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神奈川労働局長就任のご挨拶
神奈川労働局長  森岡

雅人

日頃より、産業保健活動の推進に
ご尽力頂き感謝申し上げます。
当地神奈川は、日本の近代産業
を牽引した京浜工業地帯や横浜、川
崎周辺の大規模な商業地域など全国
有数の産業経済圏を抱えるとともに、
温泉地の箱根、港町の横浜、古都の
鎌倉、城下町の小田原など著名な観
光地も数多く、歴史的にも大きな軌
跡を残したところでもあり、このよう
な地で仕事が出来ることを大変光栄
に存じております。

として、健康診断の結果、脳・心臓
疾患につながる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
る労働者の割合も増加傾向にありま
す。
このような状況に対処するため、神
奈川労働局では平成15年度をスタート
とする第10次労働災害防止推進計画
や総合的労働衛生対策に関する5カ
年計画を定め、死亡災害に結びつき
やすい酸素欠乏症や熱中症の撲滅、

さら に、
本 年10月
1日か ら 石
綿健康管
理手帳の
交付要件
が 拡 大さ
れ、一定の石綿作業歴のある方も手
帳の交付対象となり、石綿業務の離
職者に対する健康管理の推進に努め
ることとしています。
精神障害等の労災請求の増加や昨

大規模製造業を中心とした重厚長
大な産業から商業、サービス業を中
心とする産業構造の変化により企業
の再 構築や工場の移転等が進むな
か、昨年、人口が大阪を抜き全国第
２位となるなど今後の発展がさらに期
待されているところです。
県内の景気は、回復基調が続き、
雇用情勢も改善傾向にある一方、都
市と地方の格差や正規社員とパート
労働者、派遣労働者などの非正規社
員との格差が拡大するなどの新たな
問題も発生しているところですが、こ
のような中、働く人の健康確保のた
めに、事業場における産業保健活動
の活性化に尽力されておられる方々を
始め、先進的な取組みをされている
神奈川産業保健推進センターの運営
に関係する皆様方には謹んで敬意を
表しますとともに今後とも労働行政の
推進について御理解、御協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
さて、業務上の疾病件数は、平成
15年以降増加に転じ疾病のうち腰痛
が約6割を占めているなか、依然とし
て酸素欠乏症、熱中症等による死亡

じん肺等の重 篤な職業性疾病の防
止、過重労働や職場のストレスによる
健康障害の防止、労働者の一層の健
康保持増進、快適職場環境の形成な
どを目指し、事業場の自主的な労働
衛生管理活動の推進及び事業場にお
ける総合的な労働衛生水準の向上を
図るための対策を進めております。
なお、本年が最終年となることか
ら、今期計画の達成のための取り組
みと次期計画に向けた検討を進めて
いるところです。
県下の一般健康診断結果の有所見
率は昨年5割に達し、また脳心臓疾
患等に係る労災補償請求件数も増加
傾向にあること等を踏まえ、平成19
年度は、過重労働による健康障害防
止対策を当局の最重点課題と位置付
けて取り組んでおり、特に長時間労
働者に対する医師による面接指導制
度の周知・徹底を図っているところで
す。
また、当県では、石綿による労災
認定件数、健康管理手帳交付件数と
もに全国でも上位にあることに加え、
今後、石綿が使用されている建築物

年実施した自主点検結果等から、神
奈川においても職場のメンタルヘルス
対策が急務の課題となっており、平
成18年3月に策定された「労働者の心
の健康の保持増進のための指針」の
周知の徹底をお願いしているところで
す。
神奈川労働局では、だれもが安心
して働ける、公正な労働環境の確保
対策を通じて、希望と信頼の持てる
『未
来の神奈川』づくりに貢献するため
に、地方公共団体や労使団体等の関
係団体とより一層の連携を図り、労
働局の専門性を生かした、効率的で
総合性のある行政を推進することを
目指し取組んでいるところです。
各事業場におかれては、年間安全
衛生計画に基づき、作業環境管理、
作業管理、健康管理及び労働衛生教
育などに積極的に取り組まれているこ
とと思いますが、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。

災害や有害物との接触等による重大
災害が跡を絶たない状況にあります。
また、労働者の健康に関しては、
社会情勢や生活習慣の変化等を背景

の解体等の作業の増加が予想される
ことから、石綿ばく露防止対策を昨
年度に引き続き重点として取り組んで
おります。

最後になりますが、産業保健活動
に携わる皆様のますますの御発展と
御活躍を祈念申し上げ、着任の御挨
拶とさせていただきます。
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石綿健康管理手帳の
交付要件の改正について
神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課
労働安全 衛生規則の改正により、
石綿業務に従事した離職者を対象と
する健康管理手帳の交付要件が平成
19年10月1日より改正されました。こ
れにより、一定の石綿従事歴のある
方も健康管理手帳の交付対象となり
ました。

健康管理手帳とは

綿製品が被覆材又は建材として用
いられている建築物等の解体等の
作業
◦石綿製品の切断等の加工作業

健康管理手帳の
交付要件とは
次の（2）、
（3）が新しく追加されま
した｡

石綿を製造し､又は取り扱う業務に
従事していた方（※）については､将
来､肺がんや中皮腫などの健康被害 （1）両肺野に石綿による不整形陰
影があり､又は石綿による胸膜
が生じるおそれがあります｡これらの
肥厚があること｡
疾病については､石綿にさらされてか
（新）下記の作業に1年以上従
ら発症までの期間が非常に長く､離職 （2）
事していた方｡（ただし､初めて
後に発症することが多いため､健康管
石綿の粉じんにばく露した日
理手帳制度を設けて､離職後の健康
から10年以上経過しているこ
管理を行っております｡
と。）
健康管理手帳の交付を受けると、
労災病院をはじめとする､指定された
◦石綿の製造作業
医療機関で決まった時期に､健康診断
◦石綿が使用されている保温
を6ケ月に1回､無料で受けることがで
材､耐火被覆材等の張付け､
きます｡
補修もしくは除去の作業
※ 対象となる方は､過去に石綿の取扱い
業務を行っていたが､その後に転職又
は退職し､現在は石綿業務から離れて
いる方が含まれます。

対象となる業務とは
石綿（これをその重量の0.1パーセ
ントを超えて含有する製剤その他の
物を含む｡）を製造し､又は取り扱う
業務｡代表例としては､以下のような業
務があります｡

（3）
（新）
（2）の作業以外の石綿を
取り扱う作業に10年以上従事
していた方｡
（注意事項）

◦石綿の吹付け作業

①対象者は石綿を直接取り扱う作業
に継続して従事していた方に限られ
ます｡

◦石綿が吹き付けられた建築物や石

②交付要件の（2）､（3）両方の従事歴

◦石綿製品の製造工程における作業



◦石綿の吹付けの作業又は石
綿 が 吹 き 付 けら れ た 建 築
物、 工作 物 等 の 解 体､破 砕
等の作業

がある方については合算することが
できます｡（2）の従事期間の月数を
10倍し､（3）の従事期間の月数に足
し合わせ､合計が120ヶ月以上の場
合には､手帳を受け取ることができ
ます｡
（例）
（2）に6 ヶ月間､（3）に6年間従
事していた場合
→（6ヶ月×10）+ 6年（72ヶ月）
＝132ヶ月≧ 120ヶ月
→手帳を受け取ることができま
す。

申請に必要なもの
離職の際には事業場の所在地を管
轄する都道府県労働局へ､離職の後
は申請者の住所地の都道府県労働局
へ申請してください｡労働局による審

見本

査後､交付要件に該当する場合には
手帳が交付されます｡
①健康管理手帳交付申請書
②申請者本人が記載した業務歴
上記①､②に加えて
③石綿作業に従事していたこと及び
従事期間について記載された事
業者の証明書
④事業者の証明書が得られない場
合、または不十分な場合には､申
請者の申立書に加えて､石綿作業
に従事していたこと及び従事期間
について記載された2名以上の同
僚者の証明書
⑤事業者の証明書､同僚者の証明書
ともに得られない場合､または不

十分な場合には､申請者の申立書
に加えて､事業場における石綿健
康診断の本人への結果通知､社会
保険の被保険者記録､給与明細､
雇用保険に係る証明書を添付して
ください｡
◦交付要件の
（1）
に該当する場合は、
レントゲン写真､CT写真､じん肺
健康診断結果証明書等も提出して
ください｡
申請にあたっての注意事項
◦健康管理手帳交付申請書､申請者
本人が記載した業務歴､事業者の
証明書､申請者の申立書､同僚者の
証明書については所定の用紙を使
用してください｡

◦必要に応じて､申請者､事業者､同僚
者の方への聴取調査が行われるこ
とがあります｡
◦氏名､住所､電話番号等の個人情報
は､健康診断の案内を通知するため
､都道府県労働局より健康診断を実
施する医療機関へ提供されること
がありますのでご了承ください。
◦申請時に提出された書類は､レント
ゲン等の写真を除き返却いたしか
ねますのでご了承ください｡
◦申請に必要なもののうち､①及び②
のみでの申請は認められません｡

石綿に関する情報については、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html
神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課（電話：045-211-7353）
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「長時間労働者に対する
医師の面接指導」に携わってみて
社団法人 神奈川県医師会 産業医部会 幹事
2006年4月1日に労働安全衛生法が
改正され、過重労働が疑われる長時
間労働者に対する医師による面接指
導が義務化された。私は企業の専属
産業医なのでその立場でこれを行っ
てきている。その経験から感じてい
ることを述べてみたいと思う。
1970年代後半から社会的に「過労
死」という現象が大きくクローズアッ
プされてきた。その流れの中で、有
名な電通事件により過重労働が惹起
したと思われるうつ病による自殺が
労災認定され、事態は大きく動き出
した。これに引き続いていろいろな
判例が出るに及び、2002年2月には国
から「過重労働による健康障害防止
のための総合対策」というものも出さ
れ、それと並行してメンタルヘルスケ
ア対策に係わる指針も策定されてた。
これらを踏まえて2006年の労働安全
衛生法の改正がなされたと思われる。
この労働安全衛生法の改正の中で
示されている「長時間労働者に対す
る医師の面接指導」は、長時間労働
により惹起される健康障害を心疾患、
脳疾患（脳血管障害のことだろう）、
うつ病を中心としたメンタルトラブル
の３つをターゲットにしている。また
長時間労働という基準については一
ヶ月の時間外 勤務が100時間を超え
る場合、あるいは80時間を超える月
が続く場合としている。この数字の
根拠は「過重労働・メンタルヘルス対
策の在り方に係る検討会報告書」に
記されているというが、一般人におい



