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●横浜市営地下鉄3号線 ：「桜木町駅」より徒歩7分 
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URL：http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo14/ 
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平成18年度
神奈川労働局安全衛生表彰式開催される

平成18 年7月5日（水）、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18年度 神奈川労働局安全衛生表彰式受賞者名簿（敬称略）
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●厚生労働大臣　優良賞

（安全確保対策が特に優秀で他の模範であると認められる事業場）
大成・清水・ハザマ建設共同企業体
東西連係ガス導管新設工事（扇島工区）

（健康確保対策が特に優秀で他の模範であると認められる事業場）
富士ゼロックス株式会社 竹松事業所

●厚生労働大臣　奨励賞
（安全確保対策が特に優秀で他の模範であると認められる事業場）
小田急電鉄株式会社 運転車両部海老名検車区
日本グリース株式会社 横浜工場

（健康保持増進対策が良好で改善のための取組みが他の模範である
と認められる事業場）
キャノン株式会社 平塚事業所

●神奈川労働局長　優良賞
（安全確保対策が特に良好で他の模範であると認められる事業場）

東京急行電鉄株式会社 鉄道事業本部 
運転車両部 元住吉検車区

●神奈川労働局長　奨励賞
（安全確保対策が特に良好で改善のための取組みが他の模範であ
ると認められる事業場）
株式会社大井製作所 本社
京浜発條株式会社
佐川ギャラクシーモータース株式会社 南東京店
株式会社高井精器 伊勢原工場

株式会社東京衡機製造所 相模工場
パナソニックCCグラフィックス株式会社
丸大工業株式会社
横浜容器工業株式会社 横浜工場

（健康確保対策が良好で改善のための取組みが他の模範であると認
められる事業場）
株式会社資生堂 リサーチセンター（新横浜）

●神奈川労働局長　団体賞
（安全衛生活動を活発に推進し、関係事業場の安全衛生水準の向
上に顕著な功績があった団体）
神奈川県木造家屋建築工事等災害防止協議会横須賀地区会

●神奈川労働局長　功績賞
（安全衛生活動において指導的立場にあり、地域の安全衛生水準
の向上発展に多大な貢献をした者）
近 藤  秀 丸（社団法人-小田原医師会環境・産業医委員会副委員長）
関 口  武 男（社団法人-神奈川県医師会産業医部会-相模原支部副支部長）
三 橋  四 郎（前建設業労働災害防止協会神奈川支部厚木分会分会長）
山形 寿太郎（三浦半島地域産業保健センター副センター長）

●神奈川労働局長　安全衛生推進賞
（長年にわたり安全衛生業務に従事し、地域の安全衛生水準の向
上発展に多大な貢献をした者）
岩﨑 守男（前社団法人神奈川労務安全衛生協会厚木支部事務局長）
植田 春夫（前日立コミュニケーションテクノロジー戸塚事業所
　　　　　　安全衛生グループリーダー）

平井 廣巳（日本ビクター（株）人事部安全健康管理センター長）
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1. 趣旨
労働者の受けるストレスは拡大

する傾向にあり、仕事に関して強
い不安やストレスを感じている労
働者が6割を超える状況にある。ま
た、精神障害等に係る労災補償状
況をみると、請求件数、認定件数
とも近年、増加傾向にある。この
ような中で、心の健康問題が労働
者、その家族、事業場及び社会に
与える影響は、今日、ますます大
きくなっており、事業場において、
より積極的に心の健康の保持増進
を図ることは、非常に重要な課題
となっている。

本指針は、労働安全衛生法第70
条の2第1項の規定に基づき、同法
第69条第1項の措置の適切かつ有
効な実施を図るための指針として、

事業場において事業者が講ずるよ
うに努めるべき労働者の心の健康
の保持増進のための措置（以下「メ
ンタルヘルスケア」という。）が適切
かつ有効に実施されるよう、メン
タルヘルスケアの原則的な実施方
法について定めたものである。

事業者は、本指針に基づき、各
事業場の実態に即した形で、メン
タルヘルスケアの実施に積極的に
取り組むことが望ましい。

2. メンタルヘルスケア 
    の基本的考え方

事業者は、事業場におけるメン
タルヘルスケアを積極的に推進す
るため、自らが事業場におけるメ
ンタルヘルスケアを積極的に推進
することを表明するとともに、衛
生委員会等において十分調査審議

