
1 1

産業保健情報誌 
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神奈川県医師会会長--大久保-吉修

神奈川県医師会会長
就任のご挨拶

この度、前任の田中忠一先生の後
を引き継ぎまして、神奈川県医師会
会長に就任いたしました大久保でご
ざいます。

県医師会長の重責を担いました上
は鋭意精進してまいる所存です。

さて、日頃より神奈川産業保健推
進センターをはじめ関係機関におか
れましては、産業保健活動の推進に
ご尽力を賜り、心より厚く御礼申し上
げます。

神奈川県医師会では労働安全衛生
法の制定以前の昭和47年から、労働
衛生に携わる医師会員を産業医とし
て、産業医活動の活性化に努めてま
いりました。その後の産業医組織変
遷を見ますと、県医師会公衆衛生委
員会より独立させ産業医委員会を編
成し、昭和55年5月に産業医部会の
設立に至りました。

さらには、県医師会・神奈川労働
基準局・県労務安全衛生協会の三者
をもって構成する神奈川県産業保健
連絡協議会を発足させ、現在では、
神奈川産業保健推進センター運営協
議会を組織し、地域に根差した産業
医活動のさらなる活性化に力を入れ
ております。

昭和55年の産業医部会設立当時
の部会員数は約500人でしたが、現
在では1,772人まで増加し、「日本医
師会認定産業医制度」にもとづく神
奈川県内の認定産業医は約2,800名
に達しました。

これら産業医部会の発展の跡を
見、その確固たる基盤と、強力な組
織を構築した由来を顧みた時、当時

の県医師会理事　西田一彦先生を
はじめ歴代県医師会長のご尽力を思
い、深く敬服する次第でございます。

近年の社会経済情勢の変化は著
しく、労働者を取り巻く環境も大きく
変化している中で、過重労働による
疲労蓄積がもたらす健康障害、仕事
によるストレス増加による精神障害等
が増加しており、これらの問題への
対応が重要な課題となってきておりま
す。労働者が心身ともに調和のとれ
た健康的な生活を送るためには、職
場のみならず地域、家庭を含めた生
活全般に着目し、総合的な対策が必
要であります。

平成18年の改正労働安全衛生法
の施行により、過重労働・メンタルヘ
ルス対策の充実・強化が図られた結
果、産業医が担う役割はますます重
要なものとなってきており、産業医が
その責務を果たすためには、関係各
位のご協力が必要不可欠であります。

神奈川県医師会では、「日本医師
会認定産業医制度」にもとづく研修
会において、現在問題となっている「過
重労働による健康障害」、「職場にお
けるメンタルヘルス」等を重点的なテ
ーマとして取り上げ、労働者における
心身の健康保持増進のため、産業医
の育成、資質向上や産業医活動の活
性化に努めております。

しかし、労働者の健康管理、職場
での作業管理等は、産業医の指導・
助言だけでは限界があり、これらの
対策を推進するためには、事業者が
率先して労働衛生管理活動に積極的
に取り組むことが必要であると考えて

おります。事業者は、健康管理に係
る体制を整備するとともに、労働者
の心身の健康状態及び職場の状況を
把握するよう努め、労働者の健康状
況に配慮して、職場環境の改善、積
極的な健康づくり、労働時間管理を
含む適切な作業管理等、様々な措置
を実施することが求められておりま
す。産業医、衛生管理者等の労働衛
生管理者が連携協力することが重要
であり、その結果、より良い職場環
境を生み出し、企業の生産向上にも
つながると言っても過言でないと考え
ております。

神奈川県医師会といたしましても、
産業保健の充実に取り組むとともに、
今後も労働者の健康保持・増進を本
会事業の最重要課題の一つとして位
置づけ、より一層力を尽くしてまいり
ますので、関係各位の皆様のご指導・
ご協力を賜りますようお願い申し上げ
まして、就任の挨拶とさせていただき
ます。
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神奈川労働局-労働基準部-労働衛生課

酸素欠乏症等の災害防止の
徹底について

この度、厚生労働省労働基準局安
全衛生部労働衛生課において、酸素
欠乏症、硫化水素中毒（以下「酸素
欠乏症等」という。）の災害発生状況
について分析した結果及び平成18年
に発生した酸素欠乏症等の発生事例
がそれぞれ以下のとおり取りまとめら
れました。

平成18年に発生した酸素欠乏症等
の災害の特徴としては、3人もの労働
者が2次災害によって死亡したこと、
窒素ガス等無酸素気体を使用する事
業場において当該ガスによって酸素
が置換され酸素欠乏空気が発生した
ことによる災害が全体の過半数を占
めること等があげられております。

当局においても、平成14年から昨
年までの5年間に酸素欠乏症等によ
る死亡者数が5人となっており、これ
ら災害を防止するには、酸素欠乏症
等防止規則に定めるところにより、労
働者に対し各種無酸素気体の性質及
び当該気体による酸素欠乏の危険性
等についての教育を徹底し、必要な

酸素欠乏症等防止対策を講じること、
さらに、救助しようとする者に空気呼
吸器等を確実に使用させる等の2次災
害防止対策を徹底すること等が重要
ですので、全国労働衛生週間をはじ
め、あらゆる機会を捉えて関係事業
者に対し、これら対策の徹底が図ら
れるようお願いします。

酸素欠乏症等災害
発生状況の分析
1. 酸素欠乏症等災害の
    発生状況の推移
    （昭和62年〜平成18年）
     ＜表1、図1〜3＞

休業4日以上の酸素欠乏症又は硫
化水素中毒（以下「酸素欠乏症等」
という。）による災害の発生件数は減
少傾向が伺えていたところ、平成18
年において前年比40%増と再び増加
に転じ、減少傾向が定着しない状況
にある。

また、酸素欠乏症等による死亡者
が平成18年は11名と、平成15年以降

最悪の数となっている。これを酸素
欠乏症と硫化水素中毒の別でみると、
酸素欠乏症による死亡者が9名（前年
比5名増）、硫化水素中毒による死亡
者が2名（前年比2名増）であり、特
に酸素欠乏症による死亡者数は、最
近10年で平成12年の10人に次ぐもの
であった。

なお、平成18年において、死亡者
11名のうち救助しようとした者が被災
するいわゆる二次災害による死亡者
は3名（前年比3名増）であった。

■<表1>休業4日以上の酸素欠乏症等発生状況（昭和62年〜平成18年）

年 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 計

酸素欠乏症

被災者数 17 22 26 23 30 20 17 22 23 22 25 28 9 21 15 10 5 11 9 12 367

死亡者数 10 9 9 10 16 12 8 8 14 10 8 9 3 10 7 7 3 2 4 9 168

発生件数 14 14 14 16 20 13 13 16 14 13 15 17 7 17 12 7 5 10 8 11 256

硫化水素中毒

被災者数 13 7 6 10 2 11 8 12 8 13 5 7 13 7 7 18 2 4 3 3 159

死亡者数 2 3 2 1 1 2 7 2 1 4 0 2 6 6 1 15 0 3 0 2 60

発生件数 7 3 4 5 2 6 3 6 4 8 3 5 6 3 5 7 2 2 2 3 86

合　　計

被災者数 30 29 32 33 32 31 25 34 31 35 30 35 22 28 22 28 7 15 12 15 526

死亡者数 12 12 11 11 17 14 15 10 15 14 8 11 9 16 8 22 3 5 4 11 228

発生件数 21 17 18 21 22 19 16 22 18 21 18 22 13 20 17 14 7 12 10 14 342

2. 酸素欠乏症等災害の発生原因
     （平成9年〜18年）＜図4＞

最近10年間における酸素欠乏症等
による災害発生件数147件について、
その発生原因について見ると、酸素
濃度等の測定の未実施が原因の一つ
となっているものが93件、換気の未
実施が78件、空気呼吸器等の未使
用が62件と他の原因に比べて突出し
ている。

備考 : 被災者数は死亡者数を含む
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■＜図1＞酸素欠乏症等発生状況 （昭和62年～平成18年）

■＜図4＞酸素欠乏症等の発生原因別発生件数 （平成9年～平成18年）

■＜図2＞酸素欠乏症発生状況 （昭和62年～平成18年）

■＜図3＞硫化水素中毒発生状況 （昭和62年～平成18年）
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4. 酸素欠乏症等災害の
    発生形態別発生状況
    （平成9年〜18年）＜図6、7＞

（1）最近10年間における酸素欠乏症
による災害発生件数109件につ
いて、酸素欠乏空気の発生形態
について見ると、無酸素気体に
置換されたことによるものが66件
と最も多く、次いで、有機物の
腐敗、微生物の呼吸等による空
気中酸素の消費によるものが18
件、タンクその他の素材の酸化
によるものが14件となっている。

（2）平成18年においても、発生した
災害の多くは無酸素気体に置換
されたことによるものであるが、
木材の呼吸作用やタンクその他
の素材の酸化が酸素欠乏空気
の発生形態である災害も認めら
れ、このような発生形態にも日
頃から注意する必要がある。
　また、平成18年において、気
中の空気が窒素ガス等無酸素気
体に置換されたことによる災害
の多くは製造業で発生している。

（3）無酸素気体による置換について、
その無酸素気体の種類別に見る
と、窒素が28件と最も多く、次

3. 酸素欠乏症等災害の
    管理面での問題点
    （平成9年〜18年）＜図5＞

最近10年間における酸素欠乏症等
による災害発生件数147件について、
管理面の問題点について見ると、作
業主任者未選任が原因の一つとなっ
ているものが65件、特別教育未実
施が62件、作業標準不徹底が54件、
安全衛生教育不十分が51件となって
いる。平成18年においても、酸素欠
乏症等災害件数14件中12件に作業主
任者未選任、特別教育未実施、作業
標準不徹底、安全衛生教育不十分
のいずれかの問題点が認められた。