仲村 準

て時間外勤務が月に100時間を超える
と、計算上では睡眠時間５時間を確
保できないというものである。これは
睡眠時間5時間を境に虚血性心疾患
や脳血管障害の発生頻度が大きくな
るという幾多の論文に基づいて決め
られた。この法に記された面接指導
の詳細をここに述べなくとも既に多く
の情報が流れているので割愛する。
ところで時間外 勤務時間が100時
間といっても、これは勤怠管理がな
されていないと判らないことである。
管理監督者や裁量労働の場合には
どうするか。この点は各企業が独自
に基準を定めても良いということなの
で、当社の場合は総在社時間で判断
することにしている。単月で280時間、
あるいは250時間連月であり、これ
が通常勤務者の100時間の時間外勤
務にほぼ匹敵するという判断である。
総在社時間の算定は、結局は自己申
告に頼らざるを得ないが、オフィスに
おけるパソコンのログオン、ログオフ
時間の監視、休日における正門での
入場チェックなどである程度の担保
は出来ていると思われる。
面接指導を担当する医師について
明確な定めはなされていないが、事
業場の選任産業医、地域産業保健セ
ンター登録医、かかりつけ医や精神
科・心療内科医などが望ましいとされ
ている。とはいえ産業医が選任され
ている事業場においては、その産業
医に託されることが多いだろうと想像
される。

私は（自らが正社員として）企業
に常駐している産業医であるために、
当然私の担当事業場の労働者の面
接は私が行うことになる。私はこの
事業場に勤務して20年近くになるが、
約1800人におよぶ労働者の顔も健康
内容も業務も熟知しているつもりであ
る。このために今ここであらためて
「長
時間労働者」としての従業員達と向
かい合うことに対して、正直強い違
和感を抱いていた。
「何を今さら・・・」
という感じである。当事業場の健康
診断はやや変則で、全員に対して年
に2回行っており、その全てに対して
私自身が面談している。したがって
誰がどんな事情により長時間労働に
さらされているのか、精神的にまいっ
ているのかいないのかなど日頃から
かなり把握できているつもりでいる。
そして当然ながら健康情報もあらか
じめ充分掴んでいるわけである。ち
なみに従業員専用の外来診療所も開
設していて、不幸にも労災事故発生
の場合には労災保険の外科医療機関
としても機能している。これらも私自
身が対応している。したがって先に

述べた基準に達してしまった作業者
にこの面談目的でお会いすると、お互
いにあらためて話す内容もなく、顔
を見合わせて苦笑するだけで終わっ
てしまう・・・。

しんでいる労働者がいる。その制限
をものともせずに現実に向かい合い、
少しでも救済の方向へ努力されてい
る関係諸氏には心から敬服するもの
である。

ただしこれは常駐して従業員と日
頃から高密度に接しているからいえる
ことで、これを嘱託産業医や地域産
業保健センターの出動医師が初めて
会う労働者に対して行うことは極め
て難しいだろうとも想像する。勤怠時
間や直近の健康情報については面談
までに医師に届けられるが、業務内
容や業務特性など社外の人（特に医
師など）には実感として捉えることは
まず無理であろうし、健康情報につ

さて話を戻す。私自身があまり手
応えを感じない当事業場の長時間労
働者面接指導であるが、毎月の動向
を見ていると裁量労働者と管理監督
者が該当者としてピックアップされて
くる。なぜか管理監督者の方が圧倒
的に多い。サービス残業が皆無かど
うかは前述したように正直いって確
言できないが、以前に比べれば勤怠
管理が極めて厳重に行われるように
なってきており、休日出勤を含む時

いても直近のものだけでは過去の推
移が判らず「適切」なアドバイスがし
にくいだろう。受診者の立場に立って
みても、初めて会う医師に対して自
分の業務やその中での苦労を伝える
のは二の足を踏みたくなるかもしれな
い。更に面談の結果、医師が事業者
に対して意見を述べる必要があった
ときに、実行可能な、そして現実的
な解決策を導き出すような意見を述
べうるだろうか。
しかしこのような制約があるとはい
え、私のような常駐の産業医がいな
い事業場の方が圧倒的多数であろう
し、その中で現実に長時間労働で苦

間外労働が激減しているのは事実で
ある。その中で該当者として浮かび
上がってくるのが前述の労働者たち
である。彼等のほとんどは面接のチ
ェックリスト上でも問題になるようなと
ころは少なく、ときに生活習慣病関
連でミソが付く程度である。少なくと
も業務関連で問題を生じているとい
うケースはまずない（1、2の例外はあ
るが）。
それでもこの面接をやっている意
義を感じ取れることが時々ある。こ
れは当該労働者そのものの健康障害
に関することではなく、面接に来た
人たちが長時間労働と健康障害、そ

して勤怠管理の重要性を再認識して
くれるときである。自身の問題として
ではなく、同僚のことに思いを馳せた
り、管理職であれば部下の勤怠管理
を細かくみてあげる必要性を感じたと
いうような発言を頂くと、お互いに「今
日の面接は無駄ではなかったですね」
という話になる。
この話題と並行してメンタルヘルス
に関するトラブル事例が急増してい
る。幸いにして私のところでは時間的
な過重労働がメンタルヘルス問題と
直結している事例は今のところさほど
多くないと認識している（ただし精神
的負荷が影響している事例はけっこ
うある）が、このことも職制に対して
過重労働対策を強く意識させる方向
に作用しているように思われる。
こうしてみていくと過重労働者に対
する医師の面接指導というのは、個
別の健康障害のチェックは当然のこ
とながら、組織の勤怠管理に対する
意識上の啓蒙も念頭に置いておくこと
が重要なのかもしれないと感じられ
る。そして面接指導を担当する医師
自身が相談者の背景にある組織・職
制を理解・認識することができると、
事業者への意見のフィードバックがよ
り活きやすくなってくるのではないだ
ろうか。
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職場における歯周疾患予防の
実現に向けて
社団法人 神奈川県歯科医師会 地域保健委員会 委員  種市

歯周疾患は、中高年以降において
う蝕（むし歯）とともに歯を失う大き
な原因であり、健康づくりを推進する
上でも、歯周疾患の予防から治療ま
でを含めた地域的な体系的対策が重
要な課題となってきています。厚生労
働省が掲げた健康日本21に示された
最終目標でも、40歳、50歳での進行
した歯周病を現状から30％以上減少
させることが、提示されています。
近年の歯科医学での歯周疾患に関
する研究調査により、歯周疾患はた
だ単に口腔内での一疾患としての歯
周疾患「いわゆる歯槽膿漏症」に止
まらず、原因となる細菌により、肺炎
を起こしたり、心臓や血管の循環器
に障害を与えたり、あるいは糖尿病
を増悪させたり、さらには妊産婦や
お腹の赤ちゃんまでにも悪い影響を

及ぼすなど、全身疾患との関連や影
響が解明され、その解決が大きな課
題となっております。
このような中、神奈川県歯科医師
会では、平成14年度より事業所歯科
保 健推進モデル事業の一環として、
事業所と地域歯科医療機関とネット
ワークを作り連携を取りながら、かか
りつけ歯科医制度の定着を図る目的
で、各地域において事業所の歯科保
健実態ならびに歯科保健指導を実施
しました。さらに平成17年度には歯
周疾患予防推進事業として、中高年
の方々の歯周疾患予防をいかに職場
環境の中で効果的に実施するかを検
討することによって健康増進法第6条
に定める健康増進者の方々に、効果
的な歯科健診及び歯科保健指導・歯
科保健教育を行い、新たな方法を提

浩志

供するためのモデル事業を実施し、
その支援体制を構築するとともにそ
れに伴う効果的な歯科保健サービス
を整備してきました。
以上のような背景をもとに、平成
18年度歯周疾患予防推進事業では、
各職場における歯周疾患予防実現に
向けて、その職場の規模に応じて選
択の出来る「職場における歯周疾患
予防プログラム」と従業員の皆様が
ご自身の歯周疾患の大まかな状況把
握と保健行動が自己診断できる「歯
周疾患セルフチェック」を開発しまし
た。
健 康増進事 業者におかれまして
は、この趣旨をよくご理解頂き、各
事業所にお勤めの従業員の皆様への
歯周疾患予防プログラム導入をご検
討いただきたいと存じます。

歯周疾患予防プログラムの各コース
Ａ まるかじり満足コース
    （1人40分程）

1. 歯及び歯周組織の診査
2. 歯周疾患の診査及び唾液潜血検査
3. 歯科医師による歯周疾患について
    の講話
4. 集団・個別での歯ブラシ指導
5. 歯周疾患健診結果の説明

Ｂ 結果が分かる安心コース
    （1人5分程度）

1. 歯及び歯周組織の診査
2. 歯周疾患の診査及び唾液潜血検査
3. 歯周疾患健診結果の説明



【歯周疾患予防プログラムのコース一覧】
規模に応じて選択できる

歯周疾患予防のための歯科保健対策
Ａ.まるかじり満足コース

Ｂ.結果がわかる安心コース

  歯科医師による歯科健診

  歯科医師による歯科健診

        集団・個別指導

＜Ａコースの要点＞
★所要時間：40分/1人
（内訳：健診5分＋個別指導
15分＋集団指導20分）
◎健診により自分の口の状
況 が 把 握 で き る と と も に、
歯科衛生士の指導により歯
周疾患に対する自己管理の
ノウハウが習得できる。将
来的には、医療費負担の低
下に繋がる。

Ｂコースの要点
★所要時間：健診5分/1人
◎健診により自分の口の状
況が把握でき、歯周疾患を
含めた医療への受療行動に
繋がる。

コースの中には歯科医師に
よる歯科健診だけのコースの
他、歯科医師による歯科健診
と歯科衛生士による個別・集
団のブラッシング指導が含ま
れるコースの２コースがありま
すので、内容をよく吟味してか
らコースを決定してください。
受講希望の各事業所担当者
方へ詳細について、またはご
不明の点があれば下記までお
問い合わせください。
担当：

神奈川県歯科医師会事務局
事業課第2係 鈴木
電話：０４５－６８１－２１７２
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健康指標に係わる調査研究報告（3）

- 産業医活動の実態-

社団法人 神奈川労務安全衛生協会 保健対策委員会委員   （三菱重工業㈱ 横浜製作所 産業医）北原

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

佳代

時点において従業員数が50人未満に

を対象に、看護師・保健師・産業医

なってしまった事業場も含まれていま

の配属状況をみると、看護師を有する

す。

事業場は257件（26.6%）、保健師を有

回答を頂いた事業場における回答

する事業場は151件（15.6%）で、いず

者の属性をみると、55.5%が事務担当、

れも事業場規模が大きくなるほど率が

26.4%が衛生管理者で、その内訳は平

高くなる傾向にあります。また、看護

成13年、平成15年とほとんど変わって

師あるいは保健師の何れかを配置して

いません。また、回答事業場の業種

いる事業場は、全体の35.4%でした＜

では平成13年、平成15年と同様で製

図表2＞。事業場規模による格差は大

造業が65%を占め、その他の業種の

きく認められますが、平成15年の調査

について報告いたします。

比率も同年とほぼ同様の結果でした＜

比較し、いずれの事業場規模におい

回答者の属性

図表1＞。事業場規模別にみた業種割

ても、その割合が増加傾向にありまし

合をみると、産業医の選任義務のない

た。業種別の状況については＜図表3

小規模事業場では
「サービス業」や
「他

＞に示します。

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平成元年よ
りアンケート調査を実施してきました。
このたび、平成17年度の調査 結果が
まとまりましたので、3回にわたりその
概要を報告させて頂いています。今月
号は3回目として「産業医活動の実態」

