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改正労働安全衛生法
平成18 年 4 月1日、施行
神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課
職場における労働者の安全と健康
の確保をより一層推進するため、労
働安全衛生法が改正されました。今
回の改正は、過重労働・メンタルヘ
ルス対策としての医師による面接指
導制度の導入、事業者による自主的
な安全衛生活動の促進のための危険
性・有害性の調査の努力義務化など
多岐にわたるもので、そのポイントを
まとめたものです。
業種、業務により適用される規定
が異なりますので、それぞれの事業
場に関わる改正事項をご理解いただ
き、内容を遵守いただくよう、お願い
いたします。あわせて、職場の安全
衛生管理体制を見直し、安全で健康
な職場環境の確立をめざしましょう。

改正労働安全衛生法
１１のポイント
１ 長時間労働者への医師による面
接指導の実施
２ 特殊健康診断結果の労働者への
通知
３ 危険性・有害性等の調査及び必
要な措置の実施
４ 認定事業者に対する計画届の
免除
５ 安全管理者の資格要件の見直し
６ 安全衛生管理体制の強化
７ 製造業の元方事業者による作業
間の連絡調整の実施
８ 化学設備の清掃等の作業の注文
者による文書等の交付
９ 化学物質等の表示・文書交付制
度の改善
１０ 有害物ばく露作業報告の創設
１１ 免許・技能講習制度の見直し

＜改正のポイント＞
各項目の冒頭に、対象となる業種、
業務を示しています。

１. 長時間労働者への医師
による面接指導の実施
（法第66 条の 8、第66 条の9、
第104 条）
■対象：全ての事業場（常時 50 人未
満の労 働者を使 用する事 業 場は平
成 20 年 4 月から適用）
■ 事 業 者は、労 働 者の 週 40 時間を
超える労働が 1 月当たり100 時間
を超え、かつ、疲労の蓄積が認めら
れるときは、労働者の申出を受けて、
医師による面接指導を行わなければ
なりません。
（ ただし、1 か月以内に
面接指導を受けた労働者等で、面接
指導を受ける必要がないと医師が認
めた者を除きます。）

◦上記の時間に該当するか否かの算
定は、毎月 1 回以上、基準日を定
めて行ってください。
◦医師は、労働者の勤務の状況、疲
労の蓄積の状況その他心身の状況
（メンタルヘルス面も含みます。）に
ついて確認し、労働者本人に必要
な指導を行います。
◦事業者は、面接指導を実施した労
働者の健康を保持するために必要
な措置について、医師の意見を聞
かなければなりません。
◦事業者は、医師の意見を勘案して、
必要があると認めるときは、当該
労働者の実情を考慮して、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等の
措置を講じるほか、医師の意見の

衛生委員会等への報告その他適切
な措置を講じなければなりません。
■事業者は、次の①または②に該当す
る労働者にも、面接指導を実施する、
または、面接指導に準じる措置を講
じるよう努めなければなりません。

① 長時間の労働（週 40 時間を超
える労働が 1 月当たり 80 時間
を超えた場 合）により疲労の
蓄積が認められ、又は健康上
の不安を有している労働者（申
出を受けて実施）
② 事業場で定める基準に該当す
る労働者

事業場で定める基準の例
◦週 40 時間を超える労働が 1 月当た
り 100 時間を超えた労働者及び２
～ 6 ヶ月間の平均で 1 月当たり 80
時間を超えた労働者全てに面接指
導を実施する
◦週 40 時間を超えた労働が 1 月当
たり 80 時間を超えたすべての労働
者に、面接指導を実施する
◦週 40 時間を超える労働が 1 月当
たり 45 時間を超えた労働者で産
業医が必要であると認めた者には、
面接指導を実施する
◦週 40 時間を超える労働が 1 月当た
り 45 時間を超えた労働者に係る
作業環境、労働時間等の情報を産
業医に提出し、事業者が産業医か
ら助言指導を受ける
◦面接 指導の事務に従事した者に
は、その実施に関して守秘義務が
課せられます。
＊労働者本人による自己診断のための「労
働者の疲労蓄積度チエックリスト」を



厚生労働省ホームぺ―ジで公開してい
ますので、ご活用ください。

２. 特殊健康診断結果の
労働者への通知
（法第 66 条の 6）

■対 象：特 殊 健 康診断の実 施 義 務の
ある全ての事業場

◦一般健康診断に加え、特殊健康診
断の結果についても、労働者本人へ
の結果の通知が義務となりました。

３. 危険性・有害性等の
調査及び必要な措置
の実施（法第 28 条の 2）
■対象：安全管理者を選任しなければ
ならない業種の事業場（規模にかか
わらず対 象となります）。なお、化
学物質等で労働者の危険 又は健康
障害を生ずる恐れのある物に係る調
査は全ての事業場が対象です（改正
前の法第 58 条と同一です）。

◦職場における労働災害発生の芽（リ
スク）を事前に摘み取るため、
設備、
原材料等や作業行動等に起因する
危険性・有害性等の調査（リスクア
セスメント）を行い、その結果に基
づき、必要な措置を実施するよう努
めなければなりません（努力義務）
。
◦リスクアセスメントの実施時期は、
次の①～④です。
①建設物を設置し、移転し、変更
し、又は解体するとき。
②設備、原材料等を新規に採用し、
又は変更するとき。
③ 作業方法又は作業手順を新規
に採用し、又は変更するとき。
④その他危険性又は有害性等につ
いて変化を生じ、又は生じるお
それがあるとき。
◦厚生労働省では、危険性・有害性
等の調査及び必要な措置の適切か
つ有効な実施を図るための指針を
公表することとしています。
◦職長等の教育事項に、危険性・有


害性等の調査等に関する事項が追
加されました。
（安衛則第 40 条）
（注）安全管理者を選任しなければ
ならない業種

その結果に基づき講ずる措置
（３）安全衛生に関する目標の設定
（４）安全衛生に関する計画の作成、
実施、評価及び改善

林業、鉱業、建設業、運送業、清
掃業、製造業（者の加工業を含む。
）
、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸・小売業、家具・
建具・じゅう器等卸・小売業、燃料
小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動
車整備業及び機械修理業

厚生労働省では「労働安全衛生マ
ネジメントシステムに関する指針」を
定め、公表しています。

４. 認定事業者に対する
計画届の免除

■対象：安全管理者を選任しなければ

■対象 労働安全衛生法第 88 条第 1
項 又は第 2 項の計画の届出を行う
事業場

◦３の危険性・有害性等の調査を含
め、労働安全衛生マネジメントシス
テムを実施している事業者は、次
の①～③を満たしていることについ
て労働基準監督署長の認定を受け
ることにより、計画の届出が免除さ
れます。
① 労働安全衛生マネジメントシス
テムを適切に実施していると認
められること。
② 労働災害の発生率が業種平均
を下回っていること。
③ 申請の日前 1 年間に死亡災害等
の重大な災害が発生していない
こと。
◦特定機械等の落成検査、変更検査
等は免除されません。
◦認定は 3 年間有効です。申請に必
要な書類等の詳細は労働基準監督
署にお問い合わせください。
（注）労働安全衛生マネジメントシス
テムとは、事業場における安全衛生
水準の向上を図ることを目的として事
業者が一連の過程を定めて次の（１）
～（４）に掲げる活動を自主的に行う
ものです。
（安衛則第 24 条の２）
（１）安全衛生に関する方針の表明
（２）危険性又は有害性等の調査及び

５. 安全管理者の資格要
件の見直し＊平成18 年10
月1日施行（安衛則第 5 条）

ならない事業場

◦平成 18 年 10 月 1 日から、安全管
理者は、厚生労働大臣が定める研
修（危険性・有害性等の調査に関
する事項を含み計 9 時間）を受け
た者の中から選任しなければなり
ません。
◦平成 18 年 10 月 1 日において安全
管理者として選任された経験が 2
年未満の方も、同日以降に安全管
理者として選任されるためには、上
記の研修を受ける必要があります。
◦実務経験年数の用件は、これによ
り短縮されます。

６. 安全衛生管理体制の強化
（安衛則第 21条～第 23 条等）

■ 対 象：総 括 安 全衛 生 管 理 者、安 全
委員会、衛星委員会等の選 任又は
設置義務のある事業場

◦次の事項が、それぞれ追加になり
ます。＜別表１＞
◦事業者は、安全委員会、衛生委員
会、安全衛生委員会の開催の都度、
遅滞なく、その議事の概要を労働
者に周知しなければなりません。

７. 製造業の元方事業者
による作業間の連絡調
整の実施
（法第 30 条の 2）

■対象：製造業

改正労働安全衛生法
平成18 年 4 月1日、施行
◦製造業の元方事業者は、その労働
者及び関係請 負人の労働者の作
業が同一の場所で行われることに
よって生じる労働災害の防止のた
め、次の措置を講じなければなり
ません。
①随時、元方事業者と関係請負
人、又、関係請 負人相互間の
連絡・調整を行うこと。
②クレーン等の運転等についての
合図の統一、事故現場等を表
示する標識の統一、有機溶 剤
等の容器 の集 積 箇所の 統 一、
エックス線装置に電力が供給さ
れている場合等における警報の
統一と、これらについての関係
請負人への周知
＊建設業、造船業の元方事業者が講じな
ければならない措置の範囲は、現行ど
おりです。

８. 化学設備の清掃等の
作業の注文者による
文書等の交付
（法第 31条の 2）

■対象設備 : 化学設備及び特定化学設
備並びにこれらの付属設備（配管を
含む）
■対象となる作業 : 対象設備の改善、
修 理、清掃 等の 作 業で、当該 設備
を 分解するもの又は当該 設備の内
部に立ち入るもの