その原因の多くは酸素欠乏危険作
業であることの意識が希薄であった
ことによるものと考えられる。

いで、二酸化炭素が12件、プロ
パンが10件となっている。

（4）最近10年間における硫化水素中
毒による発生件数38件について、
硫化水素の発生形態を見ると、
し尿、汚水等からの発生が30件
と大半を占めている。

5. 酸素欠乏症等災害の
    月別災害発生件数
    （平成9年〜18年）＜図8＞

最近10年間における酸素欠乏症等
による月別災害発生件数について見
ると、酸素欠乏症は特定の月に多く
発生する等の傾向は認められないが、
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■＜図5＞酸素欠乏症等の管理面での問題点別発生件数 （平成9年～平成18年）

■＜図6＞発生形態別発生件数 （平成9年～平成18年）

■＜図7＞置換した無酸素気体の種類別発生件数 （平成9年～平成18年）

■＜図8＞月別発生件数 （平成9年～平成18年）
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7. まとめ
酸素欠乏症等は、酸素濃度等の

測定、十分な換気の実施、空気呼吸
器等の使用等の措置を適正に実施す
れば発生を防ぐことができるものであ
るにもかかわらず、後を絶たない。

平成18年は、二次災害による死亡
者も3名を数え、多くの関係事業場に
おいて、酸素欠乏症等防止対策の基
本がおろそかにされていることが懸
念される。

作業者の災害防止はもちろんのこ
と、二次災害を未然に防ぐには、空
気呼吸器等を備え付け、かつこれを
確実に使用させる等の法令に定める
酸素欠乏症等防止対策を徹底させる
ことが重要であり、また当然のこと
である。

加えて、平成18年における災害発
生状況に鑑みて、事業者に対して下
記事項を特に指導する必要がある。

（1）酸素欠乏危険場所、酸素欠乏
空気の発生メカニズム等を酸素
欠乏危険作業に直接従事する者
だけでなく、間接的に関わる者
も含め、十分な安全衛生教育を
実施すること。また、事業者自
らも至る所に酸素欠乏危険場所
は存在しうるものであることを認
識し、積極的にリスクの洗い出
しに努めること。

（2）製造工程等で取り扱われるガス
については、窒素等、当該気体
によって酸素が置換され酸素欠
乏空気を発生させるものがある
が、酸化防止や爆発・火災防止
等の利便性やそれ自体の無毒
性ばかりが注目されがちであり、
各種無酸素気体の性質及び当

該気体による酸素欠乏の危険性
等について教育を徹底すること。

（3）一人作業時に発生した災害が認
められるところであり、監視人の
配備等異常を早期に把握するた
めに必要な措置を講じること。

（4）酸素欠乏危険場所であるにもか
かわらず、有機溶剤用防毒マス
クを着用して作業を行ったため、
被災した災害が認められる。防
毒マスク及び防じんマスクは、酸
素欠乏症等の防止には全く効力
のないものであり、酸素欠乏危
険作業の際には絶対に用いては
ならないものであることを認識す
ること。

6. 酸素欠乏症等の
    業種別発生状況
    （平成9年〜18年） ＜図9〜10＞

最近10年間における酸素欠乏症等
による災害発生件数147件について、
業種別について見ると、製造業で53
件と最も多く、次いで建設業で39件、
清掃業で21件となっている。製造業
では、食料品製造業及び化学工業に
おける災害が比較的多いものの、酸
素欠乏症は様々な業種で発生してい
ることがわかる。また、建設業では
酸素欠乏症による災害が、清掃業で
は硫化水素中毒による災害が多く発
生している。

主要業種における酸素欠乏症等に
よる災害を発生場所別に見ると、マン
ホール、ピット、タンク等狭く、通風
が不十分な場所で多く発生している。

酸素欠乏症等の災害防止の徹底について

硫化水素中毒は夏季に多く発生する
傾向がみられる。平成18年において
も、硫化水素中毒災害の発生はいず
れも8月であり、夏季は特に硫化水素
中毒に対する注意を要する時期とい
える。
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■＜図9＞酸素欠乏症等の業種別発生件数 （平成9年～平成18年）

■＜図10＞主要業種の発生場所別発生件数 （平成9年～平成18年）
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（社）神奈川県医師会産業医部会
の副部会長となってから、早２年が
経過いたしました。平成18年には改
正労働安全衛生法が施行され、産業
医が担う役割はますます重要なもの
となってきております。

社会経済情勢の複雑化、労働形
態の多様化など、労働者を取り巻く
環境が大きく変化する中で、過重労
働による健康障害、メンタルヘルスな
ど、身体問題や心に関する健康問題
への対策が大きな課題となってきて
おります。

私自身も十数年来様々な業種の産
業医を務めてまいりましたが、各事
業所において同様に、メタボリックシ
ンドロームやメンタルな相談等が急増
してまいりました。幸いにも、長時間
労働者等への対策として、厚労省が
産業医学振興財団に委託して作成し
たチェックリストを活用し指導をいた
しましたが、事業者からの情報と労
働者本人からの情報を得た上で、医
師の面接調査を実施し最終的な評価
と判定を行うことができるツールとし
て、非常に優れたチェックリストと思
っております。

しかしながら、こういったチェック
リストが作成されなければならない
現況には、健康障害を訴える人々が
以前にまして増加したこと、そして、
その背景には長引く不況による大量
リストラや団塊の世代の大量退職を
迎えながらも雇用機会が減少し、現
職員にかかる負担が以前にも増して
増え続けたこと、さらに賃金や残業
代のカットによる勤労意欲の低下な
どによる肉体的・精神的負担が労働

者を蝕んでいるように思われます。
我々産業医が果たす役割は非常

に重要でありながらも、企業が考え
るべき職員の健康サポートについて
は、長引く不況による業績低下を理
由に後回しにされ、いわゆる大企業
などは現状維持又は縮小等の対策を
講じつつ、健康管理に努められます
が、こと中小企業などは真っ先に先
送りされる部門になっているのではな
いかと危惧しております。

働く人々の健康管理や労働環境の
整備が疎かになることは、いずれ多
くの労働者が健康障害に陥り、事業
所の衰退をも招く可能性もありえるの
ではないかと考えます。記憶に新しい
ところでは、じん肺や過労死等がマス・
メディア等で大きく取り上げられまし
たが、巨額な損害賠償や治療費等、
企業にとっても大きな負担として圧し
掛かることを考えれば、労働環境及
び労働衛生を後手にまわさず、労働
者の健康について優先的に考え、産
業医もその一助として役割を全うする
ことは勿論のこと、関係機関との連
携を今まで以上に密にしていかなけ
ればならないと考えております。

また、我々医療界においても人ごと
ではなく、労働環境の悪化に伴う地
域医療の過疎化や産科・婦人科医を
はじめとする医師の不足による過重労
働といった現実が大変重く深刻な問
題として我々に突きつけられており、
こうした問題の早期改善のため日々協
議検討を重ねておるところです。

働く全ての人たちが日々健康であ
るためにも、過重労働等負担軽減の
対策の他、労働環境の改善、健康

管理の徹底を産業保健関係者一同が
一丸となって協力し、多くの諸問題を
早期解決に導かれることを望んでお
ります。　

（社）神奈川県医師会
産業医部会活動報告及び
計画

厚生労働省による労働者健康状況
調査によると、健康診断において脳・
心臓疾患につながる所見等、何らか
の所見を有する労働者が増加してお
り、平成18年は初めて5割を超える
状況となりました。

また、仕事や職業生活に関する強
い不安や悩み、ストレスを感じる労
働者の割合が６割を超え、労働者の
自殺が大きな問題となっております。

自殺者数は平成10年より3万人を超
える状況で推移しており、この内労
働者の自殺者数は8千人～ 9千人前後
で推移しております。

自殺原因別の推移では、経済生活
問題、勤務問題が占める割合が大き
く増加しております。このような状況
の中、労働による心的ストレスを原因
とした自殺・精神障害発症に対する
労災請求が行われる事案が増加して
おり、大きな社会問題となってきてお
ります。＜表1＞
（社）神奈川県医師会では、従来よ

り産業医部会を設置して、日本医師
会認定産業医制度に基づく研修会を
開催し、産業医の育成に努めるとと
もに、産業医活動における諸問題の
検討等を行い、産業保健活動の推進
に取り組んでおります。平成18年度

神奈川県医師会産業医部会における
産業保健活動への取組み

社団法人-神奈川県医師会-産業医部会-副部会長　馬嶋-正剛
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の産業医研修会では、現在大きな問
題となっている過重労働による健康
障害、メンタルヘルス対策に重点をお
いて研修会の題材として取り上げ、そ
の対策など進めてまいりました。

また、産業医活動に対するあり方
や活性化のための方策を得ることを目
的として、平成16年11月に神奈川県医
師会産業医部会認定産業医1,442人に
対してアンケートを実施し、産業医と
しての活動状況、産業医業務に対す
る意識なども調査いたしました。

＜表2＞はその集計結果の一部で
す。これを見ますと、「従業員の無関
心」が最も多く33.3％、「事業主の無
理解」が17.8％となっており、産業医
活動を行っている医師の約50％は事
業主と雇用者両者の産業保健活動に
対する意識の低さについて問題視し
ていることが分かります。