アンケート送 付対 象は、平成17年
度の協会会員名簿において従業員数
が50人以上を登録されている事業場
2,143事 業 場で、そのうち973事 業 場
（45.4%）から回答を頂きました。こ
のうち解析対象事業場は、従業員数
が判明していた971事業場としました。

の金属」「他の製造」が多く、事業場

従業員規模50人以上の産業医選任

規模が1,000人を越える業種は「一般

の法的義務を有する891事業場におけ

機械」
「電機」
「自動車」が多い傾向で

る産業医の選任状況は、96.5%
（860件）

した。

でした。平成13年は92.7%、平成15年
は92.5%であり、経年的に産業医選任

産業保健スタッフ

率の増加傾向を認めています。参考ま

従業員数が判明している971事業場

なお、回答事業場の中には調査回答

■＜図表1＞回答者の内訳
職種
事業所長
事務担当

平成17年
21
2.2%
539 55.5%

平成15年
31
3.2%
557 57.2%

平成13年
平成11年
37
2.9%
2.4%
723 57.3% 59.4%

衛生管理者

256

26.4%

234

24.0%

314

24.9%

24.1%

看護職

61

6.3%

47

4.8%

72

5.7%

4.8%

産業医
未記入
その他

3
4
87

0.3%
0.4%
9.0%

7
6
92

0.7%
0.6%
9.4%

6
1
108

0.5%
0.1%
8.6%

0.4%
0.5%
8.5%

971

100%

974

100%

1261

100%

100%

総計

■＜図表1＞ 回答者の内訳
未記入
産業医
看護職

事業所長

その他

衛生管理者

事務担当

■＜図表３＞看護師・保健師の何れかを
有する事業場（業種別）
業種
製造業合計

■＜図表２＞看護師・保健師の
何れかを有する事業場（規模別）
規模分類

事業場数

率

〜49人

4

7.8%

51

50〜99人

59

19.0%

311

100〜299人

112

30.6%

366

300〜499人

55

56.7%

97

500〜999人

61

74.4%

82

1000人〜

51

86.4%

59

342

35.4%

966

総計

でに全国データとして平成13年8月に

総計

事業場数
229
・食品
15
・繊維
1
・化学/石油製品
34
・ゴム･窯業･土石製品
9
・鉄鋼
9
・他の金属
8
・一般機械
21
・電機
44
・自動車
19
・精密機械
12
・造船･他の運送機械
9
・他の製造
48
建設
5
運輸・通信
22
電気･ガス･水道
11
商業
6
サービス
20
その他
52
総計
345

率
36.1%
22.7%
33.3%
47.2%
37.5%
42.9%
19.0%
34.4%
52.4%
33.9%
34.3%
50.0%
31.6%
16.7%
29.3%
55.0%
26.1%
26.7%
45.6%
35.5%

総計
634
66
3
72
24
21
42
61
84
56
35
18
152
30
75
20
23
75
114
971



厚生労働省が発表した「平成12年労
働安全衛生基本調査結果速報」によ
る全国レベルでの事業場規模別・業
種別の産業医の選任状況を掲載します
＜図4・5＞。

産業医として3年以上の経験」も資格

認めています＜図表6＞。なお、今回

要件として設けられました。
「認定産

の調査より産業医資格として労働衛生

業医」と「3年以上の経験」という資

コンサルタント有資格を独立項目とし

格保有者が大多数ですが、複数の資

て調査しています。この資格充足状況

格を有する産業医もいることから、産

を事業場規模でみると、小規模事業

産業医の資格要件
充足状況

業医を選任している885事業場におい

場では「△」
「×」の比率が高い傾向で

て、事業場単位で資格充足状況を分

した＜図表7＞。

平成8年に労働安全 衛生法（以下、
「安衛法」という。）が改正され産業

析しました。
「労働衛生コンサルタント
」
■＜図表1＞
回答者の内訳
産業医からの勧告
を有するものを
「◎」
「
、認定産業医」
「大 未記入
事業所長
産業医
産業医を選任している885事業場に
学等の講師」の何れかを満たすものを
その他
看護職

「○」、
「3年以上の経験」のみを満た

安全 衛生規則第14条では「労働大臣

すものは「△」、資格を持たないあるい

の定める研修（日本医師会認定産業

は事業場として産業医の資格について

医、産業医科大学の産業医学基本講

把握していないものを
「×」としました。

についても増加傾向を認めましたが、

座）修了者、労働衛生コンサルタント

「◎」は13.9%、
「○」は64.0%、
「◎」
「○」

今回の調査では「労働者の適正配置」

試験の保健衛生区分合格者、大学等

を合わせた有資格者は77.9%を占めて

に関する勧告の増加が目に付きまし

で労働衛生に関する科目の教授・助

おり、
「◎」および「〇」を専門的な産

た。
「労働者の適正配置」に関する勧

教授・常勤講師」と定められ、また、

業医知識を有する者と考えると、それ

告を受けた経験の有無に関する経年

附則第2条では「平成10年9月末時点で

らの有資格者は経年的に増加傾向を

変化を示します＜図表8＞。

■＜図表４＞法的義務を負う事業場での産業医選任状況（50人
未満と不明の事業場を除く）
規模分類

選任
選任率
事業場数

総計

厚生労働省
平成15年 平成13年 平成12年
平成7年
※

50〜99人

271

87.1%

311

87.30%

84.2%

67.8%

100〜299人

354

96.7%

366

93.20%

95.4%

87.6%

300〜499人

96

99.0%

97

97.30%

98.3%

97.7%

500〜999人

80

97.6%

82

96.50% 100.0%

97.7%

59

100.0%

59

100% 100.0%

98.9%

860

96.5%

891

1000人〜
総計

92.50%

92.7%

75.8%

製造業合計

総計

73.6%

590

93.1%

634

65

98.5%

66

89.20% 91.0%

・繊維

3

100.0%

3

100% 66.7%

・化学/石油製品

70

97.2%

72

100% 91.2%

・ゴム･窯業･土石製品

24

100.0%

24

95.70% 92.6%

・鉄鋼

17

81.0%

21

100% 90.5%

・他の金属

36

85.7%

42

100% 88.2%

・一般機械

57

93.4%

61

93.80% 88.9%

・電機

78

92.9%

84

97.80% 96.4%

・自動車

51

91.1%

56

95.70% 92.1%

・精密機械

33

94.3%

35

86.70% 72.7%

211

129

152

0％

100％
498

80％

540

527

60％
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■＜図表 8＞「労働者の適性配置」に関する
産業医からの勧告の有無
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■＜図表 7＞ 事業場規模と産業医資格要件充足状況
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■＜図表５＞業種別産業医選任状況（全事業場）
選任
選任率
事業場数

けた経験があるか否かを問いました。
事務担当
前回調査と比較すると、どの勧告内容
衛生管理者

■＜図表 6＞ 産業医の資格要件充足状況の推移
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40％

※平成12年労働安全衛生基本調査結果速報より



おいて、過去に産業医から勧告を受

医の資格要件が示されました。労働

20％

40％

60％

80％

0％

状況

健康指標に係わる調査研究報告（3）- 産業医活動の実態 -

産業医業務における
重要度

産業医に今後一層身につ
けて欲しい能力

産業医業務における重要度に関す

産業医に対して今後一層身につけ

る認識を問いました。前回同様に、第

て欲しい能力について、期待度の高い

1位には「健康診断実施あるいはその

順に3つまで問いました。最も期待度

事 後 措置」、第2位には「作 業 管理・

が高いと回答した事項は、
「メンタル

作業環境管理に関するもの」、第3位に

ヘルスに関する知識」22.6%、
「特に

は
「健康教育」という傾向を示しました。

ない」21.2%、
「健康診断に関するこ

産業医資格要件別にみると、労働衛

と」20.6%、
「職場改善に関すること」

生コンサルタント有資格の産業医を有

10.7%でした。前回の調査では、
「メン

する事業場では、その他の資格要件

タルヘルスに関すること」を選択項目

の産業医を有する事業場に比較して、

として取り入れていなかったため、こ

健康診断の診察・検査・読影・判定

の事項に対する期待度の推移を比較

への期待が低い傾向が見られました。

検討は出来ませんが、昨今の社会情
勢からも非常に注目されているメンタ

産業医活動に対する
事業場の満足度

ルヘルス対策が重要視されていること
が垣間見られる結果でした。

産業医に対する主観的評価を5点満

各種産業医活動の実態

点で記入していただきました。未回答

産業医活動の実態を①安全衛生委

事業場を除いた分の平均点は3.6点で

員会の出席、②職場巡視、③衛生管

平成15年とほぼ同様でした。産業医
資格要件別の傾向では、
「×」
「△」
「〇」
「◎」の順に評価点数が上がり、中で

理者との連 絡、④ 健診の事 後措置、
⑤健康教育という5つの視点から分析
しました。

も「◎（労働衛生コンサルタント）」に

産業医資格別にみてみると、
「◎（労

対する評価点は、平均点4点と高い評

働衛生コンサルタント有資格）」とそ

価を示す傾向が見られました＜図表9

れ以外では夫々の活動頻度に大きな

＞。

隔たりを認めましたが、
「◎」であっ
ても、労働安全 衛生法に

■＜図表 9＞ 産業医の資格要件と産業医
活動に対する満足度
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っている者は6割を下回り、
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また「○」の場合には、4
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2点

43

30

4点

5点
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3点

れる安全衛生委員会への

22

40％
20％

産業医の職務として定めら

割 程 度にとどまっていま
す。ただし、①〜③の項
目は、 平 成15年・平 成13
年の調査と比較すると、月
1回以上実施している割合

が徐々に増加傾向にあり、産業医活
動の活性度が増している傾向が示され
ていると考えられます。

就業上の意見を聞く医師
労働安 全 衛生法第66条の4「健 康
診断の結果についての医師等からの
意 見 聴 取 」 では、 事 業者に対して、
健康診断の結果に基づきその労働者
の健康を保持するために必要な措置
について医師の意見を求めるように定
められています。そこで産業医を選任
している885事業場に対して、この意
見を求める医師が誰であるのかを問い
ました。
全体の総計では、
「産業医」81.7%、
「外部健診機関」8.1%、
「かかりつけ医」
7.8%、
「不明」1.6%でした。事業場規
模別にみると規模が大きくなるにつれ
産業医に意見を求める率が大きくなる
傾向を認めています＜図表10＞。また、
経年変化を見ると、産業医に意見を求
めている事業場は、13年、15年から
徐々に増加しています。

さいごに
過重労働対策、メンタルヘルス対策
をはじめとして事業場における健康確
保対策の重要性は年々増しています。
本調査結果における産業医選任状況、
産業医の資格要件、産業医活動への
満足度から、小規 模事 業 場も含め、
徐々に産業医の認識向上・事業場内
における産業保健活動への理解が高
まっている傾向を認めているものと考
えられました。
※本調査にご協力いただいた事業場各位
の多大なるご協力に心より感謝申し上げ
ます。