◦対象となる作業を請負人に発注す
る注文者は、次の事項を記載した

■＜別表 1 ＞

文書等を作成し、その請負人に交
付しなければなりません。
記載事項

①その設備で製造・取り扱うもの
の危険性及び有害性
②当該作業において注意すべき安
全・衛生に関する事項
③当該作業について講じた安全・
衛生を確保するための措置
④流出等の事故が発生した場合に
おいて講ずべき応急の措置

９. 化学物質等の表示・
文書交付制度の改

＊平成18 年12 月1日施行

（法第 57 条、第 57 条の 2）
■対象：政令で定める危険物・有害物
を譲渡・提供する者

◦化学物質の有害性のみを対象とし
た表示・文章交付制度から、引火
性等の危険性も対象として追加され
た表示・文書交付制度となります。
◦対象物を容器・包装に入れて、譲渡・
提供する場合の表示事項に、絵表
示などが追加されます。
（対象とな
る物質、絵表示等の詳細は、平成
18 年夏に決定の予定です。）

１０. 有害物ばく露作業報
告の創設
（安衛則第 95 条の 6）

化学 物質 等を一定 量以 上取り扱う
事業者

◦対象事業者は、所定の様式による
報告書を提出しなければなりませ
ん。対象物質、提出期日等は別途
告示されます。

１１. 免許・技能講習制度
の見直し
◦免許・技能講習制度が次のように
変わります。
◦平成 18 年 3 月 31 日までに現行の
免許を取得している方、技能講習
を修了した方は、これまでどおり
対象業務に従事することができま
す。＜別表２＞

施行期日は、平成18 年 4 月1日
です。
ただし、５の安全管理者の資格要
件は平成 18 年 10 月 1 日から、９の
化学物質等の表示・文章交付制度の
改善は平成 18 年 12 月 1 日から施行
されます。また、１の面接指導につ
いては、常時 50 人未満の労働者を
使用する事業場についてはは平成 20
年 4 月 1 日から適用されます。
さらに詳しく内容をお知りになりた
いときは、最寄の都道府県労働局又
は労働基準監督署までお問い合わせ
ください。

■対象：別に厚生労働大臣が告示する

■＜別表２＞
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会社に産業医はいる？
社団法人 神奈川県医師会 産業医部会 幹事

はじめに
会社：事業場に在って、産業医の
所在・位置は一般労働者にとってか
なり把握しずらいものです。産業医
の先生を知ってますか？と質問して
も、即答出来る人は少ない。まして、
産業医が居る？のか 要る？のかは不
明確で判定は困難であると推測され
ます。この事は、我々産業医の不徳
の至りと存ずるべき所で在ります。社
会の産業形態の多様化に伴い今後産
業医の職務と役割が今まで以上に大
切に成って来ると考えられます。この
ため産業医の存在と必要性・有用性
をほんの少しわかって頂けたらと拙
筆を執りました。

産業医とは



小林 正喜

後1996 年、1999 年に改正されました。

害にあった労働者は一つの会社の方

この様にまず法律ありき、官ありきの

でしょうか？表現を変えれば、派遣と

感は否めませんが、その必要性が現

いう事も有り、連携したプレーが難

場から有ったのは事実と考えられま

しい会社、社会と成って来たと言え

す。ではどのくらい会社に産業医が

ます。我々もこの社会情勢の変化に

居るのかと言うと、会社の約 80% が、

どの様にか対応してゆくしかありませ

産業医を選任しています。この内専

ん。また、産業医の選任で常に問題

属産業医は、約 2.5%で、残りの多く

となる事業者の産業医活動に対する

の 97% 以上が、我々医師会と関連が

理解不足に対しても、労働安全対策

深い嘱託産業医と成ります。特に地

の費用対効果、産業保険活動の経済

域に密着している中小企業に置いて

的評価等を用い御理解を頂く様にし

は、そのほとんどを嘱託産業医が担

て行くべきかと考えられます。そして

当していると言えます。嘱託産業医を

基本は労働者の為に成る産業医です

構成する開業医・病院勤務医は、ほ

から、皆さんに良く知られ、良く要る

とんど全員が医師会の会員であると

産業医を目指して行くと言う事が最も

考えられますので地域での産業医活

大切かと存じて居ります。

動に果たす医師会の役割と責任の重
さを痛感し日々励んで居りますのが
実情です。ただ業務が地味で地道な

産業医活動とは

日本に置ける着想は 1888 年（明治

為か目立たないのも現実です。病気

平成 17年度神奈川県における産業

21年）の職業衛生法ですが、社会的

や怪我をした人を診て治すのではな

医活動に関するアンケート調査結果

政策としては、1905 年の鉱山法の鉱

く、未然に予防し出来得るなら心の

報告
（平成 18 年 4月刊行予定）により

山医と1916 年の工場法の工場医に原

ケアーまでもするのが第一義といえる

ますと、神奈川県の産業医の 93% が

点を発します。当初より労働者保護

からです。昨今の成果主義の影響も

40 歳代から70 歳代の先生で 40・50

を目指したものでしたが、第二次世

あり肉体のみでなく、精神も蝕まれて

歳代の方が多いといえます。88% が

界大戦以前は、国策の色が濃かった

いる労働者の方々も多く、重い問題

男性でした。労働衛生では、三管理

と言えます。1947年
（昭和 22 年）の労

です。産業医の選任に付きましても、

が大切といえますが、では産業医は

働省設置に伴い労働基準法が施行さ

その選任率が、会社が、小さいほど

どの様に活動しているのでしょうか？

れその中で医師である衛生管理者と

低いと言うのも事実です。そして、そ

産業医の職務を法的に見てみます

定められ、これが真の意味の産業医

の様な環境下で事故・災害が発生し

と、労働安全衛生規則：安衛則の第

の始まりと言えます。その後、高度

易いとも言えます。効率の良い仕事、

14 条第 1項に①健康診断の実施及び

経済成長、産業構造の変化等に対応

コストの削減、民営化の波もあり、多

その結果に基づく労働者の健康を保

し、1972 年労働安全 衛生法が制定

くの社会現象が起きていますが、産

持するための措置に関すること。②

され、その中で初めて産業医と言う

業革命にも似た、就業形態の多様化

作業環境の維持管理に関すること。

言葉が明記されました。そして選任と

も起きています。例えば、大きな事

③作業管理に関すること。④前 3 号

職務内容が制度化されました。その

故が有ったとします、では、その被

に掲げるもののほか、労働者の健康

管理に関すること。⑤健康教育、健

えば労働衛生管理特別指導事業場と

等もこれからの問題です。それでも

康相談その他労働者の健康の保持

なっても、皆で安全衛生改善計画を

結果と費用の両面から見たプログラム

増進を図るための措置に関すること。

樹てて行く事がとても意義深い事で

の比較分析、代替案との比較等が求

⑥衛生教育に関すること。⑦労働者

あった経験も有ります。産業医の倫

められる時代です。費用効果比、費

の健康障害の原因の調査及び再発防

理として、生命・健康を尊重し、見

用効果分析、費用便益分析等も用い

止のための措置に関すること。と定

るのみでなく、観て、判断するため

ていかなければなりません。これか

められ、職場の実態把握目的で安衛

の研鑽も心がけ、職責に誇りをもち、

らのことと成ります。いま分かり易く

則第 15 条第１項に職場巡視について

その立場で知り得た秘密は守ること

と言うことで、例えば、日本経済団

「産業医は、少なくとも毎月1 回作業

も心がけて居ります。産業医を相談

体連合会の「福利厚生費調査結果報

相手として頂けますなら幸いです。

告」では 1972 年～ 2004 年のデータ

場等を巡視し、作業方法又は衛生状
態に有害のおそれがあるとき、直ち
に、労働者の健康障害を防止するた
め必要な措置を講じなければならな

では安全衛生費が上がるのに伴い労

産業医活動の経済的効果

働災害の度数率は減 少しています。
栃木県内の事業所を対象に自治医科

い」と定められています。しかし、実

産業医活動は前に述べました様に

大学名誉教授野見山一生先生が調査

際には健康診断ないしは健康相談な

地道なものであり、評価の対象、評

され産業医活動が活発になると、不

どの個人的な健康管理の分野から入

価指標、妥当性がはっきりしていな

休災害発生率が低下し、医療費も低

る場合が多く、次いで環境管理、作

いので、評価されにくい分野と言えま

下する。同じく野見山先生が神奈川

業管理へと進んで行く事と成ります。

す。事業主の方々中には、掛けたお

県下の事業場についても検討され産

月1 回以上の職場巡視も職場の方々

金に対してどのくらい効果があったか

業医自身が事後措置を行っている事

との大切な時間と考えている産業医

と言う効率：儲かったのか

を云々

業場の在職者死亡が有意に低く、労

が大多数でした。安全衛生委員会に

される方が居られます。我々も何をし

働者数 1000人当たり年間 860 万円の

も多くの産業医が参加しています。健

たか：対象、健康度
（有所見率、有病

経済効果があると推定されて居られ

康講話も96% 以上の産業医が行って

率、死亡率、医療費、疾病休業率等）
・

ます。この度我々医師会で行った産

居ります。我々産業医は産業医として

生産性への貢献度・満足度・自己実

業医活動のアンケート調査の結果で

会社の方々とコミュニケーションを図

現等：評価指標、絶対的・相対的評

の産業医の人件費等を見ても充分な

れるよう常に心がけて居ります。職務

価基準を設定し、出来得るならRCT

産業医活動の経済的効果があること

遂行の権限として、事業者への健康

（Randomized Contorolled Trial）を

管理等についての勧告、また①～⑦

行い妥当性の高い評価デザインを考

この様に産業医は皆さんの身近に

の職務について総括安全衛生管理者

慮していくべきかと考えます。しかし

居ます。そして会社にも要ります。皆

に対して勧告し、または衛生管理者

例えば、最近話題の石綿問題にして

様方と会社の為にと、日々努力し研

の指導、助言が出来ます。そして事

も発病までに 40 年、C 型肝炎にして

鑽し励んでおります。産業医・医師

業者はそれらを理由に不利益な扱い

も発癌までに13 年、狂牛病にしても

会への更なる御理解・御協力を何卒

をしない定めも有ります。我々産業医

10 年と考えますならかなり長期間み

宜しく御願い申し上げます。

も事業主ならびに働く人々のお役に

ていかないと結果が出ないことが問

立つことを喜びと存じて居ります。例

題と成ります。過重労働と面接指導

が示唆されていると言えます。
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平成17 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