を行い、メンタルヘルスケアに関
する事業場の現状と問題点を明確
にした上、その問題点を解決する
具体的な実施事項等についての基
本的な計画（以下「心の健康づくり
計画」という。）を策定し、実施する
必要がある。また、その実施に当
たっては、「セルフケア」、「ライン
によるケア」、「事業場内産業保健
スタッフ等によるケア」及び「事業
場外資源によるケア」の4つのメン
タルヘルスケアが継続的かつ計画
的に行われるよう関係者に対して
教育研修・情報提供を行うととも
に、4つのケアを効果的に推進し、
職場環境等の改善、メンタルヘル
ス不調への対応、職場復帰のため
の支援等が円滑に行われるように
する必要がある。

神奈川労働局-労働基準部-労働衛生課

「労働者の心の健康の保持増進のための
指針」のあらましについて

（平成１８年３月３１日公示）
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

請求件数 認定件数

1400

1500

1600

1700

30000
30500
31000
31500
32000
32500
33000
33500
34000
34500
35000

（人）（人）（件）

50.6%

55.0%
57.3%

62.8% 61.5%

35.1% 32.3% 30.4% 29.1%

20.2% 17.7% 14.5%

690

819
742

816
869

143

317 314 294 330

平成１３ 14 15 16 １７年度

31042

32143

34427

32325 32552

資料：神奈川県警新聞発表

平成13 14 15 16 17年平成13 14 15 16 17年
資料：警察庁生活安全局地域課

全国の過去5年の自殺者の推移

1509

1586

1640
1660 1669

神奈川県内の過去5年の自殺者の推移

仕事や職業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

左記のグラフの平成14年における強い不安等の主な内容
（３つまでの複数回答）

労働者の心の健康の保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）　

脳・心臓疾患に係る労災請求・認定件数の推移
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左記２つの資料：厚生労働省
「労働者健康状況調査」
（平成９年までは旧労働省で実施）

資料：厚生労働省新聞発表

心の健康づくり計画の策定

セルフケア ラインによるケア

教育研修・情報提供

職場環境等の把握と改善

メンタルヘルス不調への気づきと対応

職場復帰における支援

事業場内産業保健
スタッフ等によるケア

事業場外資源
によるケア

個人情報
保護への
配慮

衛生委員会等における調査審議
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3. 衛生委員会等における
    調査審議

メンタルヘルスケアの推進に当
たっては、労使、産業医、衛生管
理者等で構成される衛生委員会等
を活用することが効果的である。
労働安全衛生規則第22条において、
衛生委員会の付議事項として「労働
者の精神的健康の保持増進を図る
ための対策の樹立に関すること」
が規定されており、4に掲げる「心
の健康づくり計画」の策定はもとよ
り、その実施体制の整備等の具体
的な実施方策や個人情報の保護に
関する規程等の策定等に当たって
は、衛生委員会等において十分調
査審議を行う必要がある。

4.心の健康づくり計画
心の健康づくり計画で定めるべ

き事項は、次のとおりである。
①事業者がメンタルヘルスケアを

積極的に推進する旨の表明に関
すること。

②事業場における心の健康づくり
の体制の整備に関すること。

③事業場における問題点の把握及
びメンタルヘルスケアの実施に

関すること。
④メンタルヘルスケアを行うため

に必要な人材の確保及び事業場
外資源の活用に関すること。

⑤労働者の健康情報に関すること。
⑥心の健康づくり計画の実施状況

の評価及び計画の見直しに関す
ること。

⑦その他労働者の心の健康づくり
に必要な措置に関すること。

5. ４つのメンタルヘルス
    ケアの推進

メンタルヘルスケアは、労働者
自身がストレスや心の健康につい
て理解し、自らのストレスを予防、
軽減するあるいはこれに対処する

「セルフケア」、労働者と日常的に
接する管理監督者が、心の健康に
関して職場環境等の改善や労働者
に対する相談対応を行う「ラインに
よるケア」、事業場内の産業医等事
業場内産業保健スタッフ等が、事
業場の心の健康づくり対策の提言
を行うとともに、その推進を担い、
また、労働者及び管理監督者を支
援する「事業場内産業保健スタッフ
等によるケア」、事業場外の機関及