■＜図表10＞事業場規模と就業上の意見を聞く医師

〜49人
50〜99人
100〜299人
300〜499人
500〜999人
1000人〜
未記入
総計

平成17年
71.4%
72.7%
82.8%
88.5%
93.8%
93.2%
75.0%
81.7%

産業医
平成15年
79.5%
73.7%
75.4%
84.5%
89.2%
93.6%
66.7%
78.5%

外部健診機関
かかりつけ医
不明
未回答
平成13年 平成17年 平成15年 平成13年 平成17年 平成15年 平成13年 平成17年 平成15年 平成13年 平成17年 平成15年 平成13年
63.5%
9.5%
7.7% 19.0%
9.5%
7.7%
9.5%
9.5%
2.6%
0.0%
0.0%
2.6%
7.9%
68.1% 12.2% 11.4% 13.2% 12.2% 11.8% 14.8%
2.2%
1.6%
1.6%
0.7%
1.6%
2.3%
74.6%
7.6% 12.8% 12.7%
7.6% 10.0%
9.6%
1.4%
0.6%
1.3%
0.6%
1.2%
1.8%
87.4%
5.2%
4.5%
8.4%
4.2%
8.2%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
2.1%
2.7%
0.8%
87.6%
3.8%
2.4%
7.9%
1.3%
6.0%
3.4%
0.0%
0.0%
1.1%
1.3%
2.4%
0.0%
95.6%
3.4%
4.3%
1.5%
3.4%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.9%
77.8%
0.0%
0.0% 22.2%
0.0% 33.3%
0.0% 25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
75.9%
8.1%
9.6% 11.7%
7.8%
9.5%
9.2%
1.6%
0.8%
1.1%
0.8%
1.6%
2.1%

総計
21
271
354
96
80
59
4
885

年

年

年

年



5

平成19 年度
第１回神奈川県健康管理機関協議会
神奈川県健康管理機関協議会

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としていき
ました。
平成19年度の会員機関は16機関で
年間２回の開催を継続的に重ねてい
ます。

第1回協議会
平成19年度第1回協議会は、平成
19年10月19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・福島 路子主任
衛生専門官の臨席のもと、11機関22
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）一般健康診断の項目改正
（2）石綿健康管理手帳の交付要件の
改正
（平成19年10月1日よりの変更）
についての説明されました。

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、
保健師等専門職不足などの協議が行
なわれた。

講演
労働衛生コンサルタント事務所オ
ークスの竹田透所長より「産業医の立
場から特定健診・特定保健指導を考
える」と題して講演をお願いしました。
来年４月から特定健診・特定保健
指導の実施が義務づけられました。
40歳から74歳までの被保険者や被扶
養者の方を対象とし、内臓脂肪型肥
満に着目した生活習慣病を予防する
ものです。健診結果の必要度に応じ
て本人に適した保健指導が行われま
す。したがって事業場で行われてい
る定期健康診断とは目的が違ってい
ます。
そこでこの２つの健診の違いを中
心に、実施面での問題などについて、
産業医の立場から説明されました。

産業医と
特定健診・特定保健指導
１、目的の相違

神奈川労働局 花形修身労働衛生課長（左）福島路子主任衛生専門官（右）
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①産業保健活動の目的
労働者が業務を行うことによって
起こる健康障害を予防すること、労
働者の健康状態にあわせた配置を行
うことによって健康状態の悪化を予防
することが産業保健活動の目的です。
つまり産業保健活動は労働者に対し
ては健康を維持しつつ労働を行うこ
と、事業者に対しては安全配慮義務
を果たすことが目的とされています。
②労働安全衛生法の定期健康診断
の目的
法定の健康診断はその結果に基づ
き事業者が適切な措置を講じること
により、労働者が健康を確保しなが
ら就業できるようにすることが目的と
されています。
③安衛法定期健診後の保健指導の
目的
保健指導の実施目的は、労働者の
自主的な健康管理を促進するための
ものです。保健指導として行う内容
は、必要に応じて日常生活面での指
導、健康管理に関する情報の提供、
健康診断に基づく再検査、精密検査・
治療のための受診の勧奨等です。
産業医の選任義務のある事業場に
おいては、個々の労働者ごとの健康

労働衛生コンサルタント
事務所オークス 竹田透所長

状態や作業内容、作業環境等につい
て、より詳細に把握しうる立場にある
産業医が中心となり実施されること
が適当と考えられます。
④特定健診・特定保健指導の目的
『標準的な健診・保健指導プログラ
ム』
（厚生労働省）によると、
生活 習慣病の予備軍に対する保
健指導の第一の目的は、生活習慣病
に移行させないことです。そのため
の保健指導では、
『対象者自身が健
診結果を理解して体の変化に気づき、
自らの生活習慣を振り返り、生活習
慣を改善するための行動目標を設定
するとともに、自らが実践できるよう
に支援し、そのことにより対象者が
自分の健康に関するセルフケア（自己
管理）ができるようになること』を目
的としています。
まず、この様に産業保健活動と特
定健診・保健指導には、目的の相違
があります。
２．活動の焦点の相違
産業保健活動の中には、生活習慣
病予防（THP)など企業にとって有効
な広義の保健活動がある一方で、作
業関連疾患の予防（過重労働・メンタ
ルヘルス対策）という法令遵守や安
全配慮義務など狭義の産業保健活動
があります。これらの産業保健活動
からもわかるように、特定保健指導
とは一致していないのです。
さらに実施責任についても、産業
保健活動はあくまでも事業者が実施
主体となるものであるのに対し、特定
健診・特定保健指導は国民健康保険
や健康保険組合などの医療保健者が
実施主体となるものです。
したがって産業医にとって特定健
診・特定保健指導は、保健活動の一
つとして価値があることは確かです。
しかし産業保健活動とは基本的に異
なるものであり、直接積極的に関与す
るものではないと考えられます。
さらに健 康診断の事 後 措置の中
で、生活習慣病予防の一部でオーバ

ーラップする部分はあります。しかし
産業医にとって、過重労働・メンタル
ヘルス対策等と比べ、優先順位を高
くできない上に非常に多くの時間が取
られてしまうことが予想されます。し
たがって一般に産業医が特定健診・
特定保健指導を担当できる可能性は
高くなく、現実には難しいと竹田講師
は説明されました。

混乱している要因
保険者としてはせっかく事業場に
医療職がいるので、特定保健指導で
働いて欲しいと思っている人もいるの
ではないでしょうか。しかしこれはも
ともとの産業保健スタッフの役割や業
務の実情が理解されていないためで
はないかと考えられます。
一方、事業者の中には産業保健活
動を自らの責任で実施せず、健康管
理活動を健康保険組合にすっかり任
せていたり、産業保健スタッフが健
康保険組合に所属しているケースもあ
ります。その上産業保健スタッフの中
にも自らの役割を十分理解していな
い人もいて、特定保健指導は、我々
の仕事と考える人もいるのです。今回
の特定健診・特定保健指導の導入は、
それぞれの役割や業務をしっかり理
解するいい機会になりそうです。

実務面での問題
基準値のズレ
特定保健指導対象者の選定 基準
は、 腹 囲 M≧85cm・F≧90cm or
BMI≧２５、空腹 時血糖 100mg/dl
以上、HbA1c 5.2％以上、中性脂肪
150mg/dl以 上、HDL-C 40mg/dl未
満、収縮期血圧 130mmHg以上・拡
張期血圧85mmHg以上、さらに喫煙
歴が選定項目となっています。したが
って特定保健指導対象者の選定の基
準は、血糖値やHbA1cの基準値や、
さらにはメタボリックシンドロームの
診断基準との間に数値のズレがあり
ます。
また特定健診で扱われない労働安

全衛生法の法定項目や、特定保健指
導の階層化に用いられない検査、事
業所の健診で実施している労働安全
衛生法の法定外健診項目についてな
ど、特定保健指導との役割分担が必
要となってきます。
この２つの健康診断の基準値のズ
レに対しては、疑問に思われる受診
者が出ることが予想されます。数値の
ズレに対してどう扱っていくのかが、
保健指導の説明場面での悩みどころ
になりそうです。
その対応策の一つとしては、受診
者に対して「国が決めた生活習慣病
予防措置のための基準が新たに加わ
りました」と説明し、従来の健康診
断の基準値とはズレがあることを事
前に説明することも良いでしょう。
また健康保健組合の求めに応じて
データの提供をする場合は、データ
抽出作業や、同意を得る手続きなど、
健診データの提供に関しても多くの問
題が予想されます。

特定健診･特定保健指導は産業
保健に活かせるのか？
この疑問に対しては、これからの
取り組み次第です。まだまだこの健
診を活かすことを考えている事業場
は少ないようです。しかし従業員の健
康レベルの維持が事業場の事業活動
の維持にも繋がると考えるならば、こ
の健診と、どの様に連携し活かして
いくかを考えていくことがこれからの
事業場に求められると思います。
さらに事業者と保険者の保健活動
の責任と役割分担を明確にするチャン
スでもあるのです、と竹田講師は説
明されました。

《事務局》

神奈川県予防医学協会
〒231－0021
横浜市中区日本大通58
（日本大通ビル）
電話 045－641－8595
FAX 045－641－2863

11

専属産業医としての産業保健活動
（株）日立製作所オートモティブシステムグループ厚木事業所 専属産業医  髙畑
私が自動車部品製造会社で専属産
業医として活動を始めてから12年にな
ります。現在の社名は（株）日立製作
所オートモティブシステムグループ厚
木事業所ですが、12年前の入社当時
は（株）ユニシアジェックスという独立
した会社でした。2002年に日立製作
所の100％子会社日立ユニシアオート
モティブとなり、2004年に日立製作
所に吸収合併されて現在に至ってい
ます。
当事業所には事務部門、開発部門、
生産部門の3つのセクションがあり、
関連会社も含めて約2500人の従業員
が働いています。主要商品はピストン、
VTC（バルブタイミングコントロール）、
ABS（アンチロックブレーキシステム）
などで、北米、ヨーロッパ、アジア
の海外拠点でも生産しており現地で
活躍している従業員も数多くいます。
実は入社以前は小児科の臨床医と
して病院勤務をしており、産業医とし
ては文字通りゼロからの出発でした
が、まだ何をすべきかよく理解してい
ない入社２週間後に、いきなり健康
管理室の年間最大イベントである全
従業員一斉の定期健康診断が始まり
ました。健診時の産業医の役割は、
健康相談と過去１年間に休業を伴う
何らかの疾病に罹患した従業員の経
過問診です。この時頭痛、胸痛、腰
痛から湿疹、眼症状、婦人科関連症
状に至るまで、それこそ全身にわた
る様々な症状についてアドバイスする
という経験をしました。また、今は
ほとんど携わっていませんが、初め
の頃は産業医の業務の半分は社内診
療所での外来診療で、毎日午前中は
生活習慣病を中心に内科疾患だけで
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なく外科的処置も含め、今まで教科
書でしか知らなかったような病気も診
ることになりました。2,3年間は産業
保健関係はもちろん、診療に関わる
知識を深めるために方々の講習会に
参加し、医学雑誌を読み漁りました。
産業保健推進センターでの勉強会に
も随分お世話になっています。
でもこの診療と健康相談を通じて
多くの従業員と接することができて、
それが私の産業医としての原点となっ
たと思っています。
産業医になって初めに取り組んだ
のが分煙です。 入社当時社内は一部
を除きほとんど分煙がなされていませ
んでした。ロビー、事務所、ミーティ
ングエリアには灰皿が置かれ、会議
中も喫煙が許されていました。12年
前は健康増進法がまだ施行されてお
らず病院内でも喫煙が可能な時代で
したから、分煙という意識がまだ浸
透していませんでしたが、喘息を持
病に持つ一人の従業員の訴えが分煙
を遂行するきっかけとなりました。そ
の訴えは「業務上の会議中にタバコを
吸われると逃げることができず、苦し
さを我慢するしかなくて辛い」という
ものでした。早速安全衛生委員会で
会議中の禁煙を提案したところ、議
長が「病気の人を我慢させてはいけ
ませんね」とその場で禁煙を宣言し
てくださいました。それが第一歩でし
たが、その後の進行は牛歩のごとく
でした。喫煙所を設定しようにも場
所がない、予算が取りにくい、来客
の喫煙を制限できない等様々な障害
があり、役員会議での禁煙を専務に
直訴して実行していただいたこともあ
りました。愛煙家からも随分煙たが