産業医の主な役割は労働者が快適
な職場環境の下で健康に働くことが

できるように指
導や助言を行う
ことですが、過
重労働等により
心身の不調を訴
える労 働 者の
増加など、現在
の大きな社会問
題を受けて施
行された改 正
労働安全法に
より、過重労働
やメンタルヘル
ス対 策の強化
が図られました。これにより労働者
の健康管理における産業医が担う責
務はますます重要なものになってきて
おります。

産業医が行う具体的な業務として
は、心身の健康相談、長時間労働者
の面談、復職相談、職場巡視、健康・
衛生教育、健康診断後の事後指導、

作業環境の改善に関する提案、医療
機関の紹介など非常に多岐に渡りま
す。産業医に求められる知識・業務
量がますます増大していく中で、これ
らの産業医の業務を円滑に進めてい
くためには、事業主をはじめ、労働
者も産業医の業務を理解し、相互に
連携がとれる環境の整備が求められ

ます。今後は産業医、労働管理
者が一体となって、労働安全衛
生管理に努めていく必要がある
と考えております。

平成19年度神奈川県医師会
産業医部会の事業ですが、引き
続き研修会を実施するとともに、
従来の活動に加えメタボリック
シンドロームやメンタルな部分
にも対応できる産業医の育成に
努めてまいりたいと考えておりま
す。研修会の内容としては、過
重労働による健康障害や、メン
タルヘルス対策に重点を置いて
実施してまいります。

また、部会員を対象としたア
ンケート調査を、引き続き実施
いたしました。今年度はこの調
査結果に基づいた解析を行い、
集計後冊子として部会員へ配布
していく予定です。

家庭問題 健康問題 経済生活問題 勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不　詳 合　計
昭和53年 2,239 12,506 1,703 855 1,250 361 1,179 695 20,788 
昭和54年 2,234 13,307 1,577 862 1,184 366 1,266 707 21,503 
昭和55年 2,221 12,818 1,820 919 1,039 248 1,206 777 21,048 
昭和56年 2,181 12,288 2,019 905 888 231 1,163 759 20,434 
昭和57年 2,326 12,488 2,377 901 950 259 1,139 788 21,228 
昭和58年 2,547 14,256 3,651 1,153 981 271 1,414 929 25,202 
昭和59年 2,452 14,091 3,458 1,201 922 220 1,395 857 24,596 
昭和60年 2,411 14,100 2,684 1,148 833 237 1,389 797 23,599 
昭和61年 2,509 15,375 2,759 1,287 860 307 1,525 902 25,524 
昭和62年 2,325 15,264 2,283 1,258 787 213 1,460 870 24,460 
昭和63年 2,213 15,327 1,842 1,166 723 258 1,259 954 23,742 
平成1年 2,000 14,838 1,396 1,099 635 241 1,263 964 22,436 
平成2年 1,888 14,269 1,272 1,032 610 215 1,165 895 21,346 
平成3年 1,873 13,666 1,660 992 549 193 1,180 971 21,084 
平成4年 1,885 13,912 2,062 1,066 612 196 1,249 1,122 22,104 
平成5年 1,961 13,006 2,484 1,046 561 200 1,210 1,383 21,851 
平成6年 1,956 12,543 2,418 1,195 558 254 1,286 1,469 21,679 
平成7年 2,008 12,798 2,793 1,217 560 231 1,328 1,510 22,445 
平成8年 2,027 13,044 3,025 1,257 506 208 1,408 1,629 23,104 
平成9年 2,104 13,659 3,556 1,230 631 203 1,395 1,613 24,391 
平成10年 2,924 16,769 6,058 1,877 796 279 1,942 2,218 32,863 
平成11年 2,794 16,330 6,758 1,824 819 237 1,862 2,424 33,048 
平成12年 2,771 15,539 6,838 1,781 745 241 1,720 2,322 31,957 
平成13年 2,668 15,131 6,845 1,756 743 227 1,542 2,130 31,042 
平成14年 2,746 14,815 7,940 1,764 732 202 1,536 2,408 32,143 
平成15年 2,928 15,416 8,897 1,878 735 237 1,765 2,571 34,427 
平成16年 2,992 14,786 7,947 1,772 773 214 1,554 2,287 32,325 
平成17年 3,019 15,014 7,756 1,807 809 233 1,687 2,227 32,552 
平成18年 2,960 15,402 6,969 1,919 738 242 1,682 2,243 32,155 

■＜表1＞原因・動機別自殺者数の推移

資料：警察庁生活安全局地域課

事業主の無理解 79 17.8%
従業員の無関心 148 33.3%
衛生管理者の活動が不十分 47 10.6%
看護師等スタッフの不足 71 16.0%
健診機関や健診項目の選定について相談がない 39 8.8%
就業上の措置について意見聴取がない 33 7.4%
時間的余裕が無く活動できない 126 28.4%
経営上十分な活動の余裕がない 60 13.5%
相談、教育の部屋がない 39 8.8%
事業場の無理解、非協力で職場巡視を行いにくい 40 9.0%
特になし 122 27.5%
その他 20 4.5%
N.A 13 2.9%
合　計 837 （444）

■＜表2＞事業所で産業医活動を実施する上で困っていること

※複数回答あり 444人から回答　
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平成19年度
支部通常総会を開催

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

神奈川支部では平成19年度通常総
会を去る5月18日（金）、ローズホテル
横浜にて開催した。

来賓には、神奈川労働局加藤敏彦
労働基準部長、花形修身労働衛生課
長、中村宏彰労働衛生課長補佐らの
ご臨席をいただいた。参加者は自社・
機関会員など合せて約35名。

蒔田道則神奈川支部長の開会挨拶
の後、議事に入り、平成18年度事業
経過並びに同収支決算、会計監査報
告に続き、平成19年度事業計画案並
びに収支予算案、さらには役員の一
部改選案が審議され、いずれも原案
どおり承認された。

加藤敏彦労働基準部長の
ご挨拶

只今、平成19年度総会において全
ての議案が滞りなく承認され、新た
な事業へのスタートが切られましたこ

とについて心からお慶び申し上げる。
また、平素から皆様方には、私ど

もの労働基準行政に格別のご理解と
ご協力を賜り、この場をお借りして厚
く御礼申し上げる。

さて、最近の経済情勢につきまし
ては、企業収益の改善、個人消費の
増加などから、景気の回復傾向が続
いているところであるが、労働者を取
り巻く環境は依然として厳しい状況
にある。

そのようななか、労働衛生を取り
巻く県内の状況をみると、労働者の
業務上疾病発生件数は増加傾向にあ
り、定期健康診断結果における有所
見者の割合が昨年初めて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
な増加の傾向にある。

当局としましては、これまで同様に、
職業性疾病の防止を図ることはもち

ろんであるが、本
年は、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
接指導制度及び
適切な事後措置
についての周知・
徹 底を図るとと
もに、「労働者の
心の健康保持増
進のための指針」
によるメンタルヘ
ルス対策を講じる
こととしている。

また、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
の交付件数が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
れていることから、一層の石綿ばく露
防止対策の徹底を図ることとしてい
る。

労働衛生管理の基本である作業環
境管理については、作業場の作業環
境を的確に把握し、それにより維持
改善を図ることが重要であり、作業
環境測定を実施する作業環境測定士
の資質の向上と測定機器の整備等に
より、作業環境測定を適正に実施し、
より精度の高いものとなるようお願い
する。

作業環境測定及びその結果の評価
に基づく作業環境管理につきまして
は、皆様方のご協力により、労働者
の健康確保のための手法として定着
し、重要な役割を果たしているところ
であり、今後とも的確な作業環境測
定の実施と測定結果の適切な評価・
改善につきましてよろしくお願いする。

最後になりますが、貴支部及び会
員事業場の益々のご発展と本日ご出
席の皆様方のご健勝を祈念いたしま
す、と締めくくられた。

　
第1回技術研修会
メンタルヘルスを予防するた
めのコミュニケーション術

丹後-佳代（SYP代表）

厚生労働省の調べでは、仕事によ
る精神障害などの患者数が53万人い
るといわれている。交通事故で亡くな来賓挨拶をされる加藤敏彦労働基準部長
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る人の4倍から5倍の3万5千人が自殺
で亡くなり、そのうち2千人が仕事の
失敗や勤務問題など仕事のストレスが
原因と考えられている。

1.コミュニケーションをとるには
多くの方と面談を行う中で分かった

ことは、メンタルヘルス予防にはコミ
ュニケーションがとても大切だという
こと。しかしコミュニケーションとは
いったい何なのでしょうか。

人の話を聞くという作業は、上司と
部下、親と子どもの間でも当然行わ
れることである。上司も“部下の話を
聞いてコミュニケーションをとってい
る”と思っているが、部下は“聞いて
もらっていない”と思いがちである。
このギャップの原因はどこにあるので
しょうか。

2. 傾聴
“聞けばいいのです”とみなさんに

言っても、どのように聞けばいいのか
わからない場合がある。それを分か
りやすくまとめたものに“SYPプログ
ラムの5段階傾聴”がある。

①無視する･･･聞く意思を持ってい
ない、または聞く気がない　②聞い
ている振りをする･･･聞いているように
見せかけているが、実際には聞いて
いない　③選択的に聞く･･･自分の興