び専門家を活用し、その支援を受
ける「事業場外資源によるケア」の
４つのケアが継続的かつ計画的に
行われることが重要である。

事業者は、事業場内産業保健ス
タッフ等によるケアに関して、事
業場のメンタルヘルスケアの推進
の実務を担当する事業場内メンタ
ルヘルス推進担当者を事業場内産
業保健スタッフ等の中から選任す
るよう努めること。事業場内メン
タルヘルス推進担当者としては、
衛生管理者等や常勤の保健師等か
ら選任することが望ましいこと。

なお、事業場の実情によっては、
人事労務管理スタッフから選任す
ることも考えられること。

6. メンタルヘルスケア  
    の具体的進め方

（１）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

事業者は、4つのケアが適切に実
施されるよう、労働者、管理監督者、
事業場内産業保健スタッフ等への教
育研修・情報提供を行うよう努めるも
のとする。

なお、教育研修を円滑に実施する
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厚木市医師会産業医部会を紹介
するに当たっては神奈川県産業医
部会の変遷を辿る必要がある。

市医師会における産業医部会の
主な業務は、県産業医部会幹事会
議事の報告、企業への産業医の推
薦、県央地域産業保健センターの
運営である。

産業医誕生
昭和47年、労働安全衛生法が制

定され、従来の「医師である衛生管
理者」を、専門医的立場で労働衛生
を遂行する者であることを明確に
するため、その呼称を「産業医」と
改め、専門家として労働者の健康
管理にあたるとした産業医制度が

創設された。これを受けて神奈川
県医師会では、当時の日本医師会
会長武見太郎氏の要請もあり、産
業医活動の推進や規定、産業医学
の講習会開催等、医師会における
産業医体制の確立を図る目的で、
昭和49年に産業医対策委員会が、
昭和50年には産業医委員会が発足

厚木市医師会における
産業医部会の歩み
社団法人-神奈川県医師会産業医部会-幹事-（社団法人-厚木市医師会理事）---窪田-隆浩

ため、事業場内に教育研修担当者を
計画的に育成することも有効である。

（２）職場環境等の把握と改善
事業者は、メンタルヘルス不調の

未然防止を図る観点から職場環境等
の改善に積極的に取り組むものとす
る。また、管理監督者や事業場内産
業保健スタッフ等に対し、職場環境
等の把握と改善の活動を行いやすい
環境を整備するなどの支援を行うも
のとする。

（３）メンタルヘルス不調への
      気づきと対応

予防措置を実施したにもかかわら
ず、万一、メンタルヘルス不調に陥る
労働者が発生した場合は、その早期
発見と適切な対応を図る必要がある。

このため、事業者は、個人情報の
保護に十分留意しつつ、労働者、管
理監督者、家族等からの相談に対し
て適切に対応できる体制を整備する

ものとする。さらに、必要に応じて
産業医や事業場外の医療機関につな
いでいくことができるネットワークを
整備するよう努めるものとする。

（４）職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した

労働者が円滑に職場復帰し、就業を
継続できるようにするため、事業者
は、その労働者に対する職場復帰支
援プログラムを策定し、組織的かつ
計画的に実施する等適切な支援を行
うものとする。

7.メンタルヘルスに
　 関する個人情報の
 　保護への配慮

メンタルヘルスケアを進めるに当た
っては、健康情報を含む労働者の個
人情報の保護に配慮することが極め
て重要である。

事業者は、健康情報を含む労働者

の個人情報の保護に関し、個人情報
の保護に関する法律（平成15 年法律
第57号）及び関連する指針等を遵守
し、労働者の健康情報の適正な取扱
いを図るものとする。

8.小規模事業場における
　 メンタルヘルスケアの
　 取組の留意事項

常時使用する労働者が 50人未満
の小規模事業場においては、事業者
は、衛生推進者等を事業場内メンタ
ルヘルス推進担当者として選任すると
ともに、地域産業保健センター等の
事業場外資源の提供する支援等を積
極的に活用し取り組むことが望まし
い。また、メンタルヘルスケアの実施
に当たっては、「セルフケア」、「ライン
によるケア」を中心として、実施可能
なところから着実に取組を進めること
が望ましい。