玲子
（株）日立製作所オートモティブ
システムグループ厚木事業所

健康管理室職員（前列中央 髙畑玲子氏）

られ（？）ましたが、非喫煙者の従
業員からの応援もあり徐々に喫煙所
が設置されて、喫煙者からの理解も
得られるようになりました。現在はほ
ぼ分煙も完成し、次は社内の喫煙率
低下を目標に掲げています。
現在一番の問題であり重点を置い
ているのはやはりメンタルヘルスで
す。日本全体の例に漏れず、当事業
所でもメンタルヘルス不全に陥る従業
員は増加傾向にあります。以前は欠
勤、早退、遅刻が多い部下について
上司が相談に訪れることがほとんど
でしたが、最近はメディアを通じてメ
ンタルヘルス、特にうつ病の情報が広
く知れ渡るようになったこと、管理監
督者対象の社内研修会を通じて意識
が高まったことから、上司が部下の
異変に早期に気付くことも増えてきま
した。最近の特徴としては、本人か
ら直接「自分はうつだと思う」と相談
されるケースが多くなったことでしょ
うか。

まず産業医が面接し、状況に応じ
て社内カウンセラーや社外の専門医、
上司と連携をとりながらフォローして
いますが、長期の休養を要する場合
も少なくありません。 従来、休養
中の従業員に対しては上司が本人ま
たは家族と連絡を絶やさず様子を見
ていくことが基本で、休職者は毎月
人事に状況報告書を提出することに
なっていましたが、メンタルヘルス不
全の場合報告が滞っても人事サイド
で督促することを躊躇する傾向があり
ました。また仕事がストレッサーとな
って休職した場合、上司が連絡を取
ることが逆に病状を悪化させる恐れ
もあります。
そこで今期当事業所独自の取り組
みとしてメンタル不全による休職者復
職支援マニュアルの中に「キーパーソ
ン」制度を導入しました。キーパーソ
ンは人事に代わって本人と会社のパ
イプラインとなり、定期的に連絡を取
って人事、健康管理室に状況を報告
する役割を担います。休職決定時に
本人に「自分の意を汲み取ってもらえ
る人」を指定してもらうこととし上司
が最適ですが、該当者が思い当たら
ない場合は健康管理スタッフ、人事
担当者がキーパーソンとなることも可
能です。休職者の話し相手としての
役割も期待されるため、かなり重要
な存在となります。キーパーソン自体
が過大な負担を感じないように健康

管理室がキーパーソンをバックアップ
していくのはもちろんのことです。休
職者は会社から連絡があると仕事を
思い出して気分の落ち込みが戻る場
合、反対に連絡がなくて見捨てられ
たように思う場合、いずれにしても不
安になりやすい状態にあります。中
立的な立場のキーパーソンの存在で
この不安が軽減され、治療に専念で
きることを期待しています。まだスタ
ートしたばかりでトライアル中ですが、
再休職者を出さないためにも、この
制度を充実したものにしていきたいと
思っています。
健康管理室では毎年スタッフがア
イデアを出し合って健康イべントを計
画していますが、今年の活動のトピッ
クスは看護スタッフによる出前歯磨き
講習会の実施でした。今までほとん
ど触れることがなかった口腔衛生の
分野で従業員の意識を高めることを
目的に、まず産業歯科医に口腔衛生
講演会を依頼し、そのフォローも兼
ねて看護スタッフが昼休み職場に出
向き歯磨き実習の指導を行っていま
す。講演も含めて14回、延べ700人の
従業員が参加し、正しい歯磨きを学
びました。この出前講習会は今後も
継続し口腔衛生の啓蒙を行っていく
予定です。
その外、年に１回健康管理室と安
全衛生委員会共催で健康講演会を実

施しています。昨年は医師でありなが
ら落語家としても活躍されている立川
らく朝さんを招いて健康落語寄席を
開催し大好評を得ました。今年は日
立健康管理センターの中川徹先生に、
わかりやすいダイエット法として先生
が開発された「はらすまダイエット」
講演をお願いする予定です。
ユニシアジェックス時代は１人だけ
の専属産業医として判断に悩むこと
もありましたが、日立製作所という大
きな組織の一員となって、本社健康
管理センターや産業医会議を通じて
情報やアドバイスが得られるようにな
り、産業保健活動の幅が広がったよ
うに思います。
最後に、余談になりますが、私の
勤務先は自動車部品製造業なのに入
社以前は全く自動車に興味がなく、
日産もホンダもトヨタも区別がつきま
せんでした。当然ピストンやプロペラ
シャフト、ABSなどの部品名もさるこ
とながらどのように車に組み込まれ、
どのような機能があるのかということ
についても全く知りませんでしたが、
産業医活動を通じて自動車について
もかなり知識が増え、
（12年前には想
像もつきませんでしたが）、今は国産
車なら街を走っている車の車種がた
いていはわかるようになったと自負し
ています。

第一製造課 安全・衛生・防災活動板
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平成19年度全国労働安全衛生週間 神奈川労働局長優良賞 受賞事業場

快適職場推進の取り組み
（株）山武 藤沢テクノセンター 環境安全グループ

はじめに
株式会社山武藤沢テクノセンターは
ＪＲ東海道線の藤沢･大船間の海側
の線路沿いに位置している。山武は
2006年12月１日に創業100周年を迎え
た。
「azbil」を山武グループの統一シ
ンボルとして、人を中心としたオート
メーションで、人々の「安心、快適、
達成感」を実現し、地球環境に貢献
することを目指している。100周年を
記念して藤沢に「新技術棟(以下、新
棟)」を建設し、5箇所に分散してい
た研究・開発･エンジニアリング部門
を藤沢に集合させ、シナジーを高め
ることにした。これに先立ち生産ライ
ンの大半は神奈川県の伊勢原工場に
移管し、社員数も約800名から1900
名に増加し、安全衛生に関する部分
も大きく変化した。
安 全では連続無災害記 録を1984
年8月以降継続し、2006年5月には第
5種連続無災害記録3550万時間を達
成し、現在も継続中と輝かしい成果
を達成しているが、衛生関連では表
彰を受けておらず片肺状態であった
ので、衛生部門として本格的に快適
職場形成を目指した。2003年に快適
職場の認定を受けてから今年まで５
年連続で認定を受けている。
空調制御のメーカでありながら社
員から空調に関する苦情が度々あり、
快適な職場環境の実現に向け手探り
の状態で改善を開始した。省エネに
は本格的に着手しており、当初省エ
ネと快適性は相反するものと想定し
たが、どちらも最重要の課題である
ので両立を大前提に活動した。
空気環境改善と温熱環境改善が
我々の快適職場活動の主なものであ
る。本稿では延べ床面積9000m2、5
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塚越 隆啓

階建の事務棟での改善について、快
適性と省エネの両立を主眼に紹介す
る。

具体的な対策
①冬場の低湿度改善
冬場は25℃で30％ＲＨ程度の状況
が生じていた。のどが痛い、風邪を
引いたなどの苦情もあり急務な課題
であった。家庭用加湿器の設置など
いろいろ対策をしたが効果がなかっ
た。機器の故障などを疑ったが、よ
く調べてみると空調設計条件が22℃
の40％ＲＨとなっていた。この条件は
特別不自然ではないが、室内の熱負
荷が高く、25℃程度までは容易に上
昇して相対湿度は30％ＲＨまで低下
する。加湿能力を倍程度増強し、25
℃でも45％ＲＨ程度を確保出来るよう
にした。供給する水と機器の維持管
理にも注意を払い、冬場の湿度問題
は完全に解決した。水平展開として、
新棟の仕様は24℃ 40％ＲＨ以上を確
保した。

②床下吹き出しのドラフト対策
事務棟は床吹き出しの空調であり、
吹き出し部分の近くの人はドラフトを
強く感じて寒い暑いの苦情が多かっ
た。吹き出しのスイッチがＯＦＦされ
ていたり、棚などの下になり実質機能
していない吹き出しがあった。このた
め吹き出しの空気総量が不足し空気
の流れの偏りが見られた。これは温
度ばらつきにつながる。新棟建設に
伴う事務棟の全面的なレイアウト変更
時に、吹き出しの位置を入念にチェッ
クし、通路部分や窓側などには吹き
出しを多く配置し、風の強さを「強」
にした。足元付近への吹き出しの設

（株）山武 藤沢テクノセンター

置は少なくし、
「中」か「弱」にセット
した。また、吹き出しを停止しないよ
う働きかけた。この結果、レイアウト
変更後はドラフトに関する苦情は余り
聞かなくなった。尚、新棟では床吹
き出し空調は採用しなかった。

③室内温度分布のばらつき改善
室内の温度分布のばらつき改善を
狙い、窓には断熱塗装を施し、天井
にはファンを設置した。冬場足元の
温度が低く、過剰な暖房になるのを
防ぐために天井ファンを導入したが、
快適で非常に評判が良かった。夏場
は風が欲しく、適度な風を送ること
で設定温度を１℃ないし2℃高めに設
定することが出来た。既設の工場棟
の窓は隙間風が多く、密閉性と断熱
性の向上のため、2重窓を採用し建物
の窓を全て2重窓化した。ばらつきの
改善は空調でも有効であった。

④空調設定温度
空調設定温度の3℃位の差が快適
性に大きく影響する。設定温度は省
エネ推進上大いに悩むところである。
仕事の効率も重要であり、地球温暖
化防止も地球の存続にも係わる大問

題であり、省エネ促進も絶対条件で
ある。がまんを強要する省エネ活動
は長続きしない。このあたりを考慮し、
温度設定では余り無理な要求はしな
いことにした。快適性と省エネのバ
ランスを常に考慮し、夏場の空調温
度は27℃が維持できる設定温度にし
た。実質上は26.5℃が中心温度にな
る。天井ファンにより適度の風を供給
しているので、暑すぎず寒くなくまず
まずの温度である。
冬場の温度は22℃を狙いにしてい
るが、この設定はなかなか難しい。
事務棟の空調は冷房か暖房かのいず
れで送風モードがない。１階に熱負
荷の高い恒温槽群があり、冬場でも
冷房熱源も稼動して、22℃の設定す
ると冬場でも冷房で冷たい風が吹く
ことになる。これは非常に不快であ
り省エネにもならない。中間期や冬
場は25℃位までの温度は、なりゆき
に任せておくのが快適で省エネでも
ある。全面的なレイアウト変更後は、
恒温槽が別の建物に移動したので真
冬の冷房は不要になった。今年は冬
場22℃設定への挑戦をしてみたい。