味や関心のある
ところだけを聞
く　④注意して
聞く･･･自分の価
値観を基準にし
ながら、相手の
話に集中し、自
分 の 経 験と比
較したり、答え
を出したり、弱
点 を 指 摘し た
り、時にはアド
バイスや提案を
したりする。　
⑤SYP傾 聴･･･
相手の立場にた

ち、相手の個性に共感しながら相手
を理解しようとして聞く。メンタルに
問題がある人は、⑤の段階で傾聴し
て貰えば、安心して話ができる。み
なさんが②から④の段階で話を聞い
ている限り、部下は聞いてくれていな
いと思ってしまう。

3.メンタルヘルスを予防するには
中年期は人生“第二の危機”と言

われている。その危機は、家庭ばか
りでなく、職場にも訪れる。家庭で
は倦怠期に差しかかる夫婦、病気や
痴呆や死を迎える親、反抗期や非行
や不登校などの子ども、体力低下の
本人、教育費や住宅ローンに苦しむ
家計の問題などが、山積する時期で
ある。また職場では昇進による精神
的負荷の増大や仕事量の増加、さら
には上司や部下との関係など問題が
増大してくる時期である。

もし職場でしっかり仕事をしていた
人が、急に元気がなくなってきたよう
な様子が見られた場合は、話を聞い
てあげることが大切である。話を聞
いてみると、第二の危機といわれるこ
とが、家庭や職場で起きている場合
が往々にしてある。本人は話を聞いて
もらうだけで、かなりメンタルが軽減
される場合がある。ですから職場内
で話をする機会や雰囲気を是非作っ

てみてください。

4. 自己認識を高める
コミュニケーションの改善には、相

手を変えようとするのではなく、自分
自身を変えることが大切である。自
分のちょっとした行動や言動を変える
ことで、まわりも変わる。

その事例として、50代のある男性
の例を紹介しよう。奥様とコミュニケ
ーションが取れないと言うので、コミ
ュニケーションを取るきっかけになれ
ばと思い、その男性に「奥様の誕生
日には花を贈り、メッセージカードを
付け、言葉でもちゃんと言ね。」とお
願いした。その男性は結婚30年で一
度もそのようなことをしたことがなか
ったらしい。しかし思い切って、奥様
に大きな花束とメッセージカードと、
いつもありがとうの言葉を言って、実
行した。すると奥様がとても喜ばれ、
それ以後お二人の関係が改善され、
コミュニケーションも取れるようにな
ったとの嬉しい報告がある。

相手とのコミュニケーションの改善
には、先ず自分が変わるための行動
をすること。部下の話の話を聞いてみ
てください。伝える必要があることや
大事なことはしっかり伝えてください。
部下でしたら、“期待しているよ、今
後こうしよう”などの言葉を伝えてく
ださい。きっと何かが変わるはずで
す、と締めくくられた。

一時間以上にわたる丹後先生のご
講演に対して会場から盛大な拍手が鳴
り響き、平成19年度神奈川支部の通
常総会・研修会は盛会裏に終了した。

特別講演される丹後-佳代-氏

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-045-773-1921
FAX-045-775-3185
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社団法人-日本労働安全衛生コンサルタント会-神奈川支部-副支部長-馬嶋-洋一

平成19年度支部・定期総会を開催（6/15）
南関東ブロック会議（コンサルタント会）（2/16）
神奈川県下安全大会に参加（2007年6月）

4

ワークピア横浜定期総会
開催（6/15）
（社）日本労働安全衛生コンサルタ

ント会神奈川支部定期総会は、平成
19年6月15日（金）午後より『ワークピ
ア横浜』で開催された。

斎常任理事の司会で始まり、石渡
支部長は挨拶で　①過重労働による
過去最多の健康障害の防止　②石綿
の健康管理　③増加し続けている労
働災害を低下する為にOSHMSの促
進などを重点にと話された。続いて、
加藤神奈川県労働基準部長は、神
奈川県は労働災害による死亡者は60
名で過去最少であるが、休業4日以
上や、重大災害が、前年より多くなっ
ている災害を減少する為に、安全管
理者の講習会やリスクアセスメントの

事業所指導をコンサルタント会に
よろしくお願いしたいと挨拶され
た。

神奈川県商工労働部の井上労
政福祉課長は、県の人口は、つい
に、大阪を抜いて全国2位になっ
たが、生産人口は、戦後初めて下
ったの事。又、シニア・ジョブスタ
イルのパンフレットを説明した。

最後に（社）日本労働安全衛
生コンサルタント会沼野会長は、
リスクアセスメントに基づく、事
業所の安全衛生管理を神奈川支部に
特に期待している事や公益法人改革
の本部の取り組み方を説明した。総
会は「事業報告」や「収支決算」な
ど第一号議案から第六号議案まで可
決され終了し、午後5時すぎより、情

報交換会に入った。
石原事業部長の司会で奥野安全

課長、花形労働衛生課長の御挨拶、
神奈川労務安全衛生協会古家専務
理事の音頭で乾杯し、和気あいあい
の中、小川副支部長の中締めで閉会
になった。

南関東ブロック会議
（2/16）

南関東ブロック会議は、平成19年
2月16日（金）午後から、横浜駅近く
の神奈川産業保健推進センター内会
議室で開催され、30名弱が出席した。
各支部の共通のテーマは　①生涯研
修に係わる研修会の中味や支部活動

の内容　②安全管理者選任時研修
の実態　③計画届免除認定制度（88
条プロジェクト）の現状についてであ
った。本部の現状と対応を含めて質
疑応答になり会議は終了した。ホテ
ルキャメロットジャパンで場所を移し
て情報交換会が開催された。

神奈川県下安全大会
（6月）

神奈川県下、労働安全大会が、6
月中に12ブロックにて開催された。日
本労働安全衛生コンサルタント神奈
川支部は、大会に参加。パンフレッ

トを配布し、安全衛生相談コーナー
を設置した。

事業所のリスクアセスメントや、安
全管理者の選任時研修などの質問が
あった。

南関東ブロック会議

相模原会場
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平成19年度支部・定期総会を開催（6/15）
南関東ブロック会議（コンサルタント会）（2/16）
神奈川県下安全大会に参加（2007年6月）

〒231-0026 横浜市中区寿町1-4　かながわ労働プラザ7階
電話（045）633-3618　FAX（045）633-3618
E-mail:conkanashibu@ybb.ne.jp
http://www.geocities.jp/conkanashibu/　

2006.11.25（土）
残留農薬のポジティブ・リスト

2007.2.13（火）　支部見学会

2007.2.13（火）　支部見学会（日本バイオアッセイ）

平成18年度-保健衛生コンサルタントの交流会
2006.11.18（土）
（内容）
①コンサルタント活動最近の話題
②化学物質のリスト評価などについて
③改正労働安全衛生法について

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会
神奈川支部



5

��

はじめに
聖マリアンナ医科大学予防医学教

室は、吉田勝美教授以下、計9名の
スタッフから構成され、疾病予防と
疫学的評価に関する研究（疫学グル
ープ）や有害金属化合物の生体暴露
とアスベストの生体影響に関する研究

（実験グループ）を行っています。本
稿では、当教室のテーマのひとつで
ある「疫学」を取りあげ、とくに産業
保健現場における疫学の活用につい
て最近の研究なども交えて御紹介し
ます。

疫学とは
疫学epidemiologyとは、特定の集

団において健康に関する状況や事象
の分布やそれを決定する要因を研究
するもので、その研究は健康問題に
対する有効な対策を樹立するために
応用されます。疫学は記述疫学と分
析疫学に大別されます。記述疫学は
健康障害の発生状況を“記述”して、
時間・場所・人の面からみた特徴を
明らかにして、健康障害の発生の原
因に関する仮説を設定します。分析

疫学は健康障害の発生と候補要因の
暴露の関係を“分析”して、健康障
害の発生の原因に関する仮説を検証
します。分析疫学の研究方法として
症例対照研究やコホート研究などが
用いられます。

産業保健現場における
疫学の活用

産業保健活動のおもな目的は労働
条件や労働環境に起因する健康障害
の予防、労働者の健康の保持増進、
ならびに福祉の向上にあります。産
業保健活動をより効果的なものにす
るために、まず、健康障害の発生状
況や労働者の健康状態や職場の現
状を把握すること、そして、その職
場の健康問題とそれに関連する要因
を明らかにして、具体的介入を検討
することが必要です。すなわち、産
業保健現場においても、根拠に基づ
く意思決定evidence-based decision 
makingが求められており、疫学が重
要な役割を果たしています。

産業保健現場における疫学の活用
について具体例を示します。

特定健診・保健指導の対象の分
布の推計（記述疫学的アプローチ）

平成20年4月より、健診・保健指
導の新たなしくみとして特定健診・
保 健 指 導が 導入されます（http://
www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/
seikatsu/index.html）。これまでは
医療保険各法に基づき医療保険者が
行う一般健診、労働安全衛生法に基
づき事業者が行う健診、老人保健法
に基づき市町村が行う健診を並行し
て実施していましたが、これからは
医療保険者が実施責任者となり、40
歳以上の被保険者と被扶養者を対象
としてメタボリックシンドロームに着目
した健診・保健指導を行うことになり
ます。

実際の健診・保健指導の実施は厚
生労働省から提示された標準的な健
診・保健指導プログラムに基づいて
進められます。本プログラムのおもな
特徴は健診の項目の標準化と保健指
導の対象者の階層化にあります。＜
図1＞の基準により、健診受診者全員
に対し、必要度に応じ、情報提供（健
診の結果の通知にあわせて生活習慣
やその改善に関する基本的情報を提
供する）、動機づけ支援（面接指導と
6ヶ月後の評価を行う）、積極的支援