神奈川支部では平成 17 年度作業

ための法律改正案の概要として、次

環境測定評価推進大会を去る9月14

の事項を推進する予定である
（当協会

日
（水）、ローズホテル横浜にて開催し

関連項目のみ記載）。

た。参加者は自社・機関会員などあ
わせて約 40 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）

労働災害の発生件数は中長期的に
見て減少してきているが、一度に３人
以上の負傷者を出した重大災害は、
昭和 60 年は 141件であったが、平成
16 年は 274件と、約２倍に増えている。
平成 15 年 11 月に全 国的に 500 人
以上の大企業を中心に製造業の安全
衛生管理にかかわる自主点検を行っ
たところ、①事業場トップによる率先

雇用の多様化に伴い、発注側、化
学物質取り扱い設備を持っているもの
が自ら把握している情報について、ア
ウトソーシングを受けている方々に対
して知らしめる必要がある。つまり、
当該作業についての注意すべき事項
を情報として文書等により、請負時に
提供する必要がある。また、
「化学品
の分類及び表示に関する世界調和シ
ステム」に関する国連勧告
（ＧＨＳ）に
基づき、化学物質の引火性、発がん
性等について危険、有害性の程度を
わかりやすく絵表示するなどである。

分 ②安全衛生管理に必要な人員や
経験足感 ③下請等の協力会社との

安全衛生マネージメントシステムと

安産衛生管理の連携や情報交換が
不十分 ④労使が協力して安全衛生
問題を調査審議する場である安全衛
生委員会の活動が低調 ⑤入社後の
定期的な現場労働者への再教育や
作業マニュアルの見直しが不十分 ⑥
設備・作業の危険性の大きさを評価
し災害を防ぐための措置の実施が低
調、などの６つの問題が挙がった。
これらはいずれも安全衛生管理の
機能低下を表しており、その理由とし
て新規採用者の減少、ベテラン担当
者の退職、工程等の多様化、複雑化、
さらには人材力の低下、危険の洗い
出しが不十分であった。
自主的な安全衛生活動を促進する


現行の化学物質の有害物に対する
調査とこれの義務規定を充実

自主的な安全衛生活動の促進のた
めの機械等の設置届けの免除措置

した安全衛生管理活動の実施が不十

芦田 敏文

いった調査等を組織的・継続的に実
施していると認められる事業所を対
象に、届け出内容の軽減化と事後報
告でいいとする内容であり、自主的
取り組みの推進と普及促進のための

特別講演される 花形 修身 労働衛生課長

えて、特殊健康診断受診者への結果
通知を義務付ける、といった内容で
ある。

＜講演Ⅰ＞

今、話題の
石綿に関する最新情報
古屋 勉 氏
（神奈川労働局労働衛生専門官）

石綿は 1970 年から90 年にかけて
年間約 30 万トン輸入。 輸入された

インセンティブ措置を取り入れたい。

石綿のうち 9 割以上が建 材に使用。

安全衛生委員会の活性化

ピークを迎えることが予想され、解

2020 年から2040 年頃に解体作業が

安全衛生委員会の活性化のため、
①健康診断の結果について医師又は

体により暴露を受けた人がさらに潜

歯科医師の意見の報告

と大体 2080 年に、疾病という形でピ

②委員会の

調査審議事項の中にリスクアセスメ

伏期間として 30 年、40 年経つとする
ークを迎える可能性がある。

③

石綿の法改正の経緯を簡単に整理

委員会の透明性を確保するために議

すると、 昭和35年、じん肺法整備
（じ

事録等を働いている方々に周知する。

ん肺検診の義務付け）、粉じん作業

また、個人情報保護法の趣旨を踏ま

に対して、健診は石綿とじん肺との二

ントの結果に関することを追加

をやらなければならない。退職した方

として、建物に使われている吹付け

については、健康管理手帳交付対象

の石綿は、損傷や劣化した場合に付

者は年に２回無料で健康診断を受診。

いては、除去または封じ込め、囲い

平成 15 年に、アモサイト、クロシド

込みしなければならないとしている。

ライト以外の石綿の含有製品、建材、

また、共用の部分については、その

摩擦材および接着剤について使用禁

建物を貸与している人が対策を講じ

止。平成 16 年 10月に、クリソタイル

なければならない、といった事柄も、

等の石綿を含有する石綿セメント円筒

石綿則に加わることになる。

等製品の製造等禁止。

石綿に関して講演される
古屋 勉 労働衛生専門官

健康診断については、石綿を製造

平成 17 年４月に、作 業環 境の管

し、取り扱う業務に常時従事する労

理濃度が 0.15 本 /ccに改正、石綿粉

働者に対し、現在も雇用している方

塵濃度の測定方法のうちのＸ線回折

については、現在石綿の取扱いに従

分析方法が削除。今回の石綿障害予

事していなくても健康診断はやらなけ

防規則（平成 17年７月施行）に至って

ればならない。

いる。

浮遊している石綿の基準について

本立てで行われる。昭和 46 年に、特

石綿含有の確認は、石綿の吹付

は、作業環境測定では、0.15 本 /cm3

定化学物質等障害予防規則制定（第

けは昭和 50 年全面禁止
（自主規制）さ

（管理濃度）、大気汚染防止法では10

二類物質）石綿粉じんに対して製造

れ、石綿１％以上含有ロックウールは

本 /ℓとある。作業環境測定は石綿

現場における予防対策措置が講じら

昭和 55 年、湿式石綿含有吹付け材

を製造している屋内作業場ということ

れた。局所排気装置の設置、容器等

は平成元年以降禁止されていること

であれば、石綿の種類や不純物があ

への注意事項等の表示、作業主任者

を鑑み、設計図書とか、建築物、工

る程度わかっているので、繊維状の

の選任、作業環境測定の実施、保護

作物の種別によって使用建築材料や

物を石綿と判断するため、X 線回折

具の備付等の規制の義務付け。

商品名、施行した年、施行している

法は行わない。

昭和 47 年に、ILO、WHO の専門

場所によって判断する。石綿の含有

石綿の問題は、建築物の解体時の

家会議で石綿がガン原性物質である

が上記設計図書などで確認できない

飛散防止措置、石綿障害予防規則、

ことが認められる。昭和 50 年に、ガ

場合は、位相差顕微鏡を使用した分

労働安全衛生法、大気汚染防止法、

ン原性物質としての対策として規則が

散染色分析法およびＸ線回折分析法

廃棄物処理法、建設リサイクル法な

強化、石綿吹付け作業の原則禁止
（建

で定性分析を行い、X 線回折分析法

どに広く関係してくる。関係省庁と協

築基準法で吹付け石綿を指定）、湿

で定量分析を行う。定量分析の結果、

議のうえ、平成 20 年までに行う石綿

潤化による石綿等の発散防止、石綿

重量％が１％を超えていれば、石綿

含有建材の製造、新規使用の全面禁

にかかる特殊健康診断。昭和63年に、

則に従わなければならない。

止を前倒しする予定である。

管理濃度を2 本 /cc、クロシドライト
については 0.2 本 /ccに策定。

建設の解体工事の暴露防止マニュ

なお、シンポジウム「作業環境測

アルより、発じん性のリスクに応じて、

定結果をいかに活用するか」につい

平成 7 年に、施行令の改正、アモ

レベル３区分されている。レベル１は

ては紙面の都合上割愛させていただ

サイト、クロシドライト含有製品の製

石綿含有吹付け材の除去工事で発じ

いた。

造、使用、輸入の禁止、１％超を石

ん性が非常に高い作業。レベル２は

綿含有物と定義（今まで５％）、吹付

石綿含有保温材、耐火被膜材、断熱

け石綿の耐火建築物の除去工事は計

材の除去工事で発じん性が比較的高

画を立てて事前に届出、保護具、作

い作業。レベル３は、Pタイル、サイ

業着の仕様、使用状況の調査、除去

ディングおよび屋根のスレート材など

作業における隔離。平成８年に、健

の成型材で、発じん性が比較的低い

康管理手帳の交付対象業務について

作業。なお、成型材については平成

は、過去に石綿を扱った人で、今で

元年以降、裏側にアスベストを意味す

も扱っていれば健康診断をやらなけ

るａマークが表示されており、識別し

ればならない。まだ在籍している方

やすい。

についても退職するまでは健康診断

建物を使用している事業主の責務

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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平成17 年度
支部見学会と事業部研修会
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 副事業部長
平成 17 年度支部見学会は、2 月9
日
（木）午後1時すぎより横須賀市久里
浜駅近くの独立行政法人「港湾空港
技術研究所」と海上自衛隊「潜水医
学実験隊」の 2 施設、20 数名の参加
を得て行われました。