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」のあらましについて
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された。厚木市医師会理事の野村
俊六朗氏がその委員として名を連
ねた。これら二つの委員会が平行
して、毎月様々な内容が審議され
ていった。

産業医部会発足
昭和54年、産業医対策委員会内

に産業医部会準備委員会が設置さ
れ、翌年5月28日、設立総会が開
催され神奈川県医師会産業医部会
として正式に発足した。この総会
では準備委員でもあった野村俊六
朗氏が、常任幹事として選出され、
厚木市医師会理事の植原哲氏が評
議委員として参加された。又、か
ねてより懸案であった神奈川労働
基準局と神奈川県安全衛生協会、
神奈川県医師会との三者から構成
される神奈川産業健康推進連絡協
議会も発足した。

昭和58年3月労働省労働基準局
より都道府県労働基準局宛てに、
地域以外にも労働基準監督署レベ
ルで、地区産業保健連絡協議会を
設置するよう通達が出されたが、
当医師会地区の厚木労働基準監督
署管内においては、すでに地区産
業保健連絡協議会が設立されてい
たため対応が迅速に行われた。そ
の後、神奈川県医師会産業医部会
は毎月定例幹事会を開催し、様々
な議案を審議し、会員の産業医活
動に反映させた。その活動状況は
高く評価され、昭和59年の10月に
は労働大臣団体賞を第1号として表
彰されている。

昭和63年、労働安全衛生法が改
正され、産業医の職務が、健康管理、
作業管理、作業環境管理、労働衛生、
健康教育及び総括管理の五分野に
整理された。これは、産業医学講
習のテーマでもある。

認定産業医制度
日本医師会では、昭和40年から

産業医学講習会を開催し、昭和48

年からはこの受講終了者に対して
日本医師会認定の産業医としての
証を交付してきた。平成2年には、
新たに認定産業医制度を発足させ、
産業医の資質向上と地域保健活動
の一環として産業医活動の推進を
図って来た。これが後の平成8年の
労働安全衛生法改正に反映される
ことになる。

平成8年、労働安全衛生法が改正
され、これまで医師ならだれでも
が産業医に成り得たが、日本医師
会認定産業医等特定の資格を有す
る者しか産業医になることができ
ないようになり、同時に産業医は
事業者に対して勧告権が与えられ、
事業者はこれを尊重するよう義務
づけられた。

産業保健推進センターと
地域産業保健センター

昭和47年制定の労働安全衛生法
では、常時50人以上の労働者を使
用する事業所において産業医選任
の義務を規定しているが、わが国
の全労働者のおよそ60％は産業医
の選任義務のない事業所で労働し
ており、産業医のサービスを受け
ていないのが現状であった。これ
を踏まえて、平成5年、産業医の選
任の義務がない事業所の労働者に
産業保健サービスを提供するため
に、全国347ヶ所に地域産業保健セ
ンターが設置され、同時に都道府
県産業保健推進センターも年次設
置された。　　　　　

平成8年5月、神奈川県産業保健
推進センターが設立され、初代セ
ンター所長として野村俊六朗氏が
就任された。

平成9年、厚木市医師会、座間・
綾瀬医師会、大和市医師会、海老
名市医師会が、協定を締結し、厚
木市医師会内のメジカルセンター
に、県央地域産業保健センターが
設置された。初代センター長とし
て厚木市医師会々長の岡本六蔵氏、

コーディネーターとして社会保険
労務士の中島健彦氏が就任されて
スタートした。主な業務は、個別
事業所訪問による健康相談等の産
業医活動であり、無料で行ってい
るのが特徴である。

