部
上位方針に沿った
活動の推進及び部毎
の課題解決を図る

NTC地区方針に沿った
活動の推進及び役員テリ
トリー毎の課題解決を図る

目--的
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まいります。

②安全管理体制 ＜資料３＞
体制の特徴としては、エンジニ

アによる災害や高負荷・メンタル等
の健康問題、交通事故など安全衛
生の課題が大きくなっていること
から、現場の作業者とエンジニア
を分けることなく同等の活動を推
進することを狙い、職種にとらわ
れない体制を敷いていること、ま
た事業所の隅々まで情報が伝わる
ことを目的として、事業所安全衛
生委員会の下に部や課レベルの委
員会を設け指揮命令系統を明確化
し、合わせて情報伝達のスピード
化を図っています。

メンタルヘルス活動の
取り組み ＜資料4＞

近年、メンタルヘルスが社会問
題になっていますが、当社におい
ても重要な課題と位置づけていま
す。

平成17年までは、予防策として
健康推進センターが主体となった
活動を推進してまいりましたが、
それだけでは、不十分であること
から、平成18年より、外部ＥＡＰ
を導入し強化を図ってきました。

①インターネットを利用したス
トレスチェック

外部ＥＡＰ受託会社より、全従

業員個人宛メールでストレスチェ
ックを配信するもので、回答する
と自分の診断結果をすぐに確認す
ることができるものです。回答内
容や結果は個人情報として厳密に
管理され、会社にも一切知らされ
ません。

そして、回答者の中から、うつ
病等に関する潜在的リスクが高い
と判定された方たちには、個別に
ＥＡＰへの相談を促すメールが配
信される仕組みになっています。
また、ＥＡＰではメンタル系疾患
に限らず従業員個人や家庭の問題
など様々な相談を受け付ける窓口
を用意しており、日常の不安解消
にも役立っています。

セルフケア

ラインによるケア

社内保健スタッフによるケア

社外資源によるケア

復職支援

職場診断

■＜資料4＞メンタルヘルス活動

◦ストレスレベル把握　　　心の健康診断（ｅＭｅ）（予防）
◦基本事項の周知　　　　　リーフレット（一般）（予防）
◦層別研修の実施　　　　　セルフケア研修（一般層）（予防）

◦基本事項の周知　　　　　リーフレット（上司）（予防）
◦層別研修の実施　　　　　マネジメント研修（管理職層）（予防）
◦面倒見役の選任　　　　　メンターによるフォロー（後期対応・総合）

◦相談窓口　　　　　　　　Mail-Box・TEL相談（看護師）（初期対応）
◦カウンセリング　　　　　非常勤カウンセラー（週２回）（初期対応）
◦診察　　　　　　　　　　専門医の常駐（初期対応）

◦トータルサポート　　　　EAPによる従業員支援（後期対応・総合）

◦職場復帰プログラム　　　管理職、一般層（後期対応・総合）

◦職場の問題把握・改善　　高ストレス職場へのセミナー（予防）

ストレス分析（個人、職場）・高ストレス者への
アプローチ・相談・カウンセリング・治療
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②メンタルヘルス層別教育の
   開催 ＜資料5＞
１）シニアマネージメント研修
２）マネージャー研修
３）セルフケア研修

③復職診断プログラムの導入
 ＜資料6＞

休業中の従業員が職場復帰を焦

り、十分な回復状態でないにもか
かわらず、無理に復職し、その結
果再発を招くケースが多いことか
ら、中央労働災害防止協会発行の

「心の健康 職場復帰支援手引き」を
参考にプログラムを作成しました。

④職場診断・改善
ストレスチェックには、結果を

組織的に分析し、職場の傾向や問
題点を分析し職場診断が出来る仕
組みも兼ね備えていることから、
本年度は、積極的に職場へ職場診
断結果をフィードバックし、職場
の風土改革を啓発して行きたいと
考えています。

１）シニアマネージメント研修
---------部長層を対象として、職場内でのパワーハラスメント、
---------セクシャルハラスメントの防止を主なテーマとして実施。

２）マネージャー研修
--------部下の労務管理、初期対応、メンタル系疾病による
--------休業者の復職が主なテーマ。

３）セルフケア研修
--------一般層を対象として、ストレッサーやうつ病発症の仕組や
--------ストレスの対処方法をテーマとして実施。

◦従業員本人の同意の上、産業医と主治医が連携して復職の可否を判断
◦復職後は６ヶ月間定期的に上司や産業医と面談
◦再発を防止し、復職の成功率を高めることを目的とした

従業員

無理な復職

休-業

焦り

不十分な回復

■＜資料5＞メンタルヘルス層別教育の開催

■＜資料6＞復職診断プログラム

中央労働災害防止協会発行の「心の健康-職場復帰支援手引き」を参考にプログラムを作成

日産自動車（株）テクニカルセンター
におけるメンタルヘルス活動



神奈川産業保健推進センター

小規模事業場
産業保健活動支援促進
助成金のご案内

　小規模事業場産業保健活動支援促進助成金は、労働者50人未満の小規模事業場の事業者が産業医
の要件を備えた医師を共同で選任し、その医師の行う職場巡視、健康診断の結果に基づく保健指導、健
康教育、健康相談、衛生教育等の産業保健活動により、従業員の健康管理等を促進するための助成金
で、産業医の委嘱にかかる経費に対し助成します。
　是非共、お近くの企業または同業同士、協力会の企業同士でグループを作って共同で産業医を選任し
てみませんか！