港湾空港技術研究所
平成 13 年にスタートを切った独立
行政法人港湾空港技術研究所は、平
成 17 年 4 月現在 113 名の職員で運
営されていて「世界に貢献する技術を
目指して」とのスローガンの下で日々
努力が重ねられています。
企画課山下さんの案内で 30 分ほ
ど研究所紹介の DVD で概要を把握
し、その後、TV でも有名になった
世界最大規模の人工津波発生装置が
ある①大規模波動地盤総合水路（対
波研究室）②人工干潟実験施設（沿
岸環境領域）③環境インテリジェント
水槽（波浪研究室）の順に見学しま
した。
①は波高 3.5 ｍの世界最大級の波
を起こすことが出来る大型 水 槽で、
長さ 184 ｍ、幅 3.5 ｍ、深さ 12 ｍの
実験水路です。
津波は同じ力を持った波が長時間
持続するので、ひざ下である 50 ｃｍ
の津波でも立っているのが困難であ
ることが、ここでの実験結果として
教わりました。
②では東京湾のように閉鎖系水域
における生物形態に着目した環境修
復を行なうための方法を見つけるため
に力を注いでいるそうです。もともと
生物生産が盛んな場所である湾は、
埋め立てなどの開発が進み、植物プ
ランクトンの赤潮が異常増殖しやすい
といわれています。


ここでは、二枚貝による水質浄化
作用の重要性についての研究を見る
ことが出来ました。
③では羽田空港に計画されている
第四滑走路が多摩川の水の流れをど
のように変えてしまうかを実験研究し
ていたそうです。その実験のための
平面水槽と造波装置について教えて
もらいました。
その他まだまだ数多くの施設があ
りました。関連のものとして、茨城県
の波崎には日本一を誇る全長 427 ｍ
の観測用桟橋を持っていて海岸線の
砂の移動実態の観測を 40 年以上続
けているそうです。この施設の鋼管
杭を利用し防食材料の長期耐久試験
や曝露試験なども行なっているそう
です。

潜水医学実験隊
潜水医学実 験隊は、潜水医学に
関する医学、生理学、人間工学等に
ついて種々の問題点を研究し、乗員、
潜水員の健康を促進するとともに安
全の確保にも貢献している施設です。
任務は①潜水医学に関する調査研
究及び試験 ②潜水医学及び飽和潜
水に関する教育訓練 ③自衛艦乗員に
対する訓練及び指導 ④診療及び保
健衛生 ⑤適性検査の実施 等です。
実験隊の概要を説明していただいた
後、イ、高気圧酸素治療装置 ロ、潜
水用恒温水槽、ハ、深海潜水訓練装
置の順で各々の施設を見学しました。
飽和潜水とは、従来の潜水とは違
い、潜水員が長期間高圧閉鎖環境に
居住し、必要の都度水中に出て作業
を行なうものです。飽和潜水は潜水
員の身体を必要深度圧で環境ガス
（ヘ
リウム―酸素）により飽和させ、より

馬嶋 洋一

DDC と PICTのドッキング

長時間潜水が出来るようにする潜水
法ですが、深度 400 ｍ位ですと潜水
日数が 30 日位になり体力の回復に時
間がかかるといったことがあります。
イ、の医学的治療対象者は、１）
減圧症 ２）難聴 ３）その他 となっ
ていますが、最近では減圧症よりも
突発性難聴が問題となっています。
ロ、は 3 階建てで有効水圧 10 ｍ、
貯水量 960 トン中に水流装置もあり、
すばらしいものでした。
ハ、減圧室（ＤＤＣ）の内部・外部
を見学し、ＰＴＣ（短時間潜水装置）
とのドッキング方法などを説明してい
ただき主管制盤（ＭＣＣ）も最後に見
学しました。
現在、日本では 450m まで潜水可
能で、450 ｍに達するには約 2 日で
到達できますが、浮上するには約 20
日かかるそうです。
浮上に時間をかけるのは窒素が泡
になり血流を妨げる等の障害を防止
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国際的に広く用いられている体 格の指標で、日本肥満
学会においても肥満の指標としてコンセンサスが得られて
い ま す。体 脂 肪 率 と の 相 関 も 良 い と い わ れてお り、
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BMI22 を標準指標として標準体重を求めます。

■ 男性
◇ 女性

BMI

BMI＝

（kg） 60.0

80.0

閉 眼 片 足 立 ち

30.0
20.0
●
○

実測値（男性）
実測値（女性）
推定値（男性）
推定値（女性）

0.0
20 25 30 35 40 45 50 55

年 齢

b

（回） 25.0

●
○

20.0

実測値（男性）
実測値（女性）
推定値（男性）
推定値（女性）

40.0

年 齢

d

（歳）

性・年齢毎の平均値の実測値と推定値
（項目：閉眼片足立ち）

（㎖ /min/kg）
50.0
●
○

45.0

最 大 酸 素 摂 取 量

10.0

50

実測値（男性）
実測値（女性）
推定値（男性）
推定値（女性）

40.0
35.0
30.0
25.0

20 25 30 35 40 45 50 55

年 齢

c

60.0

0.0
20 25 30 35 40 45 50 55

（歳）

15.0

0.0

実測値（男性）
実測値（女性）
推定値（男性）
推定値（女性）

20.0

性・年齢毎の平均値の実測値と推定値
（項目：握力）

上 体 お こ し

④最大酸素摂取量⑤ BMI 指数の中

●
○

40.0

10.0

性・年齢別 BMI

（秒）100.0

50.0

ー 事業部研修会からー
平成 17年度後期事業部研修会は、
1月28日（土）にかながわ労働プラザ
で開催されました。
その中から今回は、
「人間の機能
から安全を考える」との講演（石渡先
生）を取りあげます。
本研修会のテーマは、医学的立場
から考えた安全対策です。まず始め
にパワーポイントでの①事故防止は
可能か②ヒューマンファクターとは③
米国空軍の事故対策 5M ④人間の意
識レベル⑤平成16 年度の神奈川県の
災害分析の順に説明されました。
その中で③では単にマン
（人間）や
マシン
（機械）だけでなく事故はマネジ
メント
（管理）メディア
（労働環境）ミッ
ション（任務）など総合的な対策が必
要であると米国空軍は認識している
そうです。
また④では大脳の状態が活発で、
適当な緊張感と注意力が働き予測と
分析が発揮されるフェイズ 3 の状 態
をいかに持続できるかが問題であり、
その解決方法として、BGMを流した
り、午後 2 時半すぎに清掃タイムなど
をとりインターバルを置く必要性を強
調されました。
レジメに入り、産業構造の変化や
リストラなどにより職場を取りまく状
況は厳しいものがあり、高齢労働者
には、低下した人間の五感を念頭に
した安全対策を考えなければならな
い。働く人の運動機能の実態の中で
①握力②上体おこし③閉眼片足立ち

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
年齢（歳）

力

人間の機能から
安全を考える
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a

握

するためであり、ゆっくり海上まで浮
上させる必要性から多くの減圧時間
がかかるそうです。
これら飽和潜水の長所、技術を生
かし、自衛隊では潜水 艦 救難、航
空救難、遺失物の観察撮影、捜索、
楊収などで飽和潜水を活用している
そうです。

体重（kg）
身長
（m）2

（歳）

20.0

20 25 30 35 40 45 50 55

年 齢

性・年齢毎の平均値の実測値と推定値
（項目：上体おこし）

（歳）

e 性・年齢毎の平均値の実測値と推定値
（項目：最大酸素摂取量）

働く人の運動機能検査値の実態
図
1 働く人の運動機能検査値の実態
で特に⑤は男女とも50 歳を過ぎると
位置にもその点を考慮していた方が良
同じくらいになるが、最も重要な事は
いでしょう。
③の平衡機能の低下で 2m 前後の低
人が 外 界からの情報を受ける場
い所からの転落・転倒事故が多いの
合、80％が視覚であるといわれてい
も、気の緩みだけの原因ではない様
ます。
です。
加齢による視力の低下と必要照度
また、人間の刺激を受けてから脳
を考えると、高齢者では若者の2 倍の
に伝わる反射時間はどうでしょうか。
明るさを必要とするようです。また照
最短でも0.2 秒以下にはならないとい
度や輝度といった考え方も必要で、そ
われていますが、加齢とともに1秒以上
の結果職場の標示の文字が大きくなっ
になってしまって、とっさの判断で生命
たり、清輝が必要になったりします。
にも重大な影響をもたらします。
運動系の限界と問題点から考えま
視力のこともよく理解しておいた方
すと、関節可動域から「通常作業域」
が良いでしょう。視力が 1.2 の人はす 「最大作業域」といった事を理解し、
べての視界が 1.2と思いがちですが、 肘を中心とした通常作業域で作業を
中心から10cmずれると視力は 0.2 位
すれば、疲れずに、正確に長時間作
しか見えなくなるそうです。
業が続けられます。
特 に人 間の 視 野 内の 特 性として
最後に質の良い睡眠をとる事が、災
は、良好な視野は座位では水平線か
害や健康障害を起こさない近道です。
ら 30°
以下、立位では 10°
以内といわ
人口問題から必要となり、多くなっ
れています。VDT 作業や、第 1・2・ てきた高齢労働者の為の作業員負荷
3 種といった有機溶剤のカラー標示の
基準をほんの少し考えてみませんか。
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メタボリックシンドロームの管理
横浜市立大学大学院医学研究科