（面接指導と3ヶ月以上の継続的支援
と6ヶ月後の評価を行う）のいずれか
のレベルの保健指導が提供されます。

このような新たなしくみに対応する
ために、現場の体制の整備が必要
ですが、保健指導の対象者がどれ

産業保健現場における疫学の活用
聖マリアンナ医科大学予防医学教室　須賀-万智

聖マリアンナ医科大学予防医学教室のスタッフ
前列左より須賀、吉田、高田、中原
後列左より田中、網中、荒井、山瑞
（古田は欠席です）



��

ほど存在するかがわからなければ、
具体的対応を検討できません。そこ
で、健診機関のデータベースを分析し
て、特定健診・保健指導の対象の分
布を推計しました。財団法人東京都
予防医学協会の2005年度職域一般
健診受診者のうち、腹囲の情報を得
られた40～60歳男性691名において、
13.4%が治療中、39.5%が受診勧奨
の対象（医療機関を受診すべき状態
にあるが、医療機関を受診していな
い）でした。これらを除いた47.1%が
保健指導の対象であり、情報提供が
34.5%、動機づけ支援が5.0%、積極
的支援が7.6%でした。以上の結果か
ら、職域健診受診男性の約1割に個
別面接支援（動機づけ支援、積極的
支援）を実施することになると予想
され、それに対応しうるような組織・
体制づくりを検討すべきことがわかり
ました。

高血圧と睡眠障害の関係
（分析疫学的アプローチ）

労働者の健康の保持増進におい

て、脳卒中や心筋梗塞など動脈硬化
性疾患の予防が重視されています。
その一方、過重労働やストレスに関
連する健康障害が増加しており、心
の健康の問題が注目されています。
トータルヘルスプロポーションの観点
から体と心の両面に対するアプロー
チが必要です。このことを支持する
疫学的知見として、高血圧と睡眠障
害の関係が示されています（J Occup 
Health 2003; 45: 344-350）。都内事
務系事業所の健康管理センターのデ
ータベースを分析して、40～55歳男
性の高血圧発症を5年間追跡調査し
ました。睡眠障害を継続して訴えて
いた者はそうでない者にくらべ高血圧
発症率が有意に高値であり、年齢、
BMI、喫煙、飲酒、仕事上のストレ
スを調整した高血圧発症のオッズ比

（95%信頼区間）は入眠困難を継続し
て訴えていた者が1.96（1.42～2.70）、
中途覚醒を継続して訴えていた者が
1.88（1.45～2.45）でした。以上の結
果から、睡眠障害は高血圧発症のリ
スク要因であり、労働者の健康の保

持増進のために、睡眠障害に対する
ケアを充実させるべきことがわかりま
した。

疫学研究を実践するために
疫学は健康問題を把握し、それに

対する対策を検討し、介入の効果を
評価するために有効です。産業保健
現場において実際の業務に携わるみ
なさまに、是非とも疫学研究の取り
組みを期待します。ただし、疫学研
究を実践するにあたり、個人情報の
取り扱いについては十分配慮しなけ
ればなりません。研究目的と研究計
画を明確な文書に記し、倫理審査委
員会の審査承認を受け、インフォー
ムド・コンセントや個人情報保護に関
する適切な措置を講じることが必要
です。詳細については文部科学省・
厚生労働省による疫学研究に関する
倫理指針を参照してください（http://
www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/
seisaku/kojin/index.html）。

おわりに
疫学は少なからず産業保健活動

の効果的推進に貢献しています。当
教室では、疫学研究を実践したい
という方のために、疫学研究を行う
上で最低限必要なことを網羅したチ
ェックシートを作成しました（http://
www.marianna-u.ac.jp/gakunai/
preventive/seika/check.html）。 疫
学は難しいという印象を持たれている
方も多いと思いますが、本チェックシ
ートを参考にして、疫学研究にチャレ
ンジしてみてください。

■＜図1＞保健指導の対象者の階層化

＜連絡先＞

須賀 万智
〒216－8511 川崎市宮前区菅生2－16－1
聖マリアンナ医科大学 予防医学教室
TEL：044－977－8111
FAX：044－977－8356
e-mail：suka@marianna-u.ac.jp
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厚生労働大臣表彰
（1）優良賞
（安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範であると認められる
事業場又は企業に対する表彰）

三井住友建設・みらい建設工業・鹿島建設・小田急建設共同企業体
万福寺土地区画整理事業土木工事（その1）

（2）功績賞
（ 地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導
的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の
向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰）

石 渡 弘 一  （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所長）-
高 尾 　 進  （神奈川県木造家屋建築工事等災害防止協議会会長）-
西 谷 義 徳 -（前社団法人神奈川労務安全衛生協会専務理事）

（3）安全衛生推進賞
（長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体又は関係事業
場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰 ）
小 野 照 子 -（社団法人神奈川労務安全衛生協会横浜西支部労務管理部会長）

神奈川労働局長表彰 
（1）優良賞　
（地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範である
と認められる事業場又は企業に対する表彰）
株式会社大栄
トピー工業株式会社　神奈川製造所
日産自動車株式会社　総合研究所

間・大豊・福田・森本・山岸建設共同企業体
高速鉄道4号線高田西工区土木工事

フジタ・若築・名工・みらい・白崎建設共同企業体
高速鉄道4号線恩田川工区土木工事

株式会社山武　藤沢テクノセンター
横浜ケミカル株式会社

（2）奨励賞
（地域の中で、安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組み
が他の模範と認められる事業場又は企業に対する表彰）

株式会社ジャパンエナジー　川崎LPガス基地
JFE 工建株式会社　厚木機材センター
東京ガス株式会社　扇島工場
東京電力株式会社　川崎支社　高津別館
日本オプネクスト株式会社　戸塚事業所
株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ　
藤沢事業所

（3）功績賞
（地域の中で、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動
において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安
全衛生水準の向上発展に多大な貢献をした個人に対する表彰）
植 原 　 哲（前県央地域産業保健センター長）
大 森 光 男（元神奈川県木造家屋建築工事等災害防止協議会相模原地区会会長）

大和田正巳-（神奈川県ボイラー技士協会会長）
加 藤 直 也（建設業労働災害防止協会神奈川支部運営委員会副委員長）
近 藤 哲 理（東海大学医学部教授）-
後 藤 堅 一 -（前社団法人神奈川労務安全衛生協会事業部長）

鈴 木 忠 行（建設業労働災害防止協会神奈川支部運営委員会運営委員長）

（4）安全衛生推進賞
（地域の中で、長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、
団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大な貢献をし
た個人に対する表彰）

小 田 島 稔（社団法人神奈川労務安全衛生協会救急法指導委員会-委員長）
栗 田 忠 治 -（社団法人神奈川労務安全衛生協会平塚支部事務局長）

平成19年7月6日（金）、メルパルクYOKOHAMA郵便貯金会館において安全衛生表彰式が関係者多数出席のも
と開催されました。表彰式では、厚生労働大臣賞の披露・伝達と神奈川労働局長賞の各賞についての表彰が行われ
ました。安全衛生水準の向上に貢献されて受賞された各企業、団体ならびに個人の方々に心よりお喜び申し上げます。

平成19年度 神奈川労働局安全衛生表彰式受賞者名簿（敬称略）

平成19年度
神奈川労働局安全衛生表彰式開催される
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30年の臨床医生活から、産業医生活に入り19年、その
間に、多くの事業場の皆様、医師会産業医部会員の諸先
生、各種団体関係者、行政の皆様、さらには推進センタ
ーの職員・相談員に支えられてここまで来る事ができまし
た。私事で恐縮ですが、今回の受賞は個人の力ではなく、
支えていただいた皆様のお陰と厚く御礼を申し上げます。
今後、更に微力を尽くす所存ですのでご支援のほどよろし
くお願いいたします。

産業保健とは
労働安全衛生法の第一条に「労働基準法と相まって労

働災害防止に関する総合的計画的な対策を推進することに
より職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とすると謳
い」、事業者責任を明示しています。ところが、科学技術
の発展、国内外の経済競争の激化、成果主義の拡大そし
て裁量労働制の広がり、事業場の小規模分散化、労働者
の高齢化、女性の社会進出、派遣労働者の増加､外国人
労働者の増加などが複雑に絡み雇用・労働形態の多様化
と相まって、事業場内の仕組みや対応が時流の変化に充
分対応して整備されていない点等から、平成18年の労働
安全衛生法の大改正となったことはご存知のことと思いま
す。法遵守型から自主的な労働衛生管理活動の促進を目
指すものに変わりましたが、現状は如何でしょうか、安全
衛生委員会は変わりましたか？。特に県下事業場の約95％､
労働者の約60％を占める中・小規模事業場では経営者の
産業保健への理解が活動活性化の鍵と考えます。各団体
と連携してセミナーなどを開催する予定ですし、開催時間
なども柔軟に対応するつもりですのでご一報頂ければ幸い
です。

産業医をはじめ専門職の業務
定期健康診断をはじめ法定で決められた特殊健診の事

後措置に加え、長時間労働者に対する面接指導、メンタ
ルヘルス対策に費やす時間は増え、職業性疾病防止対策、
増え続ける化学物質による健康障害防止、衛生委員会の
活性化に伴う事項への関わり等業務量は増え続けて、「悲
鳴」が聞こえ始めています。広範囲の対応ですので産業
医の能力のみに頼るのではなく、産業医を中心に業種・業
態に合った組織的な仕組みや人的資源を再構築して頂きた