産業医共同選任事業

●詳しい資料請求やお問い合わせは、

小規模事業場産業保健活動支援促進助成金の区分 助成額

30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円

助成金の区分と助成額 〔１事業場あたり年間額〕

■平成19年度新規申請期間は本年4月1日から5月末日までの間です。
■親企業の産業医を構内協力会の共同選任医師として選任されることも可能です。
■労働者50人未満の2以上の事業場の事業者が共同して産業医を選任することにより申請できます。
■助成金は、1事業年度につき1事業場あたり下表のとおりで、事業場の規模に応じて支給します。
　支給期間は、3カ年度です。

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

��



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

神奈川産業保健「かもめ」平成19年3月 第35号／編集・発行：独立行政法人労働者健康福祉機構 神奈川産業保健推進センター

（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成18年度 
産業看護講座 Ⅰ 最終講

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

梅の花が散り、杏の花が咲き、桜の開花予想がされており、
春本番を迎えようとしております。
皆様の事業場では来年度の年間安全衛生計画等の作成

を行っていただいている時期と思いますが、労働局からの投
稿記事にもありますとおり、神奈川労働局の来年度の重点施
策として、過重労働による健康障害防止対策と労働者の健
康を確保するためメンタルヘルス・職業性疾病予防・化学物
質による健康障害防止対策等を挙げておりますのでそれら
につきましてもご検討をお願いします。

平成１８年度の「かもめ」も予定どおり年４回発行すること
ができました、産業保健スタッフの皆様方から貴重な記事を
いただきましたことに感謝申し上げますとともに今後も紙面の
充実を図ってまいりますのでご協力をお願いします。
当センターへの相談が減少しております、産業医学、メンタ
ルヘルス、衛生工学、保健指導、関係法令等の産業保健相
談員の先生方が直接回答させていただきますので、相談票
を活用し質問していただきますようお願いいたします。

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。

※参加費はすべて無料です。

平成19年2月6日（火）
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

実地研修
平成18年10月26日（木）
於：マルマテクニカ株式会社 相模原事業所

働く人の健康づくり神奈川大会
平成19年2月7日（水）　於：横浜市開港記念会館

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成19年5月19日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「出社困難について」
　講　師　人間総合科学大学 教授　大谷 純 氏

●日　時　平成19年7月7日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「TA」
　講　師　人間総合科学大学 教授　島田 凉子 氏

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成19年6月2日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「我が国の職業性熱中症対策の
　　　　　 最近の話題と課題」
　講　師　労働安全衛生総合研究所 産業医学総合研究所
　　　　　  国際情報・労働衛生研究振興センター長
               澤田 晋一 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：帝京平成大学 教授 
       中川 禮子氏

平成18年度 
産業看護講座 Ⅱ 最終講
平成19年2月20日（火）
於：当センター会議室

講師：四日市看護医療大学 学長
       河野 啓子氏

河野 啓子氏(前列左から5人目)を囲んで受講生と

中川 禮子氏(前列右から3人目)を囲んで受講生と

�0
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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3月 第35号／編集・発行：独立行政法人労働者健康福祉機構 神奈川産業保健推進センター

（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成18年度 
産業看護講座 Ⅰ 最終講

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

梅の花が散り、杏の花が咲き、桜の開花予想がされており、
春本番を迎えようとしております。
皆様の事業場では来年度の年間安全衛生計画等の作成

を行っていただいている時期と思いますが、労働局からの投
稿記事にもありますとおり、神奈川労働局の来年度の重点施
策として、過重労働による健康障害防止対策と労働者の健
康を確保するためメンタルヘルス・職業性疾病予防・化学物
質による健康障害防止対策等を挙げておりますのでそれら
につきましてもご検討をお願いします。

平成１８年度の「かもめ」も予定どおり年４回発行すること
ができました、産業保健スタッフの皆様方から貴重な記事を
いただきましたことに感謝申し上げますとともに今後も紙面の
充実を図ってまいりますのでご協力をお願いします。
当センターへの相談が減少しております、産業医学、メンタ
ルヘルス、衛生工学、保健指導、関係法令等の産業保健相
談員の先生方が直接回答させていただきますので、相談票
を活用し質問していただきますようお願いいたします。

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。

※参加費はすべて無料です。

平成19年2月6日（火）
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

実地研修
平成18年10月26日（木）
於：マルマテクニカ株式会社 相模原事業所

働く人の健康づくり神奈川大会
平成19年2月7日（水）　於：横浜市開港記念会館

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成19年5月19日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「出社困難について」
　講　師　人間総合科学大学 教授　大谷 純 氏

●日　時　平成19年7月7日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「TA」
　講　師　人間総合科学大学 教授　島田 凉子 氏

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成19年6月2日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「我が国の職業性熱中症対策の
　　　　　 最近の話題と課題」
　講　師　労働安全衛生総合研究所 産業医学総合研究所
　　　　　  国際情報・労働衛生研究振興センター長
               澤田 晋一 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：帝京平成大学 教授 
       中川 禮子氏

平成18年度 
産業看護講座 Ⅱ 最終講
平成19年2月20日（火）
於：当センター会議室

講師：四日市看護医療大学 学長
       河野 啓子氏

河野 啓子氏(前列左から5人目)を囲んで受講生と

中川 禮子氏(前列右から3人目)を囲んで受講生と

��
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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://www.sanpo-kanagawa.jp/
E-mail：sanpo14@kba.biglobe.ne.jp

●事業内容その他の詳細につきましては、当センターまでお問い合わせ下さい。
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神奈川県下の産業保健関係機関情報

＜産業看護職紹介＞味の素（株） 川崎健康推進センター

海上で働く船員への産業医活動

<健康づくりモデル事業場紹介>日産自動車（株）テクニカルセンター

 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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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