はじめに

杤久保 修

（HOGL）の重なる人の頻度が増えて

では、我々の教室で行っている効果

2005 年 4 月に日本内科学総会にお

いる。MS は動脈硬化を介し虚血性

的な MS の自己評価・自己管理（self

いてメタボリックシンドローム（MSと

心臓病や脳卒中の最大の原因となっ

medication）の方法について紹介す

略）の新診断基準が、日本肥満学会

ているため、既に 2001年労働災害補

る。

など8学会合同で作成された＜図1＞。

償保険法によりHOGL の異常を有す

本邦でも飲食と運動不足により肥満

る勤労者には二次健康診断等が給付

（Obestity：O）とくに内臓脂肪蓄積型

されるようになっており、職場におい

の肥満が増加し、それに伴って高血

てもその管理は重要であるが、肥満

医師や保健師が指導しても本人がそ

圧（Hypertension：H）、耐糖能障害

の是正は極めて困難である。ちなみ

れを実行しなくては何の効果も上が

（Glucose intorerance：G）、 高 脂 血

に、厚生労 働 省では 2000 年に「健

らない。病院における治療では、検

症（Lipidemia：L）の 4つの危険因子

康日本 21」を掲げ、2010 年までに健

査して診断を行い、その検査値を是

康に関する70 項目の

正することを行っているが、LS の是

目標値の改善を目指し

正についても、LSとそれによって生

ているが、肥満（BMI

じている異常を
「数値」で自己評価し、

■＜図 1 ＞本邦におけるメタボリック
シンドロームの診断基準

＞25

（2005 年日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会など 8 学会のまとめ）

●ウエストサイズ

kg/m2）者の割

自己評価・自己管理法
生活習慣（life style：LS）の是正は、

目標値を立てて、自己管理するという

1）をとるべきである＜図２＞。医
目標の設定 方法
（目的）
合 は 15 ％ 以 下（2000

男性：85cm 以上
女性：90cm 以上

年度は 24.3％）という

師は、医学的意義とその手法を指導

自己管理
し、実行の意欲を高めることしかで
自
目標に対して
2005
年
自
己 計 では 29.5％と
の集

●中性脂肪：150mg/dl 以上
HDL コレステロール：40mg/dl 未満

己
きない。この方法は、減塩などの生

管
管
逆に
増 加してしまっ
自己評価 活習慣是正にも用いているが、ここ
理

ている。
そこで本 稿
YES

●血圧：最大が 130mmHg 以上または
最小が 85mmHg 以上

継

目標値と比較

続

理

では肥満是正について述べてみたい。
NO
強
化

■＜写真 1 ＞減量のための自己評価の 3 点セット

●空腹時血糖値：110 mg/dl 以上

目標達成

■＜図 2 ＞自己評価・自己管理法

内臓脂肪型肥満 (O)↓

会のまとめ）

目標の設定

（目的）

A：歩数計

ダイエット食

自
有害物質希釈・排泄
管
大腸がん予防

理

は

継
続

自

自己評価
満腹感

安全性

YES

目標達成

B：家庭用血圧計

高血圧 (H)↓

管

ヘルシー
& NO
美味

Ⅲ. 水分吸着
目標値と比較
かさ効果
整腸
（膨潤）

介護食への応用
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自己管理

Ⅰ. ノンカロリー
己

己

満

O)↓

情報システム予防医学

理

糖尿病 (G)↓

強
化 食物繊維
Ⅱ.
豊富

高脂血症 (L)↓

腸内細菌叢の改善
排便促進・便秘解消

糖吸収遅延作用
( 中性脂肪も )
胆汁酸吸着 , 排泄

C：50ｇ精度体重計

■＜図 3 ＞減量のための自己評価管理表（グラフ化）
夕食後

夕食前

起床時

夕食後

夕食前

起床時

夕食後

夕食前

起床時

夕食後

夕食前

起床時

夕食後

夕食前

起床時

夕食後

夕食前

起床時

夕食後

夕食前

起床時

月 1月16日 火 1月17日 水 1月18日 木 1月19日 金 1月20日 土 1月21日 日 1月22日
（体重 kg）
78.0

77.5

77.0

A
B

76.5

76.0

3604 歩 6626 歩 9624 歩

（1日の歩数）

計、それに家庭血圧計の3点セットを
用いる＜写真 1＞。そして毎日のこれ
らの測定値をグラフに記録するという
ことを行ってもらう＜図 3＞。体重は
朝起床排尿排便後の基礎体重と、夕
食直後の体重（夕食後あるいは就寝
前のみでも良い）を、１kg 約５㎝幅
のグラフに記録し、基礎体重を1日
50g 減量することを目標にする（1 ヶ月

感が得られ、夕食のエネルギーの相

ると腹周は約1 ㎝、

対的摂取を少なくすることを期待した

就眠前家庭血圧値

ものである（図 4）。我々の研究でも、

は 約 1 ～ 2mmHg

肥満を有する軽度糖尿病患者に用い、

減 少することが期

通常の栄養指導よりも、寒天療法を

待できる。この方

加えた方が、体重の減量や HbA1c、

法を３～６ヶ月続け

総コレステロールの低下が有意に大き

ると約 3 ～ 4 割 の

いことが観察されている 4）
。

MS 改善 が みられ

おわりに

る。

9832 歩 10624 歩 11028 歩 10423 歩

自己評価には、50g 体重計と歩数

で体重 1kg 減量す

本邦では MS を有する成人は男性

寒天療法

で 2 ～ 3 割、女性で 1 ～ 2 割存在す

上記の自己評価・

ると推定され、職場においてもその

管理法で肥満是正ができないMS 患

管理は重要となっている。その際に

者として、やけ食い症候群あるいは

口頭のみの指導よりも上記のような

気晴らし症
（binge status）の傾向にあ

自己評価・自己管理のほうが効果的

る人がいる。いわゆるストレス解消の

で、肥満体重の約10％減量できると

ため、気晴らしによる飲酒や夜食が

HOGL の半数は正常化できることを

多い人々である。もともと、ストレス

経験しており、MS が疑われる患者で

解消として食欲を満たしているため、

は薬物療法の前に生活習慣是正をま

夕食の減量を行うという自己管理は長

ず指導すべきと思われる。

続きせずストレスが蓄積してしまう。

このようなMS 患者には自己評価に加
約1.5kg）。そして基礎体重と夕食後
（2005 年日本動脈硬化学会、
日本糖尿病学会など 8 学会のまとめ）
え、夕食前に寒天を約180g
摂取して

文献

歩数を1日1 万歩する努力の２つを行

2）杤久保修
（監修）
：計るだけダイエット．アスコム社，
2004．

1）杤久保修：自己評価自己管理法．お腹の脂肪と
目標の設定 （目的）
成人病：ｐ111-123，健康科学センター，1994．

の体重差を 600g 未満にすることと、
もらう方法をとっている。寒天は、ノ
男性：85cm 以上
●ウエストサイズ
ってもらう。これは、夕食の過食が

女性：90cm 以上
ンカロリーであり、繊維が豊富で、糖

の吸収速度を遅くし、胆汁酸吸着作
●中性脂肪：150mg/dl
以上
内臓脂肪蓄積の原因（食後過血糖とHDL用によるコレステロール低下作用も期
コレステロール：40mg/dl 未満
インシュリン分泌刺激、夜間の脂肪

待できMS
の食事療法に適している。
●血圧：最大が
130mmHg
以上または
最小が
85mmHg
以上
寒天を夕食前に摂取することで満腹

蓄積率の上昇など）となり、夕食後体
重と基礎体重の差が大きい
ほど夕食摂取が多いことが
評 価でき、この差が 1kg 以

自己管理

自

自

3）杤久保修
（監修）：体重だけダイエット．暮らしの
己
己
手帖社，2005．

管
管
4）Maeda
H, Yamamoto
R, Hirao K, Tochikubo
自己評価
O: Effect of agar（kanten）diet on obese理
理
patients with imoaired glucose tolerance
NO 強
継 YES
and type 2 diabetes. Diabates, obesity and
目標値と比較
化
続
metabolism 7:40-46,2005.

●空腹時血糖値：110 mg/dl 以上

■＜図 4 ＞メタボリックシンドロームにたいして
寒天（夕食前約 180g）を摂取する利点

目標達成

上であると＜図 3 のA＞、翌
日の基礎体重は上昇し、そ

内臓脂肪型肥満 (O)↓

れが少ないほど基礎体重の
減少率が大きいこと＜図 3 の
B＞を自己評価できるからで
ある。また歩数を上げること
は、下肢筋肉の発達に良く、

ダイエット食

Ⅰ. ノンカロリー
有害物質希釈・排泄
大腸がん予防

インスリン感受性を高めMS
改善につながる。この方法
は「計るだけダイエット」2）や
「体重だけダイエット」3）
として
紹介されている。この方法

満腹感

Ⅲ. 水分吸着
かさ効果
（膨潤）
介護食への応用

ヘルシー
&
美味
整腸

高血圧 (H)↓

安全性

糖尿病 (G)↓

Ⅱ. 食物繊維
豊富

高脂血症 (L)↓

糖吸収遅延作用
( 中性脂肪も )
胆汁酸吸着 , 排泄

腸内細菌叢の改善
排便促進・便秘解消
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横浜市こころの健康相談センターの紹介