⑤室内粉塵対策
建物内部がほこりっぽいとの指摘
があった。外の空気と比較して調べ
てみると明らかにほこりっぽい状態で
あった。本格的に粉塵量の測定をし
たが、測定上は異常ではないとの見
解が示された。我々は自分達の感性
を重視し原因を探った。１階に設置

囲い方式の喫煙室外観

してあるドラフトチャンバーへの給気
部周辺に、黒い粉が飛散していた。
早速黒い粉を分析したところ鉄 分、
ゴム、セメント、クレイが主成分であ
った。事務棟の横は道路と東海道線
の線路がある。電車の車輪とレール
の磨耗粉、車のタイヤと道路の磨耗
粉がまき上げられて建物内に取り込ま
れていた。部屋内に入り込んだ粉塵
は、歩行と床下からの空調吹き出し
で巻き上げられる。空気調和機付近
に設置されているエアクリーナで大半
は集塵されるが、部屋内だけで舞い
落ちる粉塵もある。屋上にある鳩小
屋を経由して外気は室内に入るので、
鳩小屋に集塵フィルターを設置した。
また、室内の床を定期的に隅々まで
念入りに清掃し、室内に持ち込まれ
た粉塵の除去をした。室内のほこり
っぽさは半年で完全に無くなった。

⑥分煙対策
喫煙場所にはエアクリーナは設置
されていたが、喫煙者が集中すると
煙が執務室などへ流れ、目やのどが
痛い、強烈な臭いがするなどの苦情
が出た。健康増進法でも受動喫煙の
防止が示された。建物全体を禁煙に
する考えもあったが、次のような理由
から分煙することにした。
・煙草を吸わない人を受動喫煙から
確実に保護する。
・自社で製造販売しているエアクリー
ナを活用した状況を実現する。

・喫煙する人の作業効率も考慮する。
単純に囲いを作り外部に排気する
のは、空調された空気が全量排出さ
れて省エネにならない。囲いを作った
上で、喫煙室内の空気の一部分を外
部に放出し、残りは電気集塵して喫
煙場所に戻すようにエアクリーナを設
置した。喫煙者が吐いた煙をその人
や周囲の人が吸い込まないように、カ
ウンター式のエアクリーナも同時に設
置した。喫煙室への給気は入口のガ
ラリからとした。粉塵量、ＣＯ２濃度、
給気量などを計測したところ、ほぼ
設計値どおりであった。この喫煙室
設置後も順次喫煙室を設置し、新棟
の7箇所を含め藤沢テクノセンターに
は18箇所の喫煙室がある。囲い方式
には、正式なものや簡易のビニール
カーテン方式があり、場所、予算な
どで決めている。喫煙者と非喫煙者
のコミュニケーションにも重視し、声
が届くように穴も開けている。

まとめ
快適職場の形成を目指し活動を継
続してきた。ＰＤＣＡを回すことでノ
ウハウも溜まり、確実に職場が快適
になった。新棟建設で建築物総合環
境性能評 価システム（ＣＡＳＢＥＥ）
最高のＳクラスの認定を受けた。日
経ニューオフィス賞の「推進賞」と「環
境賞」もダブル受賞し、快適職場に
取り組んで本当に良かったと実感して
いる。

エアクリーナを設置した喫煙室内部
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平塚地域産業保健センター

最近の活動状況について
平塚地域産業保健センター長

平塚地域産業保健センターは発足

る診療機関の名称・所在地等を記載

年は計画を上回る訪問指導を実施す

したマップを作成し関係者に配布し

ることができました。平成18年度も

センターの主な事業のひとつであ

た。さらに、平塚商工会議所主催の

計画を68％上回る84事業場（構内協

ります健康相談は、発足時には一定

テクノフェアーにも参画し、会場に健

力事業場を含む）の訪問健康指導

の場所・一定の時間に相談窓口を開

康相談窓口を設けるとともにパンフレ

を実施し、業種別としては製造業48

設し産業医が待機しておりましたが、

ットなどを配り、夜間・休日健康相談

件、商業21件、運輸業6件建設業2件、

相談者は少なく関係者の関心も稀薄

窓口の活用を呼び掛けた（写真）。ま

その他7件となっております。しかし、

であり当事業の先行きに危機感を抱

た、市町広報紙・商工会議所等の機

最近は倒産や移転等で閉鎖する事業

き、その活性化についてセンター長・

関紙にも関係記事を搭載したほか平

場も目立ち、新規に事業場を開拓す

産業保健担当理事が協議いたしまし

塚市医師会のホームページでもその

る必要があります。限られた予算の

た結果、相談者が来所するのを産業

周知と活用の促進を図ってまいりまし

中でより事業効果が見込める訪問指

医が相談窓口で待機しているのでは

た。

導を当センターの重点に掲げ、今後

15年目を迎えております。

なく、事業場または災害防止団体及

しかし、その方法でも現在のとこ

び経営者団体が開催する会議・研修

ろ利用者は多くないが、長時間労働

会等に産業医が出向き健康講話を行

による健康障害防止対策の浸透や健

また、健康指導時の主な指摘事項

い、併せて健康相談を受ける方法に

康意識の高まりもあって最近は相談

としては、第二次健康診断の未実施

変更し実施したところ、出席者より一

者が少しずつ増える傾向にあります。

が目立ち、指導事業場の約半数が

定の評価はありましたが、健康相談

また、来年4月より小規模経 営者

未実施でした。これは小規模事業場

になるとなかなか相談者がいないの

にも長時間労働者に対する医師の面

は高齢労働者が多数を占め、そのた

が実態です。

接が義務付けられていることもあり、

め有所見者率が高いこと、経営者に

相談者が漸増するものと期待してお

第二次健康診断実施とその結果の把

ります。

握が健康管理上欠かすことができな

平成11年より拡充事業がスタート
し、夜間・休日健康相談が事業の一
環として追加されましたが。センター

16

小池 裕司

一方、訪問健康指導については、

も訪問健康指導を積極的に推進する
所存です。

いという認識が稀薄で、健康は労働

発足時の健康相談窓口の実情から考

発足直後は経 営者にその制度の利

者自身が自己の責任で確保すべきで

え、労使に最も便利で都合の良い方

用・活用をパンフレットや関係団体の

あると考える経営者が多い。そのた

法で実施する方策がないかと検討し

機関紙等により呼び掛け訪問健康指

め産業医は経営者に対して第二次健

たところ、夜間・休日に近隣の産業

導希望事業場を募りましたが、応募

康診断の重要性を説明するとともに、

医の診療機関で相談ができるやり方

する事業場が少なく事業の推進に苦

その受診を徹底するように指導してき

がよいとの結論に達し、協力産業医

慮しました。そこで事業主や担当者

ております。

の理解と協力を得て各産業医の診療

に直接アプローチする

機関を夜間・休日相談窓口とすること

以外にないと考え、コ

でスタートいたしました。

ーディネーターが電話

夜間健康相談窓口として36診療機

や事業場訪問する等に

関、休日健康相談窓口として29診療

より積極的に対処した

機関を開設し現在に至っております。

ところ、理解を示し指

この夜間・休日健康相談窓口を関係

導を受諾してくれる経

者に積極的に利用してもらうために

営者も増え、この15年

は、このシステムを労使または関係

で登録事業場も150社

諸団体に周知することが最も重要と

ほどになり3年に1度そ

考え、夜間・休日健康相談窓口であ

れらを訪問し、ここ数

平塚商工会議所主催「テクノフェアー」での当センターブース

夜間・休日健康相談産業医マップ

一方、労働者側にも生活習慣病防
止に対する知識が十分でないことが
原因と思われたので、
「健康診断結果

の見 方のポ

向上、効率化など生産管理が強化さ

イント」 等

れるとともに、正社員の一部には長

の資料を作

時間労働を強いられるなど、働く人

成し労 使に

によりプレッシャーが強くなってきて

配 布してい

いるなど労働環境の悪化の中で、働

ま す。 さら

く人の「こころとからだ」の健康づく

に、過重労

りはますます重要になってきておりま

働と健 康リ

す。それに伴い地域産業保健センタ

スクについ

ーの役割も重視され、センターの指

ても説明し、

導体制の一層の充実を図るとともに、

経営者に適

推進センター及び地域の保健福祉事

正な労働時間管理を行うよう求めてお

務所との連携を密にしていく必要が

ります。

あると考えております。

企業が生き残るために、生産性の

（文責 大木國男）

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。

業務内容
健 康 相 談 窓 口 の 開 設

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。

職場訪問による産業保健指導の実施

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。

医師による面接指導の実施

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。

産 業 保 健 情 報 の 提 供

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。

●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（拡充）

横浜北地域産業保健センター

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

〒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.045-317-5475 FAX.045-317-5476

湘南地域産業保健センター（拡充）

横浜南地域産業保健センター

〒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

相模原・津久井地域産業保健センター（拡充）

横浜西地域産業保健センター

〒228-0803 相模原市相模大野4-4-1 相模原南メディカルセンター内
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

三浦半島地域産業保健センター（拡充）

県西地域産業保健センター

〒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

鶴見地域産業保健センター

県央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 〒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.045-521-2738 FAX.045-521-2738
TEL.046-223-8072 FAX.046-223-0556

川崎南地域産業保健センター

川崎北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

〒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
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関東労災病院から

勤労者の健康確保と労災病院の役割
労働者健康福祉機構医監  関東労災病院長

はじめに

災患者は入院、外来
ともに各々3％以下で
ある。
労災 病院は 現 在、
本来の政策医療であ
る「勤労者医療」に
どう取り組むかを明
確にする課題を背負
っている。