いと思います。特に、看護職のいない規模の事業場では、
衛生管理者（衛生推進者）などの人的支援がなければ充
分な産業保健活動が出来ない事をご理解願いたいと思い
ます。

日本人の健康志向
肥満から動脈硬化に至る研究が進み、少しの体重増加

が高血圧や糖尿病になりやすい日本人の特性から、メタ
ボリックシンドロームが話題を集め、平成20年4月から健
診後の保健指導の進め方が専門家の議論を経て国から示
されています。一方テレビの健康番組も依然花盛りで、街
では乗馬機器や軍隊体操やワンコイン運動器の活用も衰
えません。効果の定まらないサプリメントも店頭に氾濫し、
相変わらずの楽（ラク）しての健康志向は根強いものがあ
ります。この志向を変えるには「働き方・生き方」を各人が
見直し、最近少しずつ認知されてきた「食育」にも関心を
持ち、本人・家族の健康談義に期待します。最後に事業場
では、病気になった社員をどうするかではなく、作業環境
の快適化と維持管理、作業方法の改善、労働者の心身の
疲労の回復を図るための施設・設備の整備等快適職場の
形成にもより多くの資源を振り分けて頂けるよう、期待して
おります。

厚生労働大臣功績賞を受賞して
― 最近の産業保健を考える ―

神奈川産業保健推進センター所長　石渡-弘一
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神奈川県の自殺対策
気づいてください! 体と心の限界サイン

神奈川県精神保健福祉センター

国の自殺対策
我が国の自殺者は平成10年に一挙

に8000人余り増加し、以後9年連続
3万人を超えています。この状況を踏
まえ、平成18年10月、「自殺対策を
総合的に推進して、自殺防止を図り、
あわせて自殺者の親族等に対する支
援の充実を図り、もって国民が健康
で生きがいを持って暮らすことのでき
る社会の実現に寄与」することを目
的に、「自殺対策基本法」が施行され、
国、地方公共団体、事業主、国民
のそれぞれの責務が定められました。
さらに、本年6月、「自殺総合対策大
綱」が策定され、「自殺は追い込まれ
た末の死、自殺は防ぐことができる、
自殺を考えている人はサインを発して
いる」との基本認識、「平成28年ま
でに自殺率を20%以上削減」との「削
減目標」が示され、当面の重点施策
として、「実態把握、国民一人ひとり
の気づきと見守り、早期対応の人材
育成、心の健康づくり、適切な精神
科医療が受けられる、社会的取り組
みで自殺を防ぐ、未遂者の再発予防、
遺族支援、民間団体との連携」が掲
げられました。

神奈川県の自殺対策
一方、神奈川県の状況は、平成18

年自殺者は、1,683人（東京、大阪に
次いで全国3位――人口動態統計）、
自殺率は、人口10万対19.3人（全国
低率4位 全国平均 23.7人）となって
おり、自殺率は低いが、自殺者が多
い結果となっています。また、中高年
の男性の自殺者が多い、女性、若年
者の自殺率が高い、高齢者の自殺率
が低いという特徴が見られます。神
奈川県の取り組みは、以下のとおり

です。

①「こころといのちのサポート
事業」（自殺対策）

平成18年度から精神保健福祉セン
ターを中心に実施。　

②「自殺対策に係る庁内会議」
の発足

自殺の背景は様々な要因があるこ
とから総合的な取り組みをするため
平成19年3月末に関係部局（6部局21
課）を構成員とした庁内会議が発足。

③「かながわ健康プラン21」
への自殺に関する数値目標
設定の検討

④八都県市の「総合的な自殺対
策広域推進検討会」の設置

八都県市首脳会議において自殺対
策が議題になり、毎年9月を「八都県
市自殺対策強化月間」とし八都県市
共同「自殺対策キャンペーン」の実施、
経済界への働きかけ、国に対する要
望書提出を実施。キャンペーンの統
一標語として「気づいてください！体
と心の限界サイン」が公募により決定。

⑤「かながわ自殺対策会議」の
設置

自殺対策の総合的な推進を図るた
め、3県市（県、横浜、川崎）で平
成19年8月7日に設置。学識・司法・
報道、医療、経済労働、福祉・教育、
民間団体、警察・消防・市町村等の
行政等関係機関や団体で構成。

今後、年2回程度開催予定。

平成19年度こころと
いのちのサポート事業

（自殺対策）

平成19年度は、県民を対象とした
講演会、リーフレットの配布等の普及
啓発、行政職員や相談機関の職員等
を対象とした人材育成、「うつ病家族
セミナー」や「自死遺族の集い」等
の当事者支援などを実施します。主
な事業を説明します。

○9月1日に「はまぎんホールヴィアマ
ーレ」で「自殺対策シンポジウム」を
県・横浜市・川崎市合同で開催しま
した。第1部は俳優の竹脇無我氏に
よる講演「父の死、そして僕のうつ病
のこと」、第2部は、シンポジウム「自
殺問題・・・今私たちにできること」で、
シンポジストとして、内閣府自殺対策
推進室、平安良雄氏（横浜市立大学
教授）、清水康之氏（ライフリンク代表）
山口和浩氏（自死遺族、長崎Re）の
方々にお話いただきました。

○精神保健福祉センターホームページ
「こころインフォメーション」に自殺対
策のページを設けました。

http://www.pref.kanagawa.jp/
osirase/15/1590/

○自死遺族支援
「自殺対策基本法第1条」の目的に

も明記されているように、自殺対策は
予防とともに自殺者の親族等に対す
る支援を大きな柱にすえています。遺
族の方々は家族を失った悲嘆ととも
に、自殺のサインを見逃したのでは
ないか、自分が自殺に追いやったの
ではないかと自責の念に駆られ、さ
らに世間の偏見にもさらされるという
様々な心理的影響を受けます。遺族
等のご相談を各保健福祉事務所で受
けていくとともに、県、川崎市合同
で10月より偶数月第3土曜日の午後、
大和保健福祉事務所で「自死遺族の
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集い」を開催します。

○職域研修会の開催
職域における心の健康の保持増

進、体制整備を目的に、事業場の管
理監督者、安全衛生管理者、産業
保健担当者等を対象に、うつ病やア
ルコール依存症等を含むメンタルヘル
スの知識や対応法、復職支援の方法
等について、労働基準監督署、保健
福祉事務所と共催で実施。今年度の
予定は右上表のとおりです。

○職域・地域連携型うつ病家族セミ
ナー

休職中のうつ病の家族を対象とし
たセミナーを右下のチラシのとおり産
業保健推進センターと共催で実施し
ます。かもめ34号にも書きましたが、
対象者をご家族としたのは、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による
ためです。平成19年1月から3月に全4
回のコースで開催し、17家族、延べ
68名が参加しました。参加したご家
族の中で、主治医に会って説明を受
けている方は約半数でした。しかし、
ご家族はこの先どうなるのか、いつ
になったら治るのか、どう関わったら
いいのかと非常に不安に感じながら
生活しており、殆どの参加者が終了
時アンケートにセミナー参加が非常に
有益であったと回答しています。今年
度は、企業からのご紹介で申し込ん
でいただき、ご本人のケアは医療と
企業、ご家族のケアはセミナーと役
割分担をする、また、企業の立場か
ら休職中の方のご家族に伝えたいこ
と、或いは家族に望むことなどを盛
り込んだセッションを入れる等職域
と地域の連携強化を目指しています。
プログラム等は、チラシのとおりです。
休職中のうつ病のご家族に是非ご紹
介ください。

　

労基署 開催地 保健福祉事務所 開催時期

平　塚
平　塚 平　塚 秋以降
秦　野 秦　野 10月12日
伊勢原 秦　野 秋以降

藤　沢 藤　沢 藤　沢、鎌　倉、茅ヶ崎 調整中
小田原 小田原 小田原、足柄上 調整中
厚　木 大　和 厚　木、大　和 調整中

■セミナー参加までの流れ

⑤ セミナー参加
① 

紹
介

② 
申
し
込
み

④ 

受
け
入
れ
会
議

③ 

受
理
面
接

■平成19年度　うつ病休職者家族セミナー

うつ病で休職中の方のご家族を対象としたセミナーを開催します。
病気について理解を深め、職場復帰のための知識やご家庭での療養生

活のポイントを学ぶセミナーです。
1.　対　象

2.　定　員　30名
3.　内　容
回 日　時 内　容 講　師

1 11月1日（木）
午後2時〜4時

うつ病とは
〜治療と薬の話〜

横浜クリニック院長
山田 和夫 氏

2 11月22日（木）
午後2時〜4時

企業の立場から
〜ご家族に伝えたいこと

神奈川産業保健推進センター
基幹相談員（横浜銀行健康管理
センター顧問）　能勢 俊一 氏

3 11月29日（木）
午後2時〜4時

復職に向けて
〜社会制度・社会資源

神奈川障害者職業センター
久保 幸子 氏

4 12月7日（金）
午後2時〜4時

家族はどう接したらいいの
〜具体的な対応

MDA―JAPAN（うつ・気分障
害協会）　山口 律子 氏

4.　会　場　神奈川産業保健推進センター会議室（横浜駅西口徒歩8分）

　　　　　　---横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1-第6安田ビル3階
---------------------TEL : 045-410-1160