こころの健康づくりを応援します
はじめに

究、新たな課題に対する取り組み
⑥精神保 健福祉に関する家族会等
横浜市こころの健康相談センター
の関係団体の支 援や自立支 援医療
は、精神保 健及び精神障害者福祉
制度・精神障害者保健福祉手帳の判
に関する法律に基づき、市民のここ
定業務、精神医療審査会の事務局、
ろの健康の保 持増進、及び精神障
精神科救急医療業務などを行ってい
害者の福祉の推進を図るために設置
された精神保健福祉センターであり、 ます。
今回は、①夜間、休日のこころの
平成１４年４月に開設しました。
電
話 相談 ②「 アルコール・薬 物」
主な業務としては、①夜間、休日
のこころの電話相談 ②「アルコー 「思春期・ひきこもり」の特定相談
③講演会やリーフレットの発行などの
ル・薬物」「思春期・ひきこもり」の
啓発活動について紹介いたします。
特定相談 ③講演会やリーフレット
の発行などの啓発活動 ④区役所や
横浜市の相談窓口
社会福祉施設等の関係機関職員に
対する教育研修や技術援助 ⑤ここ
横浜市の各区役所には福祉保健セ
ろの健康に関する情報収集や調査研
ンターが設置されており、市民のみ

■＜資料 2 ＞こころの電話相談統計

■＜資料１＞相談窓口

1. 相談内容の内訳

● 横浜市にお住まいの方
＜各区福祉保健センターサービス課障害者支援担当＞
相談時間：平日 ８時４５分～１７時１５分
青葉区
旭区
泉区
磯子区
神奈川区
金沢区
港南区
港北区
栄区

９７８－２４５３
９５４－６１４５
８００－２４４６
７５０－２４５５
４１１－７１５６
７８８－７８４８
８４７－８４４６
５４０－２３７７
８９４－８４０５

瀬谷区
都筑区
鶴見区
戸塚区
中区
西区
保土ケ谷区
緑区
南区

３６７－５７５５
９４８－２３４８
５１０－１８４８
８６６－８４６５
２２４－８１６６
３２０－８４５０
３３４－６３４９
９３０－２４３４
７４３－８２４７

＜横浜市こころの健康相談センター こころの電話相談＞
TEL：０４５
（６８１）５５７０
平日：１７：００～２２：００
土日・休日：８：４５～２２：００（受付時間は２１: ３０まで）
ＵＲＬ：http://www.city.yokohama.jp/me/eisei/
kokoronosodan_center/index.html

●川崎市にお住まいの方
＜川崎市精神保健福祉センター こころの電話相談＞
TEL：０４４
（７５４）４５５６
平日：９：００～１６：３０

●上記以外にお住まいの方
＜神奈川県精神保健福祉センター こころの電話相談＞
TEL：０４５
（８２１）６０６０
平日：９：００～１２：００ １３：００～１６：００
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なさんの身近な相談窓口として、乳
幼児から高齢者の幅広い世代の方、
病気や障害をお持ちの方の相談やサ
ービス利用の手続きなどを行ってい
ます。
また、こころの健康に関すること
については、保健や医療、福祉分野
と多岐にわたる相談について、電話
や面接、家庭訪問などのほか、予約
制の専門医による相談や精神障害者
の家族を対象とした教室なども行っ
ています。
また、こころの健康相談センター
は、各区の福祉保健センターと連携
を図りながら各事業を行っています。
＜資料１＞

精神科の病気や治療に関すること
話がしたい
家族関係
家族以外の人間関係
就労
その他
（無言電話、精神科以外の病気）
計 （件）

1,189
803
606
380
153
1,140
4,271

2. 相談者の割合
子ども 0.8％
きょうだい 0.9％
配偶者 1.9％
親 6％

関係機関 0.3％
その他 1.2％
不明 4.1％
本人

84.8％
３. 年代別の割合
不明 7.1％
70 歳代以上 1.6％
60 歳代 8.5％
50 歳代 10.9％
40 歳代 24.9％

10 歳未満 0.3％
10 歳代 2.4％
20 歳代 14.1％

30 歳代 30.2％

ること」、次に「話がした
い」、そして
「家族関係」
「家
族以外の人間関係」の順
に多くありました。相談者
の年齢は10 代から70 代と
幅広く、性別では女性が
6 割を占めていました。＜
資料２＞

相談員によるこころの電話相談

センター業務の案内
夜間、休日のこころの電話相談
「職場での人付き合いに悩んでいる
…」「こころの病気かもしれない…」
「初めての相談、どう相談したらよい
のだろう…」このような、さまざまな
こころの問題や病気で悩んでいる時
に利用できる電話相談です。また、
必要に応じて専門相談機関などのご
紹介もおこなっています。
また、働く方々にも利用しやすい
夜間や休日の時間帯に実施している
こと、匿名での相談に応じていること、
本人や家族、同僚、友人等のさまざ
まな立場の方からの相談にも応じてい
ることなどを特色としています。
平成 16 年度の相談件数は 4,271件
あり、毎年増加しています。相談内
容は、
「精神科の病気や治療に関す

いました。
「こころの健康トーク＆ラ
イブ」
（医師の講話、精神障害者の話、
EPOさんのミニコンサート）、
「うつ
病と自殺を防ぐために」
（医師の講話、
横浜市の統計報告、相談窓口紹介）、
「思春期における発達障害」
（医師の
講話）の講演会を行い、たくさんの方
に参加していただきました。
また、最近注目されている「ここ
アルコール・薬物、思
ろの病と自殺予防」「事件・事故・災
春期・ひきこもりの特
害時のこころのケア」などをテーマに
定相談
「こころ通信」やリーフレットを発行
本センターでは、 各区
し、区役所や地区センターなどで配
福祉保 健センターなどか
布をしています。これらの情報につ
らの紹介により、アルコール・薬物
いては、ホームページでも掲載をして
などの依存症に関する問題や思春期・
いますので、どうぞご覧下さい。
ひきこもりに関する問題について、平
＜写真 1＞
日の昼間に専門医などによる面接相
談を予約制で行っています。
また、病気の理解や対応方法につ
おわりに
いて学ぶための「薬物依存症家族教
横浜市では、こころの健康づくり
室」や「ひきこもり家族教室」を行
の視点から、関係機関の皆様との連
っています。くわしくは、お住まいの
携を深め、幅広く市民の方々への普
各区福祉保健センターまたは本セン
及啓発などを図ってまいりたいと考え
ターにお問い合わせください。
ておりますので、今後とも、よろしく

講演会、リーフレットの発行など
の啓発活動
市民のみなさんに、こころの健康
ついての関心をお持ちいただくととも
に、精神疾患や精神障害についての
正しい知識を啓発することを目的に、
講演会の開催やリーフレットの発行
を行っています。
平成 17 年度は 3 つの講演会を行な

お願い申し上げます。
また、本センターにおいては、今回、
ご案内いたしました電話相談等を行
っておりますので、ご活用ください。
なお、具体的な保 健や医療、福
祉に関する制度の活用につきまして
は、お住まいの区福祉保健センター
にて対応しておりますので、お問い
合わせください。

■＜写真 1 ＞

発行したリーフレット類

講演会の様子
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財団法人 かながわ健康財団
（財）かながわ健康財団
財団法人
かながわ健康財団健康づくり課
健康づくり課保健師
保健師

（財）かながわ健康財団の
概要
当財団は、平成２年 10月に神奈川
県衛生部が中心となり、県下各市町
村・保健医療団体・企業の出資によっ
て設立された公益法人です。財団設
立の目的は、セルフケアの考えに基づ
く健康づくり活動の普及・推進と地域・
企業などで実施する健康増進・健康
づくり事業の支援を行うことです。健
康づくりのソフト事業を中心に活動展
開をしているという点で、全国にも例
をみないユニークな財団だといえるで
しょう。

事業内容
組織は，
「総務課」、健康づくりを
推進する「健康づくり課」、がん対策
を推進する「がん対策推進本部」、腎
臓・眼球の臓器移植を推進する「腎・
アイバンク推進本部」の４つから成り
立っています。今回は、健康づくり課
の主な事業内容をご紹介します。
◦健康づくり実践活動・学習の支援
◦市町村・企業・団体の健康づくり
事業の支援
◦健康づくり人材の育成
◦健康づくり情報の提供

◦健康づくり調査研究
◦健康づくりの会の運営
ります。

などがあ

専門スタッフは保健師 3 名、健康
運動指導士 5 名、管理栄養士 1 名の
他、財団の登録スタッフで活動して
います。

産業保健のなかでの
活動紹介
①健康づくりセミナーの企画・
相談・運営（健康教育の支援）
各企業・団体・健康保険組合から
のご要望に応じて、様々なテーマで
の健康づくりセミナーの企画・運営を
行っています。
「健康づくりをすすめ
たいが、どのようなことを実施したら
よいか」という企画の相談から受け
ることが多く、保健師はそのような相
談を受けご提案をしたり、当日のセミ
ナーの企画・運営などもしています。

②講師活動
健康づくり事業に伴い、希望する
テーマで保健師、健康運動指導士、
管理栄養士が講師として、各企業に
出向いています。保健師への講演依
頼のテーマで多いものは「生活習慣
病予防」
「足の健康」などの他「メン

加倉井
加倉井さおり
さおり

タルヘルス」も最近多くなっています。
依頼先の企業からの要望としては「楽
しく、わかり易く」そして「眠らない
ように」講演して欲しいということを
言われることも多く、当財団の保健
師は対象に合わせてできるだけ楽し
い健康教育を展開できるよう、日々
努めています。健康づくり教室の他、
安全衛生大会での講演も多く、この
講師依頼は年々増えている状況です。