現在の我が国における医療の最大
の問題は、患者・国民のニーズに見
合った医療供給体制の急速な破綻で
ある。これは地域の救急・専門医療
を支える総合病院において、外科系
医療以外は評価されない診療報酬体
系による経営上の負担と、医師の立
ち去りによる。医師不足は小児科、
産婦人科に目立つが、目立つのは社
会的に注目されるからであり、内科、 勤労者医療の
外科とても事情はさほど変わらない。 現状
先進国に共通の課題ではあるが、我
「勤労者医療」は、
が国はとくに医療技術の進歩、高齢 「疾病と職業との関係
化という医療費を押し上げる要因に
についての豊富なデータの蓄積の上
対して医療費の増加が抑制され（1人
に、働く人々の疾病の予防、早期発
あたりの健康関連費用の2000年から
見、治療、リハビリテーションなど医
2004年 の間 の 増 加 は、OECD平 均
療の全段階を通して、その健康と職
4.3％に対して2.1％。OECD Health
業生活を守っていくための行為」
（伊
Data 2007）、一方国民 皆保険で医
藤庄平労働者健康福祉機構理事長）
療は当然の権利として、フリーアクセ
とされる。
スの名のもとに、大病院に押しかけ
このように広い内容をもつが、現
る患者に対応しきれない過重労働と、 在各労災病院には、①具体的な職業
それから生ずる患者・医師関係の軋
関連疾患の予防や治療の専門センタ
轢に、医師が疲弊するといった極め
ーがあり、②独立行政法人化ととも
て悪い状況がある。この現状は、か
にスタートした労災疾病等13分野の
つてサッチャー首相が経済立て直し
医学研究・開発、普及事業への参加と、
のために社会保障費を削減した1990
③地域社会や企業への健康講座、出
年代の英国に酷似しており、その後
張指導など健康増進や教育活動など
英国は医療費の増加によってももとに
を行う組織があり、多彩な活動を行
戻らない現状をみると、我が国もす
っている。
でにpoint of no returnを越えてしま
勤労者医療に関する個別のセンタ
ったことが憂えられる。
ーは、各労災病院がそれぞれの特色
一方世界に例をみない高齢社会を
に応じて設立し、活動を進めている。
迎える我が国においては、勤労者の
例えば当院では平成10年から14年に
健康保持と高齢者の就労は、国家的
かけて、勤労者リハビリテーションセ
課題である。現在我が国の労災事故、 ンター、勤労者メンタルヘルスセンタ
労災疾病は、適切な業務管理や予防
ー、勤労者脊椎・脊髄・腰痛センター、
施策により著しく減少し、当院の労
働く女性メディカルセンター、勤労者
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感覚器センターを設立し、各々専門
の診療や相談事業を行っている。各
労災病院の診療センターは毎年の日
本職業・災害医学会で学術発表や交
流を行い、また働く女性のヘルスサ
ポートとして”女性医療フォーラム
“を
５病院と労働者健康福祉機構が合同
で年2回開催している。
労災疾病等13分野の医学研究・開
発は、全国の労災病院に労災疾病研
究センターあるいは研究室を置き、問
題となる分野のモデル医療・予防法
の研究・開発、普及事業に取り組ん
でいる。既に多くの研究実績がある
振動障害、シックハウス症候群、じ
ん肺、 腰 痛など では、 診 断、 要因
分析、治療などの研究成果がまとめ
られ、またニーズの高いメンタルヘ
ルス不全と職場環境、およびアスベ
スト関連疾患の診断・治療・予防法
の開発について、外部機関と連携を
図りながら精力的に研究を進めてい
る（ホームページURL: http://www.
research12.jp）。
現在、勤労者予防医療の主な対象
は、脳・心臓疾患と過重労働の関連、

機関と共同で、勤労者の保健意
のもとに、労災病院が高齢者の健康
識の改革にどのように貢献出来る
保持や就労のサポートに果たす役割
かが問われている。
は大きく、それに適切に応えること
労災疾病等の研究の中間報告
が期待される。
で判明したことの一つに、患者の
おわりに
職場復帰を目標とした研究の重要
性がある。従来の医療の目標は
第二次世界大戦後の目覚しい経済
病気の治癒あるいは一定の障害を
発展により経済大国となった日本は、
残して再発のリスクを減らした病
その成果を真に国力を増加させる基
その背景としての生活習慣病、さら
状固定であった。しかし現在世界保
盤とくに国民の文化度、あるいは民
に職場のストレスによるうつ病や神経
健機関（WHO）の国民生活機能分類
度の向上とそれを維持、発展させる
症など、近年増加して重要視されて （ICF）
（2001）においても、障害者
制度の確立に結実させなかったこと
いる勤労者の病気である。これらに
の就労やそのための環境整備が要求
が、近年の教育の停滞、社会保障費
一次予防の段階から積極的に取り組
されている。そのための保健福祉サ
の削減、格差社会の助長など負の要
むために、勤労者予防医療センター
ービスは我が国が先進諸国に遅れて
因を肥大させる状況を生んでいると
（９労災病院）あるいは予防医療部
いることはまぎれもない事実である。 いえよう。
（２３労災病院）が平成16年4月に設
その改善には労災疾病や勤労者の生
しかし日本人の勤勉、教育水準の
置された。この組織は“職域、地域
活習慣病、精神障害の治療目標を職
高さをもってすれば、北欧、英国の
の疾病予防と健康増進”を目標に地
場復帰におき、そのための治療研究、 経験を参考にして世界未曾有の高齢
道な活動を進めているが、将来の我
モデル治療を推進することが労災病
化への適切な対策を確立することが
が国のあり方を見据え、
“自分の健康
院には求められる。
出来ないはずはない。
は自分で守る”意識をうえつけること
さらに高齢 者の就労サポートも、
その中で国力の中心となる勤労者
を目指した極めて大切な事業である。 これからの労災病院の研究・予防活
そして就労可能な高齢者の身心の健
動の大きなテーマである。日本一高
康を維持し、生き甲斐のある生活を
今後の課題
齢者の就労率が高い長野県は1人あ
支えるための基盤を作るために、労
平成20年度から、
「糖尿病等の生
たりの老人医療費が最も少ない。都
災病院群、産業医大とその出身者、
活習慣病の有病者・予備軍の減少を
会は高齢者の生活や就労に不利な条
労働者健康福祉機構などの役割を改
通しての医療費削減」を目的に、メ
件が多いが、地域や職域の保健スタ
めて策定し、実践することが大きな
タボリックシンドロームを標的とした
ッフ、産業医大出身者、嘱託産業医
課題である。
“特定健診、特定保健指導”の制度
など幅広い健康事業従事者との協力
が施行される。この事業
は医療費削減を目的の前
面に押し出せば失敗する
ことは目に見えている。こ
れからの我が国にとって大
切な、
「自分の健康は自分
で守る」意識を国民に定
着させ、
「 健やかに生き、
老いる」ための事業にし
なければならない。単に
保険医療の一環ととらえた
検 診、指導には多くの国
民はのらないだろう。
労災病院は労働者健康
福祉機構の病院群として、
産業医科大学や関連研究
看護フェアのボランティアコンサート
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衛生管理者訪問

住友スリーエム（株）相模原事業所
住友スリーエム（株）相模原事業所長

事業所概要
住 友 スリーエ ム（ 株 ）相 模 原 事
業所は米国スリーエム社と日本電気
（株）
・住友電気工業（株）との合弁
会社の製造拠点として1961年に当地、
橋本五叉路の16号線と129号線に囲
まれた相模原市南橋本に第1工場を
完成させスタートしました。その後、
次々と建増しをし、1970年にはほぼ
現在の形になりました。
製造品目は接着剤から始まり、粘
着テープ、磁気製品、研磨材と米国
スリーエム社製品を次々と国産化し
てきました。国産化が一段落した後
は、日本の顧客にフォーカスした日本
化も進み、1985年には開発拠点とし
てテクニカルセンターが設立されまし
た。また1997年には顧客と製品開発
の接点としてカスタマーテクニカルセ
ンターが開設され、住友スリーエムグ
ループの製品開発の拠点という性格
がますます強くなってきています。事
業所の人員は社員が研究開発関係約
430人、製造関連約350人、派遣社員・
協力会社を含めて約1,000人となって
います。

安全衛生管理体制
安全 衛生管理体制は相模原事業
所長を総括安全 衛生管理者に選任
し、事業所安全衛生委員会の委員長
として、以下会社側委員・組合側委
員各18名、事務局1名で構成されてい
る事業所安全衛生委員会を毎月開催
しております。安全管理組織は＜図2
＞の通りで、かつ、主要な職場には
講習を受けた安全管理者を指名して、
日々の安全と衛生の向上を図っており
ます。
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衛生管理者の主な活動内容として
は、健康づくりや作業環境改善を狙
いとして、安全衛生委員会での具体
的方策の意見具申、活動状況の報告、
審議され決定された事項の展開と活
動のフォロー、労働衛生教育の実施、
作業環境測定、健康診断結果の事
後措置、労働衛生パトロール等幅広
く活動しています。
また構内の関係会社・協力会社と
の安全衛生活動を推進するために各
会社代表と安全衛生管理スタッフと
で四半期ごとに協力会社安全衛生協
議会を開催し、事業所の安全衛生方
針や活動、ヒヤリ・ハット等の情報を
共有化して安全衛生の維持・向上活
動を推進しています。
また、派遣社員は正社員と同様に
安全衛生活動に参加してもらってい
ます。

安全衛生委員会による
安全衛生活動の活性化
安全衛生委員会では以下の活動と
報告があります。
1. 各種パトロール結果の報告と指摘
事項の是正結果の報告
2. 過重労働による健康障害対策とし
て、昨年度より安全衛生委員会で
毎月人事部より該当者のフォロー
結果と面談件数の報告
3. メンタルヘルス関連のカウンセリン
グ件数の報告
4. 毎月の労働時間を基にした安全成
績の状況や他事業所の状況報告
5. ヒヤリ・ハットの報告
6. 定期健康診断結果や年2回の特殊
健康診断の報告

各種パトロール
1. 毎月安全衛生委員と安全衛生管理
者でパトロールを実施しています。
特に全国安全週間、全国衛生週
間の月に合せて年2回、全安全衛
生委員による全事業所規模の安
全衛生パトロールを実施していま
す。
2. 四半期ごとには総括安全衛生管理
者と安全衛生管理者、看護士によ
るパトロールをし、現場に声をか

けることで安全衛生への関心を喚
起しています。
3. 毎月産業医、看護士、安全衛生管
理者によるパトロールも実施して、
幅広い視点で作業環境を確認して
います。
4. もちろん衛生管理者は週2回以上
現場を巡回しています。

原材料の有害性事前評価
当社では有機溶剤や多種類の原材

相模原事業所

料を取扱っていますので、新規の原
材料を導入する場合は開発部門で原
材料 事前評 価依 頼を起票し、含有
物質の法律的評価と安全衛生管理者
による取り扱い方や作業者への影響
評価確認後、原材料登録され、使用
できることになっています。以前は紙
での回覧でしたが2003年よりネットワ
ークに載せ、作成者や評価担当者の
負荷をかなり減らすことができ、処
理したデータはデータベースに取り込
まれます。また、このシステムには微

安全衛生管理組織

総括安全衛生管理者
（事業所長）

安全衛生運営会議
議長：事業所長
委員：主要部門長
事業所安全衛生スタッフ

産業医

本社安全衛生スタッフ

安全衛生委員会

安全衛生スタッフ

議長：総括安全衛生管理者

（総務室、人事部、
安全衛生環境室、その他）
安全管理者
衛生管理者（選任）
衛生工学衛生管理者

会社側委員：18 名
（含産業医：1 名）

職場安全衛生責任者
部長

組合側委員：18 名
事務局（上記委員に含）
（会社 1 名、組合 1 名）

作業環境測定士
防火管理者
毒劇物管理者

安全衛生小委員会

高圧ガス保安責任者

製造小委員会

産業医

ラボ小委員会
（5Ｓ推進委員会）

看護師
その他

職場安全衛生会議
議長：部門長
委員：会社側
組合側

職場従事者
室長
係長
班長
作業主任者（有機溶剤、特定化学物質、
乾燥設備、圧力容器、酸欠危険・・・・）

部門安全対策会議
メンバー

部門長、室長、係長、
安全衛生スタッフ、
工務関係者等
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量物質の含有の有無のデータが含ま
れ、安全衛生面だけでなく、環境面
でも、顧客からの問合せや監査（重
金属類の含有の有無等）に対応でき
ています。また含有物質データベース
はPRTR法、VOCの削減などの使用
する物質の量的把握にも大いに役立
っています。