5.　主　催　神奈川県精神保健福祉センター

　   共　催　神奈川産業保健推進センター　　

6.　申し込み　電話：045-821-8822
                     精神保健福祉センター（相談課）

■平成19年度職域研修会実施予定

うつ病と診断されて治療を受けており、休職中の方（20〜55歳）
のご家族で全4回出席できる方（事前面接、審査後受講決定します）

企業 家族 精神保健福祉センター



平成19年度（第58回）
全国労働衛生週間実施要綱について
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 1. 趣旨
全国労働衛生週間は、昭和25年に第1

回が実施されて以来、本年で第58回を迎
える。この間、本週間は、国民の労働衛
生に関する意識を高揚させ、事業場におけ
る自主的労働衛生管理活動を通じた労働
者の健康の保持増進と快適な職場環境の
形成に大きな役割を果たしてきたところで
ある。

我が国における昨年の業務上疾病によ
る被災者は8,369人であり、20年前に比べ
ると約半数にまで減少したが、石綿ばく露
による肺がん、中皮腫の労災認定件数が
近年増加している。

また、一般定期健康診断の結果、何ら
かの所見を有する労働者の割合は増加を
続けており、平成18年は49.1%に上ってい
る。さらに、仕事や職場生活に関する強
い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の
割合は6割を超えており、業務によるスト
レスなどにより精神障害を発症する事案が
増加している。

このような状況に対処するために、改
正労働安全衛生法が平成18年4月より一部
経過措置を除き施行され、過重労働によ
る健康障害防止対策及びメンタルヘルス対
策、職場におけるリスクの低減対策、化
学物質の危険有害性の確実な情報伝達に
よる適切な化学物質管理の推進等労働者
の健康確保対策の充実強化が図られたと
ころである。

また、平成18年9月からは、石綿製品の
製造等の全面禁止や建築物の解体作業等
における石綿ばく露防止対策の充実など、
石綿による健康障害防止対策の一層の強
化が図られたところである。さらに、平成
20年4月からは、労働者数50人未満の中
小事業場に対しても長時間の時間外・休
日労働を行った労働者に対する医師による
面接指導の実施が義務づけられる。

これらの対策が事業場において着実に
実施され、労働者の健康の確保、増進が
図られるためには、経営トップや事業場の
トップが自らの責務について認識し、産業
医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッ
フが中核となって、衛生委員会等の場を活
用するなど労働者の意見を反映させながら
対策を展開していくことが重要である。ま
た、労働者自身も健康管理の活動に参加
し、積極的に健康づくりに取り組んでいく
ことが重要である。 

このような観点から、本年度は、

こころにゆとり
からだに余裕

みんなでつくる 健康職場

をスローガンとして全国労働衛生週間を
展開し、事業場における労働衛生意識の
高揚を図るとともに、自主的な労働衛生
管理活動の一層の促進を図ることとする。

2. スロ−ガン
「こころにゆとり　からだに余裕　みん

なでつくる　健康職場」

3. 期間
10月1日から10月7日までとする。 
なお、本週間の実効を上げるため、9月

1日から9月30日までを準備期間とする。

4. 主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会

5. 協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運

送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送
事業労働災害防止協会、林業・木材製造
業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防
止協会

6. 協力者
関係行政機関、地方公共団体、安全

衛生関係団体、労働団体及び事業者団体

7. 実施者
各事業場

8. 主唱者、協賛者の
　 実施事項

（1） ポスター、パンフレット等の配
布、新聞等の報道媒体、政府
関係広報誌及びインターネット
を通じての広報活動

（2） 全国労働衛生週間地方大会等
の開催

（3） 事業場の実施事項についての
指導援助

（4）その他「全国労働衛生週間」
にふさわしい行事等の実施

9. 協力者への依頼
主唱者は、上記8の事項を実施するた

め、協力者に対し、支援、協力を依頼す
ること。

10. 事業場の実施事項
（1）本週間中に実施する事項

下記の事項を実施することにより、労
働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的
な労働衛生管理活動の促進を図る。

ア.-労働衛生旗の掲揚及びポスター、ス
ローガン等の掲示

イ.-事業者又は総括安全衛生管理者によ
る職場巡視

ウ.-労働衛生に関する展示会、講習会、
研究会、討論会、見学会等の開催

エ.-有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等
による事故等緊急時の災害を想定し
た実地訓練等の実施

オ.-労働衛生に関する優良職場、功績者
等の表彰

カ.-労働衛生に関する図画、作文、写真、
標語等の掲示

キ.-その他労働衛生の意識高揚のための
行事等の実施

（2）準備期間中に実施する事項
下記の事項について、日常の労働衛生

活動の総点検を行い、労働衛生水準の向
上を図る。

ア.-労働衛生管理体制の確立と労働安全
衛生マネジメントシステムの確立をは
じめとした労働衛生管理活動の促進

（ア）事業者による労働衛生管理に関する計
画の作成及びその実施、評価、改善

（イ） 労働者の健康管理等に関する知識に
ついて必要な要件を備えた産業医、
衛生管理者、衛生推進者等の労働衛
生管理体制の整備・充実とその職務
の明確化及び連携の強化