③巡回健康相談
大企業では、自社で診療所や専門
スタッフをそろえているところが多い
ですが、中小企業は健康診断を実施
するだけのところもまだまだ多いのが
実情です。そこでそのような企業にお
いて、
保健師は定期健康診断後のフォ
ローを中心とした社員の健康相談を、
各企業と契約し月1 ～ 2 回、その企
業に出向いています。

④健康体力測定・骨密度測定
などの健康測定と保健指導
企業や団体・健康保険組合からの
依頼にあわせ、健康体力測定や骨密
度測定を行っております。足型測定
や末梢血液循環測定などは人気があ
り、各健康づくりの事業に健康教室
とあわせて実施いただいている企業

当財団のシンボルマーク

骨密度測定
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講師活動（企業における健康教室）

相談無料

勤労者
心の電話相談
独立行政法人 労働者健康福祉機構

健康づくりリーフ
レットの販売

自分ひとりで悩まずに、どうぞお気軽に
＜勤労者 心の電話相談＞をご利用ください。
社会環境の変化や職場の人間関係などにより、ストレスに悩む勤労者
の方がふえています。最近の厚生労働省の調査では、精神的な疲れを感

も多いです。保健師は測定後の結果
説明や保健指導を担当していまます。

⑤健康情報誌・健康づくりリー
フレット等の企画・販売

じている勤労者の割合はなんと7 割。精神的な疲れが長く続くと、さま
ざまなストレス関係疾患の原因となります。一般にストレスによる体調不
良は、その原因がわからず、ひとりで悩んでおられる方が多いようです。
そこで、こうした悩みを解消し、一日も早く健康な社会生活を取り戻し
ていただくために開設されたのが、
「勤労者 心の電話相談」です。ご相

様々な事業の内容にあわせて、健
康づくりのリーフレットを作成・販売
しています。健康情報誌「ヴィサン」
という雑誌も隔月で発行しています。
このような情報誌や教材の企画・作
成にも保健師はかかわっています。

談は無料。ご相談者のプライバシーには充分な配慮をしておりますので、

日頃の活動で感じること

● 些細な事でイライラして怒りやすくなったり、緊張しやすくなる。

これまで、当財団の保健師として
活動する中で感じることして、様々な
企業のニーズに合わせて、いかに満
足していただけるサービスを提供でき
るかは、私たちの重要な課題となっ
ています。企業の担当者から常に求
められるのは、これまでにない「新
しい視点」や「楽しさ」のある健康
づくり活動です。そしてそこには「効
果」も求められます。専門職の揃っ
ている企業でも、外部の機関だから
こそ自社ではできない従業員に対し
て効果的な健康教育を期待されてい
ます。だからこそ、常に自己研鑽が
必要になっています。様々な企業で
働く産業看護職との出会いも大変大
きな学びになります。このような活動
をしている保健師がいることを知って
いただき、また皆様の職場の健康づ
くりにお役立ていただけたら嬉しく思
います。是非、当財団のホームペー
ジものぞいてみて下さい。

● アルコールの量ふえ、酔ったときにくどくなる。

当財団のホームページ
http://www.khf.or.jp/

お気軽にご相談ください。

こんな症状があらわれたら、注意信号です！
＜ストレスによって生じる心や行動の変化＞
● 気分が沈んで意欲が出ない。

● 食べ過ぎることが多くなったり、刺激物が欲しくなる。または食欲が
低下する。
● 仕事の能率が悪くなる。
● 職場で人を避けるようになり、挨拶ができなくなる。

ご相談はこちらへ
※ご相 談はご本人やご家 族、職 場
の労務担当の方でも結構です。

■ 横浜労災病院
フリーダイヤル：0120-706-185
TEL：045-470-6185
年中無休
14：00 〜 20：00
E-mail：mental-tel@
yokohamah.
rofuku.go.jp

■ 関東労災病院
TEL：044-434-7556
月曜日〜金曜日（祝日を除く）
14：00 〜 20：00
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三浦半島地域産業保健センター

平成17 年度活動実績と18 年度活動計画
三浦半島地域産業保健センター長

事業の概要について
健康診断の結果、脳・心臓疾患
につながる所見をはじめ、何らかの
所見を有する労働者の割合が年々増
加しております。高齢化社会の進展
とともに、生活習慣病の一層の増加
が予想され、事業場における産業保
健活動が重要な課題となっておりま
す。
そこで、労働者５０人未満の小規
模事業場に働く労働者の健康を確
保するため、厚生労働省の委託を受
けた地元医師会が産業保健サービ
スを提供しているところです。
三浦半島地域産業保 健センター
は、平成８年に開設され、今 年で
１０年目になります。産業保健サー
ビスに携わる登録産業医の人数は、
下記表の通り38 名です。
横須賀市医師会
逗葉医師会
三浦市医師会

28 名
3名
7名

当センターは、少数精鋭で、ちな
みに全国平均は、１５年度の調査で
は、拡充センターで１４４名、通常セ
ンターで６６名です。

平成１７年度
の運営方針
各種災防団体
と親密な連携を
図り、 産 業保 健
意識の高 揚と一

健康相談窓口
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層充実した指導・助言を行い、事業
の安定成長に邁進することです。

平成１７年度の活動実績
健康相談窓口の開設状況は、
年間計画７０回 １月末６４回
横須賀
34

逗葉
10

三浦
20

計
64

個別訪問産業保健指導実績
年間計画 75 １月末実績 82
横須賀
逗葉
三浦
49
12
21

個別訪問・健康教育
個別訪問事業場規模別の１月３1
日現在では２０名未満が 59%で、産
業保健に対する措置も低調なところ
が多く見られます。
過重労働対策や、メンタルヘルス
の対応など、これからといったとこ
ろです。
個別訪問指導事業場の業種別状
況では、 製 造 業 が 50%: 建 設 業 が
27%となっています。
また、あらゆる機会を捉えて、説

個別訪問事業場の規模と業種
40〜49 名
30〜39 名 12％
6％
1〜9 名
31％
20〜29 名
23％
10〜19 名
28％

イベント会場にて健康相談

サービス業
17％
陸上貨物
2％

鈴木 忍

明会 & 健康教育を行い、教育と広
報宣伝に努め、１月末までに７回実
施しています。
全国労働衛生週間横須賀地区推
進大会では、職場における喫煙環
境 対 策、 生活 習慣 病の予防 措置、
そして最近話題を呼んでいる「石綿
の特性と健康障害予防対策」など、
時 代のニーズに即した、産業保 健
の重要性と小規模事業場に対する、
地域産業保健センターの活動内容な
どスライド 30 枚を使用して解説して
います。
平成１８年度は、労働安 全 衛生
法の改 正・過重労働による健 康障
害、石綿健康障害予防対策、高齢
化に伴う生活習慣病の予防、日常生
活における健康増進活動など、地域
産業保健センターの果たす役割は、
さらに大きくなっていくとおもわれま
す。働く人々が安全で、健康な毎日
を過ごすことのできる、よりよい職
場環境の推進に、一層努力してゆき
たいと思います。

卸・小売業
4％

建設業
27％

製造業
50％
全国労働衛生週間横須賀地区推進大会

個別訪問・健康教育（安全衛生委員会にて）

健康づくりモデル事業場紹介

健康づくりの取り組み
東京急行電鉄株式会社 安全衛生管理者

事業所概況
東京急行電鉄（株）元住吉車掌区
は、渋谷～元町・中華街間の中間に
位置し、東横線と横浜高速鉄道みな
とみらい線、２８．３ｋｍ、２８駅の
車掌業務を担当しております。
現在１５９名が在籍しており、
「安
全・正確・迅速」をモットーに、ド
ア操作や車内アナウンスなどの業務
を行うとともに、現在ソフト面でのバ
リアフリーを目的にサービス介助士資
格取得推進等のサービス向上対策を
積極的に実施しております。

職場環境の
快適化の推進
１．仮眠室の改善
区員が宿泊時や長時間の休憩に使
用するため、仮眠室が備えられてい
ます。
以前は１部屋を４人程で使用して
いましたが、快適に仮眠ができるよ
う完全個室化に改善されました。

柳内 信二

害などを記載したポスターを掲示す
ることで、禁煙に対する意識の高揚
を図っています。
この 結 果 当 職 場で の 喫 煙 率 は、
徐々にではありますが下がってきてお
ります。

健康づくりの
積極的な推進

２．喫煙所

１．健康づくり専門委員会

昔は分煙化すらされていなかった
職場ですが、受動喫煙対策として、
事務所の一角につい立で隔てた区画
をつくりパルクリーン
（吸煙器）を設置
し分煙化、その後その喫煙コーナー
を個室化
（喫煙室化）し完全分煙化し
ました。
喫煙室内の掲示板に喫煙による弊

職場内に健康づくり専門委員会を
設置し、体力づくり担当者による健
康づくりに関する企画および健康関
係の指導を行っています。
そのほかスポーツ、文化系など多
様な勤務外活動として、スキー合宿、
職場対抗野球など誰もが職場レクリ
エーション等、手軽に参加できるよう

サービス介助士研修
（高齢者擬似体験中）
完全分煙化
した喫煙室

完全個室化された仮眠室

喫煙ポスター
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健康づくりモデル事業場紹介
にし、健康活動に積極的に取り組ん
でいます。

２．疾病予防の具体的な
取り組み
肥満者に対しては、職場内の教育
時間にて、ウォーキング手帳の活用
を促進しています。
ウォーキング手帳とは、万歩計の
数値をウォーキング手帳に記入し歩
数に応じて道路や路線図を塗りつぶ
してゆき、日本全国を旅しようという
ものです。一日一万歩を目標に実施し
ています。
また、生活習慣の改善、病気の早
期発見、健康増進のために健康手帳
を活用しています。
健康手帳には健康診断の結果や自
分自身の体調で気になることを記入
し、常に自分自身の体調を管理する
ように指導を行っています。