健康づくり活動
「心と身体の健康づくり」をめざし
て健保組合を中心に産業医、カウン
セラー、看護師に協力いただき、意
識の向上を図っています。健康面で
は定期健康診断結果から生活習慣病
該当者やその予備軍がいるのが分か
っていますので、その対策として月2
回の産業医との面談日を設定し、ま
た外部医療機関に依頼した、電話無
料相談制度も用意されています。ま
た、今年も引き続きルートを変えて「東
北秘湯めぐり」と銘打ってウォーキン
グキャンペーンをしています。歩く歩
数によって距離に換算し、すごろくの
ように秘湯をめぐるというわけです。
また、外部のコンサルティング会社に
委託してストレスの自己診断ができる
ようになっており、月２回の医師によ
る面談も用意されています。

安全統計
Recordable Injuries：
不休業災害（事故当日は休業可）
Lost Time Injuries：
休業災害（休業2日以上）
事故率（Injury Rate）：
200,000×事故件数
÷従業員総労働時間
200,000＝50週×40時間×100人
百人規模の事業所で年1件災害が
あれば1.0となります。
例えばカッターで手などを少し切っ
た場合、絆創膏で間に合えば赤チン
災害で、不休業災害にはカウントさ
れません。医者に行って縫ってもらう
と抜糸にもう一度医者に行くこととな
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り、不休業災害にカウントされます。
事業所の目標は建前では災害ゼロで
すが、当面の目標は休業災害をなく
すことです。そのための方策は新規
導入設備についてリスクアセスメント
を実施することと、新設の大規模設
備については計画段階から安全衛生

管理者が関与して設備・工程の安全
衛生面を確認しています。また既設
大規模設備についても設計時点の製
造条件や材料、手順等に変更がない
かどうか、変更があればそれが安全
衛生に関連しているかどうかの見直し
を年度に2件計画し、実施しています。

相模原事故件数・事故率

2007年9月30日

海外赴任者のための

健康管理セミナー のご案内
海外派遣労働者及びその帯同家族等の海外赴任者の健康管理は、疾病時の対応に留まらず、
日常生活や異なる風土、社会環境、医療制度の違いなどへの適応について留意する必要があり、
本人及び派遣企業にとって大きな課題となっています。このため、海外に赴任される方々の
参加費
健康管理にお役に立ちたいと考え、今回このセミナーを計画しました。

無料

1月 30日（水）14：00〜17：00

日 時

平成 20年

会 場

神奈川産業保健推進センター〈会議室〉

対象及び定員
産業医：25 名 ( 認定産業医・基礎後期及び生涯研修：３時間３単位申請中）
事業主・産業保健業務従事者等：25 名

セミナーの主な内容

「海外勤務者の感染症対策」
講 師：海外勤務健康管理センター所長代理

濱田 篤郎

氏

「海外勤務者の生活習慣病対策」
講 師：海外勤務健康管理センター健康管理部長

安部 慎治

氏

申込み方法
FAX または神奈川産業保健推進センターホームページ
（http://www.sanpo-kanagawa.jp）よりお申し込みください。

ご参加ご希望の方は、この頁をコピーし下記の参加申込書に記入の上、FAX してください。

FAX 045 - 410 -1161

■セミナー参加申込書
事業場名
参加者名

（他：

名）

部 署 名
T E L
所 在 地

F A X
〒

●お問い合わせ先

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
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●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

相 談 票
事業場
又は
団体名

平成

年

月

日

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

部署名

相談者

氏 名

（

）

0. 産業医

4. 衛生管理者

1. 保健師・看護師

5. 産業保健関係機関

2. 事業主

6. 労働者

3. 労務管理担当者

7. その他

（○印）

相談事項

● 当センターで受付けた相談内容内訳（平成19年4月〜10月末）
相談項目

相談者

1 有害因子の性質、調査方法に関して
職業性疾病の診断・治療・認定
2
基準に関して
3 法令、法令解釈に関して
メンタルヘルスに関して
①相談体制等の整備に関して
4 ②労働者への教育に関して
③管理者への教育に関して
④個別事案への対応に関して
健康診断に関して
①実施方法に関して
②結果の活用、事後措置に関して
5
③個人データの管理に関して
（プライバシーの保護等）
④統計の作成に関して
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産業医

産業
衛生 労務管理
看護職 管理者 担当者他

計

相談項目

6
7
8
9
10
11

4

4

3

14

25

0

2

0

4

6

10
8

13
26

4
14

55
40

82
88

2
0
0
6

5
1
2
18

5
1
2
6

12
2
1
25

24
4
5
55

12

18

8

8

46

8
3

8
4

3
2

5
1

24
10

1

3

3

2

9

0

3

0

0

3

相談者

産業医の職務に関して
腰痛に関して
ＶＤＴに関して
休職、復職に関して
健康づくりに関して
作業環境測定、基準、評価に関して
有害因子による健康障害防止
12
のための工学的対策に関して
職場の快適化に関して
13
（喫煙対策を含む）
14 労働安全衛生管理体制に関して
15 健康・衛生一般に関して
16 長時間労働者の面接指導について
17 その他
合
計
（１～ 17）

産業医
2
1
0
0
0
0

産業
衛生 労務管理
看護職 管理者 担当者他
1
0
3
0
0
0
0
0
1
2
1
4
1
0
1
1
3
1

計
6
1
1
7
2
5

3

2

0

8

13

1

0

2

4

7

2

12

5

12

31

1
2
1
47

1
0
1
84

1
0
2
43

4
0
9
168

7
2
13
343

※参加費はすべて無料です。

研 修 会・交 流 会 の ご 案 内
メンタルヘルス交流会

●日 時
●場 所
● テーマ
講 師

平成 20 年１月12日
（土）13：30 〜 17：00
当センター会議室
「統合失調症について」

平成19年10月10日（水）
於：当センター会議室

（独）労働安全衛生総合研究所
有害性評価研究グループ 上席研究員 倉林 るみい 氏

●日 時 平成 20 年３月８日（土）13：30 〜 17：00
● 場 所 当センター会議室
● テーマ 「アルコール依存症例の諸問題・特に復職について」
講 師 ( 株 )リコー本社事業所 総括産業医 森田 哲也 氏

第７回神奈川県地域・職域看護職研修会
●日 時
●場 所
● テーマ
講 師

平成19年度
第1回運営協議会

Topics

平成 20 年１月18日（金）
14：00 〜 16：30
横浜にぎわい座 芸能ホール
「医療制度改革の概要」
神奈川県保健福祉部医療課 室岡 公子 氏

日本医師会認定産業医
研修会実地研修会 平成19年11月1日（木）

於：
（株）
オシキリ 湘南工場

● テーマ 「神奈川県国民健康保険団体連合会における
取組状況について」
講 師 神奈川県国民健康保険団体連合会 杉澤 素子 氏
● テーマ 「運動指導におけるポイント」
講 師 神奈川産業保健推進センター相談員 新津谷 眞人
● 対象及び定員
神奈川県内の保健師、看護師等：280 名

母性健康管理研修会

●日 時
●場 所
● テーマ
講 師

平成 20 年２月６日（水）13：00 〜１７：00
（株）崎陽軒ヨコハマジャスト１号館 ８Ｆ会議室
「管内の働く女性の現状」
神奈川労働局雇用均等室長 西村 小夜子氏

神奈川産業保健
交流会

平成１９年11月17日（土）
於：当センター会議室

「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

● テーマ 「母子保健の理念」
講 師 日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科 教授
母性健康管理指導医（神奈川労働局） 朝倉 啓文 氏
● テーマ 「職場における妊産婦の健康管理と
産業医等産業保健スタッフ等の役割」
講 師 関東労災病院 働く女性メディカルセンター 星野 寛美氏
● 対象及び定員
認定産業医・基礎後期：３単位及び生涯更新研修：１単位
産業医：30 名 生涯専門研修：２単位申請中
産業保健業務従事者等：70 名

神奈川産業保健交流会
●日 時
●場 所
● テーマ
講 師

平成 20 年２月9日（土）14：00 〜 17：00
当センター会議室
「特定健診における健康増進の進め方」

（独）国立健康・栄養研究所 健康増進プログラム
運動ガイドラインプロジェクト プロジェクトリーダー

宮地 元彦 氏

平成１９年度衛生管理実務講座

●日 時 平成２０年２月２５日（月）
１３：３０〜１６：３０
● 場 所 横浜にぎわい座 芸能ホール
● テーマ 「労働衛生行政の動向及び労働安全衛生法に基づく
定期健康診断と特定健診・特定保健指導等について」
講 師 神奈川労働局労働衛生課 主任労働衛生専門官 福島 路子 氏
● テーマ 「事業場における特定健診・特定保健指導
―腹囲等の健康診断項目と特定保健指導の実際について―」
講 師 神奈川産業保健推進センター 所長 石渡 弘一

編 集 後 記
暗闇の中で鮮やかに白い山茶花の花が咲き乱れている姿に驚かされ
る、
厳しい冬がやってまいりました。
神奈川県内の労働災害発生状況（死亡災害）
は、11月26日現在で46
件となっており、昨年同期と比較しますと5件の減少となっておりますが、

防規則、平成18年に石綿救済法が制定され、今回労働局から寄稿し
ていただいた離職者を対象とする健康管理手帳の交付要件の改正
で一段落となります。
ある雑誌で、産業保健スタッフに求めるものとして、働く人たちを温

過重労働を原因とする心臓疾患により亡くなられた事故が２件も発生し

かい眼でじっと観察すること、労働者の痛みや苦しみ、
ささやかな希望

ております。今年も例年のごとく、年末年始無災害運動が「年末年始の

を分かち合える心を持つこと、
そこから浮かび上がってくる健康問題

安全管理 基本をしっかり 心にゆとり」のスローガンのもとに展開されま

の解決に対して、職場、家庭などの状況を考慮しながら、最も適切な

す。一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎えるため

助言や指導をすることと紹介されておりました。当センターでは産業保

にも原点に立った安全衛生管理活動の徹底をお願いいたします。

健スタッフの皆様に数多くの研修会、情報提供、窓口相談を実施して

社会的な大問題となったアスベスト対策は、
平成17年に石綿障害予

おりますのでご利用ください。

（事務局）
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神奈川産業保健推進センター
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町 3-29-1 第6安田ビル 3階
電 話：045-410-1160 FAX：045-410-1161
URL：http://www.sanpo-kanagawa.jp
E-mail：sanpo14@kba.biglobe.ne.jp
ご利用いただける日時

●休日を除く毎日/午前9時〜午後5時30分
休

日

●毎土・日曜日及び祝日 ●年末年始

●事業内容その他の詳細につきましては、当センターまでお問い合わせ下さい。
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