（ウ） 衛生委員会の開催とその活動の活性化
（エ） 作業主任者の選任と職務の励行
（オ） 現場管理者の職務権限の確立
（カ） 労働衛生管理に関する規定の点検、

整備・充実
（キ） 労働衛生管理に関する情報伝達ルー

トの確立



（ク） 労働衛生関係情報の収集・整理及び
周知

イ.-作業環境管理の推進
（ア） 有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等

の有害要因に労働者がさらされる屋
内外の作業場及び酸素欠乏危険場
所における作業環境測定の実施及び
その結果に基づく作業環境の改善

（イ） 管理濃度等に対応した作業環境管理
の推進

（ウ） 局所排気装置、除じん装置、排ガス
処理装置、排液処理装置、遮へい設
備等の適正な設置及び稼働並びに
検査及び点検の実施の徹底

（エ） 粉じん作業場所等健康障害のおそれ
のある場所の清掃及び清潔の保持の
徹底

（オ） 換気、採光、照明等の状態の点検及
び改善

ウ.-作業管理の推進
（ア） 自動化、省力化等による作業負担の

軽減の推進
（イ） 作業の動作、姿勢、速度、継続時

間等の作業方法の調査、分析及びそ
の結果に基づく作業方法の改善

（ウ） 作業管理のための各種作業指針の周
知徹底

（エ） 適切､有効な保護具等の選択、使用
及び保守管理の徹底

（オ） 休憩、休養設備の点検、整備・充実

エ.-健康管理の推進
（ア） 健康診断の実施と健康診断結果に基

づき事業者が講ずべき措置に関する
指針による就業上の措置の徹底

（イ） 一般健康診断結果に基づく必要な労
働者に対する医師又は保健師による
保健指導の実施

（ウ） 小規模事業場における地域産業保健
センターの活用

オ.-労働衛生教育の推進
（ア） 酸素欠乏危険作業従事者等有害業

務従事者に対する特別教育又はそれ
に準じた教育の実施

（イ） 衛生管理者、作業主任者等労働衛
生管理体制の中核となる者に対する
能力向上教育の実施

カ.-危険性又は有害性の調査及びその結
果に基づく必要な措置（リスクアセ
スメント）の推進

キ.-過重労働による健康障害防止のため
の総合対策の推進

（ア） 時間外・休日労働の削減及び年次有

給休暇の取得促進及び労働時間等
の設定の改善

（イ） 健康管理体制の整備、健康診断の
実施等

（ウ）長時間にわたる時間外・休日労働を行
った労働者に対する面接指導等の実施

ク.-労働者の心の健康の保持増進のため
の指針等に基づくメンタルヘルス対
策の推進

（ア） 心の健康づくり計画の策定とこれに
基づく実践

（イ） メンタルヘルスケアを推進するための
教育研修・情報提供

（ウ） 職場環境等の把握と改善
（エ） メンタルヘルス不調への気づきと対応
（オ） 職場復帰における支援
（カ） 自殺総合対策大網に基づく職場にお

ける自殺対策の推進

ケ.-粉じん障害防止対策の徹底
粉じん障害防止総合対策推進強化月間

としての次の事項を重点とした取組の推進
（ア） アーク溶接作業に係る粉じん障害防

止対策
（イ） 金属等の研ま作業に係る粉じん障害

防止対策
（ウ） トンネル建設工事業における粉じん

障害防止対策

（エ）離職後の健康管理

コ.-職場における腰痛予防対策指針によ
る腰痛の予防対策の推進

サ.-電離放射線障害防止対策の徹底

シ.-騒音障害防止のためのガイドライン
に基づく騒音障害防止対策の徹底

ス.-振動障害総合対策要綱に基づく振動
障害防止対策の徹底

セ.-VDT作業における労働衛生管理のた
めのガイドラインによるVDT作業に
おける労働衛生管理対策の推進

ソ.-化学物質の管理の推進
ア） 化学物質等による危険性又は有害性

等の調査及びその結果に基づく措置
の実施等を始めとする自律的管理の
推進

（イ） 化学物質のばく露防止、作業主任者
の選任、人体に及ぼす影響・取扱い
上の注意事項等の掲示、漏えい・発
散防止等適切な管理の推進

（ウ） 化学物質等安全データシート（MSDS）
による化学物質等の危険有害性等に
関する情報の提供及び活用

（エ） 建設業、製造業における有機溶剤中

毒の防止
（オ） 建設業、製造業等における一酸化炭

素中毒の防止
（カ） ダイオキシン類による健康障害防止

のための対策要綱に基づくダイオキシ
ン類ばく露防止措置の実施

（キ） 職域における屋内空気中のホルムア
ルデヒド濃度低減のためのガイドライ
ンに基づく措置の実施

（ク） 化学物質による眼・皮膚障害防止の
ための保護具の着用等の徹底

（ケ） 化学設備等の改造、修理等の作業
における中毒等の防止のための工事
発注者と請負業者との連携等の実施

タ.-石綿障害予防対策の徹底
（ア） 建築物等の解体等の作業における石

綿ばく露防止対策の徹底
（イ） 吹き付け石綿の損傷等による石綿ば

く露防止対策の徹底
（ウ） 石綿製品の全面禁止
（エ） 例外的に禁止が猶予された石綿製品

の非石綿製品への代替化の推進

チ.-心とからだの健康づくり（THP）の
継続的かつ計画的な実施のための
体制の整備・充実

ツ.-快適職場指針に基づく快適な職場環
境の形成の推進

テ.-職場における喫煙対策のためのガイ
ドラインに沿った有効な喫煙室の設
置等の対策の推進

ト.-雇用管理に関する個人情報のうち健
康情報を取り扱うに当たっての留意
事項に基づく適切な健康情報の取扱
いの徹底

ナ.-職場における肝炎ウイルス感染に関
する留意事項に基づく適切な対応の
推進

ニ.-職場におけるエイズ問題に関するガ
イドラインに基づくエイズ問題の自
主的な取組

ヌ.-労働時間等労働条件の改善等の推進

ネ.-その他
（ア） ポスター、スローガン等の掲示
（イ） 労働衛生提案制度等の活用及びその

実践
（ウ） 清潔保持のための洗身、手洗い等の

設備の整備・充実
（エ） 労働衛生標識等の整備
（オ） 工場の緑化美化運動の推進
（カ） 家庭における健康に関する知識の普及
（キ） 新健康フロンティア戦略の普及
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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9月 第37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19年度
第2回産業保健相談員会議

四大学産業医学関係連絡会

　街角には百日紅の花が咲き乱れ、夾竹桃の赤い花が夏の
暑さに負けず真っ赤な花を咲かせようとしております。
　前回発行したかもめ３６号の編集後記で業務課長が地球
温暖化に言及しておりましたが、今年は、太平洋赤道の海面水
温が中部から東部にかけて平年より低くなる「ラニーニャ現
象」が現れ、全国的に不順な天候が続くと予想がされておりま
す、くれぐれも熱中症の予防対策を徹底していただきたいと考
えております。
　１０月１日から第５８回の全国労働衛生週間が「こころにゆと

り からだに余裕 みんなでつくる 健康職場」のスローガンの下
に展開されます。
　産業保健スタッフの方々には、是非、創意工夫を凝らし実の
ある週間としていただくようお願いいたします。
　当センターの石渡所長が、長年にわたり県内の産業保健活
動の推進に多大な貢献をしたという理由で、７月６日厚生労働
大臣功績賞を受賞しました。
　石渡所長からその活動内容の一端について寄稿していた
だきました。

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7月25日（水）
於：当センター会議室

平成19年8月1日（水）　於：当センター会議室

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。

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

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

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

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〕

労働者健康福祉機構 神奈川産業保健推進センター

■平成19年度新規申請期間は本年4月1日から5月末日までと10月1日から10月末日まで（初年度申
　請分のみ）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。

〒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

神奈川県産業保健強調期間推進研修会
●日　時　平成１９年１０月３１日（水）１３：３０～１７：００
●場　所　はまぎん　ヴィアマーレ
●テーマ　「コンプライアンスを重視したメンタルヘルス対策」
　講　師　当センター相談員　江花 昭一

●テーマ　「今後の労働衛生の課題について･･･
 過重労働、メンタルヘルス、健診項目の改正等を
 中心として」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課長　花形 修身 氏

●対象及び定員
　産業医(認定産業医・基礎後期及び生涯専門研修：3時間3単位申請中）：１５０名
　事業主・産業保健業務従事者等：１５０名

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

●日　時　平成１９年１１月１７日（土）１４：００～１７：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「働く人のメンタル・ヘルスの今日的課題」
　講　師　(財)社会経済生産性本部 メンタル・ヘルス研究所
　　　　　  担当部長　根本 忠一 氏

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成１９年１１月１０日（土）１３：３０～１７：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「職場復帰支援プログラム」
　講　師　当センター相談員　苅部 ひとみ

働く人の健康づくり研修会
●日　時 平成19年10月２日（火）１４：００～１６：３０
●場　所 横浜第2合同庁舎1階　共用第１会議室
 横浜市中区北仲通5-57

●テーマ 派遣労働者のこころと身体の健康管理
 －偽装請負とメンタルヘルス
　講　師 特定社会保険労務士　菊一 功 氏
●テーマ メタボリックシンドロームと
 法定健診項目の改正について
 －特定健診・特定保健指導と
 　  労働安全衛生法令
　講　師 神奈川県 健康増進課技幹　山崎 洋美 氏
 神奈川労働局労働衛生課長　花形 修身 氏
●対　象 産業保健関係者、労働者、事業主、
 人事・労務担当者、衛生管理者、左記の家族等
  (定員 120名) 
●申込先 神奈川労働局労働基準部
 労働衛生課　担当 福島宛
 電  話 045-211-7353
 ＦＡＸ 045-211-0048

※参加申込み、及び詳細については、当センターホームページ
　又は上記申込先までご確認ください。

 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57
　　　　　　　　　　　　  横浜第２合同庁舎８階

�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9月 第37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19年度
第2回産業保健相談員会議

四大学産業医学関係連絡会

　街角には百日紅の花が咲き乱れ、夾竹桃の赤い花が夏の
暑さに負けず真っ赤な花を咲かせようとしております。
　前回発行したかもめ３６号の編集後記で業務課長が地球
温暖化に言及しておりましたが、今年は、太平洋赤道の海面水
温が中部から東部にかけて平年より低くなる「ラニーニャ現
象」が現れ、全国的に不順な天候が続くと予想がされておりま
す、くれぐれも熱中症の予防対策を徹底していただきたいと考
えております。
　１０月１日から第５８回の全国労働衛生週間が「こころにゆと

り からだに余裕 みんなでつくる 健康職場」のスローガンの下
に展開されます。
　産業保健スタッフの方々には、是非、創意工夫を凝らし実の
ある週間としていただくようお願いいたします。
　当センターの石渡所長が、長年にわたり県内の産業保健活
動の推進に多大な貢献をしたという理由で、７月６日厚生労働
大臣功績賞を受賞しました。
　石渡所長からその活動内容の一端について寄稿していた
だきました。

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7月25日（水）
於：当センター会議室

平成19年8月1日（水）　於：当センター会議室

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。

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

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

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

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〕

労働者健康福祉機構 神奈川産業保健推進センター

■平成19年度新規申請期間は本年4月1日から5月末日までと10月1日から10月末日まで（初年度申
　請分のみ）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。

〒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

神奈川県産業保健強調期間推進研修会
●日　時　平成１９年１０月３１日（水）１３：３０～１７：００
●場　所　はまぎん　ヴィアマーレ
●テーマ　「コンプライアンスを重視したメンタルヘルス対策」
　講　師　当センター相談員　江花 昭一

●テーマ　「今後の労働衛生の課題について･･･
 過重労働、メンタルヘルス、健診項目の改正等を
 中心として」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課長　花形 修身 氏

●対象及び定員
　産業医(認定産業医・基礎後期及び生涯専門研修：3時間3単位申請中）：１５０名
　事業主・産業保健業務従事者等：１５０名

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

●日　時　平成１９年１１月１７日（土）１４：００～１７：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「働く人のメンタル・ヘルスの今日的課題」
　講　師　(財)社会経済生産性本部 メンタル・ヘルス研究所
　　　　　  担当部長　根本 忠一 氏

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成１９年１１月１０日（土）１３：３０～１７：００
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「職場復帰支援プログラム」
　講　師　当センター相談員　苅部 ひとみ

働く人の健康づくり研修会
●日　時 平成19年10月２日（火）１４：００～１６：３０
●場　所 横浜第2合同庁舎1階　共用第１会議室
 横浜市中区北仲通5-57

●テーマ 派遣労働者のこころと身体の健康管理
 －偽装請負とメンタルヘルス
　講　師 特定社会保険労務士　菊一 功 氏
●テーマ メタボリックシンドロームと
 法定健診項目の改正について
 －特定健診・特定保健指導と
 　  労働安全衛生法令
　講　師 神奈川県 健康増進課技幹　山崎 洋美 氏
 神奈川労働局労働衛生課長　花形 修身 氏
●対　象 産業保健関係者、労働者、事業主、
 人事・労務担当者、衛生管理者、左記の家族等
  (定員 120名) 
●申込先 神奈川労働局労働基準部
 労働衛生課　担当 福島宛
 電  話 045-211-7353
 ＦＡＸ 045-211-0048

※参加申込み、及び詳細については、当センターホームページ
　又は上記申込先までご確認ください。

 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57
　　　　　　　　　　　　  横浜第２合同庁舎８階

��
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産業保健情報誌 

神奈川産業保健 

●毎土・日曜日及び祝日 ●年末年始

ご利用いただける日時

休    日

●休日を除く毎日/午前9時～午後5時30分

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

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

平成19年度神奈川労働局安全衛生表彰式開催される

神奈川県の自殺対策「気づいてください！体と心の限界サイン」

平成19年度全国労働衛生週間実施要綱について

 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