リスクアセスメント
「先取り」型の安全 衛生管理によ
り、職場の安全衛生水準を向上させ
るためには、労働災害の危険の芽
（リ
スク）を事前に摘み取ることが重要で
あり、その有効な
手法としてリスク
アセスメントが
あります。
当区の

基 本的指 導は、まず「考えること」
から始めるようにしております。
通勤災害、業務災害が発生したと
きは、
「緑十字用紙」というものを区
員全員に配布し、その災害の発生理
由や防止方法などを記入してもらい、
危険要因と危険回避を考えることで
安全意識向上により事故防止を図っ
ております。
安全衛生教育を実施の際は、
「緑
十字用紙」の内容をまとめ、
「原因は
いったい何であるか？」、その根底に
あるものを探り、自分自身のこととし
て捉え常に問題意識を持ち、災害防
止に役立てています。

安全衛生委員会と安全衛
生グループリーダー会議
安全 衛生委員会を毎月一回実施、
安全衛生グループリーダー会議
（１班
１６人程の小集団のリーダー）６ヶ月
に一回実施し、職場環境の整備と、
安全衛生の向上を図り、働きやすい
職場環境を作ることを目的に、区員
からの問題点、改善点を洗い出し、
直ちに対応できるよう努め、安全で
快適な職場環境作りを行っています。
安全衛生グループリーダー会議に
おいては、各グループの設定目標を
元にその行動目標が達成できたか、
否かを各グループごとに発表し、出
来なかった場合は何が足りなかった

のかを全員で話し合い、意識の高揚
を図ると同時に次回は達成できるよ
う努力するものです。
安全衛生委員会で出た意見に対し
ては、直ちに問題解決に向け行動し、
そして必ず答えをフィードバックしま
す。
最近の議題では、更衣室（ロッカ
ー室）に敷いてあるスノコでつまずく
危険性があると意見がでましたので、
対策としてカーペットに敷き替え問題
解決を図りました。
また特殊ケースとして、駅ホームで
乗務員が作業を行う位置の頭上にカ
ラスの巣ができて、糞害で悩んでい
ると報告を受けたため、カラスを排
除するためにホーム屋根の鉄骨部分
や案内板の上に「スパイク」と呼ば
れる、鳥除けの針が沢山並んだもの
を取り付け問題解決を図りました。

過重労働対策
時間外労働を分析し勤務時間の平
準化を図り、過重労働を防止してい
ます。
現在はパソコン上で就労管理を行
っており、毎月１５日の締めのほかに、
月３回の２５日、５日、１３日に勤務
実績を調査し、時間外勤務の平準化
に努めるとともに、超過勤務者が出

ウォーキング手帳

カーペットに敷き替えたロッカー室

鳥除けの針（スパイク）
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健康づくりの取り組み
＜写真左＞
毎月1回の保健師との
面談
＜写真右＞
い つ で も 測 定 で きる
職 場内に設 置された
血圧測定器

ないよう管理しております。

健康状態の管理と
メンタル不全対策
季節毎に冬季と春季は風邪、イン
フルエンザ、花粉症等の予防対策を
実施し、梅雨時や夏季は食中毒、熱
中症予防対策等を講じているほか、
その都度流行しているものには適宜
指導し、自己の健康管理に努めさせ
ております。
また当社では年２回の健康診断を
実施するとともに、保健師の面談を
毎月一回実施しておりますので、進
んで受診するよう指導し、健康診断
の結果を元に治療や健 康に対する

相談を行い健康管理に役立たせて
います。
要管理者に対しては、病院での診
察 結果の報告を受け、産業医、保
健師等と連携を図り、適切な健康指
導と、
「健康についての危機感」を
持つことで、健康意識の高揚を図っ
ています。
メンタルヘルス対 策については、
会社の人事担当が主催する外部講師
による傾聴術を中心としたメンタルヘ
ルス研修会に監督者が出席し、傾聴
術を会得するなどしたラインケアの強
化を図り、すべてにおいて予知する、
予見する、予防するといった災害疾
病の未然防止的な対策をメインに、
安全衛生活動を推進
し、メンタル不全の
区員を一人でも出さ

ぬよう、何でも話せる雰囲気づくりと
係員とのコミュニケーションでメンタ
ルヘルスを行っております。
また職場内には血圧測定器を設置
しておりますので、こまめな測定によ
り身体状態の把握ができるとともに、
自分でできる健康管理により身体に
対する意識を高めるのに役立ってお
ります。
特に「仮面高血圧」といわれる、
一時的に血圧が高くなる症状がでた
ときも、異変を感じたとき、すぐ測
定できるので病状の早期発見に役立
ちます。
大切なお客様の人命を預かる仕事
に携わる区員一同が、心身ともに健
全であることが、最適なサービス提
供の基本であると認識し、健康管理
に努めております。

個室化されたシャワー室

訓練前には必ず「KYT」危険予知訓練で事故防止

快適化されたトイレ
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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。

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
コーディネーター：大木 国男、太田 信

〒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 〕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

〔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

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
コーディネーター：堀 洪允、野渡 忠

〒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 〕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

〔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

相模原・津久井地域産業保健センター（拡充）

〒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

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

県西地域産業保健センター

三浦半島地域産業保健センター（拡充）

〒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

〒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

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
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

〒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〕厚木市医師会・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。
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Topics

※参加費はすべて無料です。

研 修 会・交 流 会 の ご 案 内

神奈川産業保健交流会

平成17年度
地域産業保健センター長会議

●日 時

平成18年6月3日（土）
14：00〜17：00

平成18年3月10日（金） 於：神奈川労働局会議室

●場 所

神奈川産業保健推進センター会議室

● テーマ 「石綿曝露と石綿関連疾患」
● 講 師 （独）産業医学総合研究所 森永 謙二 氏
※本交流会は主として専属産業医、研究機関、
行政の交流を目的としております。

メンタルヘルス交流会
●場 所

左から

▼

●日 時

平成18年5月20日（土）
13：30〜17：00

当センター所長

神奈川産業保健推進センター会議室

（社）神奈川県医師会
産業医部会幹事長 土屋章 氏

● テーマ 「ＴＡを活かす」
（仮題）

（社）神奈川県医師会
産業医担当理事 石井出 氏

島田 凉子 氏

●日 時

平成18年7月15日（土）
13：30〜17：00

●場 所

神奈川産業保健推進センター会議室

● テーマ 「発達心理学と職場のメンタルヘルス」（仮題）
● 講 師 人間総合科学大学 助教授 中野 博子 氏

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講
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

中川 禮子氏（前列右より2人目）
を囲んで受講生と

左から

▼

● 講 師 人間総合科学大学 助教授

石渡弘一

（社）横浜市医師会常任理事
松島誠 氏

（社）神奈川県医師会副会長
馬嶋正剛 氏
神奈川労働局局長
河合諒二 氏
神奈川労働局労働基準部長
高木洋一 氏
神奈川労働局労働衛生課長
花形修身 氏

平成17年度 産業看護講座Ⅱ最終講
平成18年2月14日（火） 於：当センター会議室
講師：帝京平成大学教授 河野 啓子氏

河野 啓子氏（前列左より4人目）
を囲んで受講生と

編 集 後 記
平成１８年度は神奈川産業保健推進センターが平成８年５
月に発足して満１０年目の節目の年となります。
また、
独立行政
法人の組織となって、
厚生労働大臣から求められている中期

ます。
また、
利用者の便宜のためにも、
近隣の産業保健推進セ
ンターとの連携を強化していくことともしております。
さて、
４月からは、
過重労働・メンタルヘルス対策としての医師

目標という具体的成果を達成するための５年間の計画期間で

による面接指導や危険性・有害性の低減措置の充実を柱とす

は、
要となる中間の３年目の年でもあります。

る労働安全衛生法の改正施行といわゆる石綿新法の施行が

このため、
神奈川産業保健推進センターの認知度を上げる

大きな課題になります。研修や相談業務等を通じて少しでも皆

ための取り組みはもとより、
研修などの開催回数の増加や、
夜

様方のお力になるように努めてまいりたいと思っております。皆

間開催などの外面的な改善の取り組みに加え、
その内容の充

様方には、
従来にも増して、
神奈川産業保健推進センターのご

実を目指し参加者の満足度の向上に努めていくこととしており

利用とご支援を心よりお願いたします。

（事務局）

神奈川産業保健「かもめ」平成18年3月 第31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

21

クイーンズスクエア横浜
さくら
通り

みなと
みらい
線

みなと
みらい
駅

グラン
モール
公

いちょ
う通り

園

横浜ランドマークタワー43階

けやき
通り

横浜美術館

三菱重工横浜ビル

神奈川産業保健推進センター
日本丸
メモリアルパーク

みなと
みらい
大通り

みなとみらい
出入口
←横浜

歩道
動く

横浜銀行本店ビル

日石横浜ビル

ワシントン
ホテル

首都高速横羽線
バスターミナル
JR根

岸線

国道1

6号線

桜木町

駅

市営地

下鉄3

号線

桜木町

駅

「みなとみらい駅」より徒歩5分
アクセス ●みなとみらい線：

●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

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
〒220-8143 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1-1
横浜ランドマークタワー43階

TEL.045-224-1620 FAX.045-224-1621
URL：http://www1.biz.biglobe.ne.jp/˜ sanpo14/
E-mail：sanpo14@mri.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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