平成11年、厚木市医師会々長交
代に伴いセンター長に高橋正年氏
が就任され、同時に当会産業医担
当理事である筆者もセンター運営
委員として就任する。最初の活動
としてセンター出張相談以外に常
設窓口をそれぞれの医師会内に開
設し同時に業務拡大に伴う登録医
を再編成する。設置当初は利用者
数も年間数人と少なかったが、中
島健彦コーディネーターの地道な
活動等により利用者数も年々増え
現在では毎年恒例に利用する企業
も見られるようになった。相談内
容も時代の変遷や経済状況、政策
の変化に伴い、健康指導的なもの
から法令、メンタルヘルスに関す
る事項、過重労働対策等、多岐に
渡る様になり、そのため此れまで
相談に当たっていた医師の質の向
上のため講習会の開催や登録医を
認定産業医有資格者のみに限定す
るという対応も必要になった。

平成15年、現厚木市医師会々長
の植原哲氏がセンター長に就任さ
れ現在に至る。この間センター利
用者数も増え相談件数も増えてき
たが、国家の予算縮小に伴いこれ
以上の業務拡大は困難になりつつ
有る。

平成18年、労働案全衛生法の改
定や、アスベストによる健康被害
の問題等、更なる課題が課せられ
当センターの利用も今後益々増加
することが予想される。今年度の
取り組みとしてはメンタルヘルス
へのより適切な対応を図るため、
精神科専門医を新たに登録医とし
て迎える計画をしている。
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平成18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18年度通常
総会を去る5月17日（水）、ローズ
ホテル横浜にて開催した。

来賓には、神奈川労働局高木洋
一労働基準部長、花形修身労働衛
生課長、中村宏彰労働衛生課長補
佐をはじめ、石渡弘一神奈川産業
保健推進センター所長らのご臨席
をいただいた。参加者は自社・機関
会員などを合せて約40名。

田中直神奈川支部長の開会挨拶
の後、議事に入り、平成17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18年度事業計
画案並びに収支予算案が審議され、
いずれも原案どおり承認された。
また、今年度は役員改選の時期に
当たり、新支部長として蒔田道則
氏を選出した。

高木洋一労働基準部長の
ご挨拶

最近の経済情勢については、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
きているが、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、法定労働条件の
履行確保を図るとともに、労働者
が安全かつ健康で安心して働くこ
とのできる労働環境を実現するこ
とが労働基準行政に課せられた使
命であるとの立場に立ち、行政を
展開していくこととしている。本
年度は、特に、社会問題となって
いるアスベストによる健康障害の
問題や過重労働による健康障害防
止対策等を最重点に取り組むこと

としているので、各施策の効果的
な推進につきましてご協力をお願
いしたい。

労働者の健康を取り巻く状況を
見ると、一般健康診断の結果、脳・
心臓疾患につながる所見を始め何
らかの所見を有する労働者の割合
は年々増加しており、昨年は49.7
％とほぼ2人に1人の割合となって
いる。これは全国平均（48.4％）と比
べて高い数値となっており、管内
では、昨年、脳・心臓疾患により3
名の方が亡くなられている。また、
仕事や職業生活に関する強い不安
やストレスを感じている労働者の
割合が6割を超え、労働者の自殺も
大きな社会問題となっている。

このような状況から、改正労働
安全衛生法において設けられた医
師による面接指導制度や新たに示
された「過重労働による健康障害防
止のための総合対策」に基づき長時
間にわたる過重労働の排除、健康

管理の強化など過重労働による健
康障害防止対策を推進していきた
い。

さらに、メンタルヘルス対策と
して、新たに「心の健康保持増進の
ための指針」が示され、組織的かつ
計画的な対策の実施が重要であり、
4つのケアを推進するとともに、職
場環境等の改善、メンタルヘルス
不調への対応、職場復帰のための
支援等が円滑に行われるように事
業場における体制の整備を図るこ
とが重要であると考える。

県下の職業性疾病件数は、長期
的に見れば減少傾向にあったが、
ここ2年間はやや増加に転じてお
り、昨年は、休業4日以上の疾病が
504人と前年より19人増加し、そ
のうち腰痛は274人と5割以上を占
めている。職業性疾病による死亡
災害件数は5人で、脳心臓疾患3人、
熱中症及び蜂刺されによるものが
各1人となっている。さらに、一度
に3名以上が被災する重大災害は
10件発生し、化学物質等による接
触及び食中毒がそれぞれ5件となっ
ている。

今後、労働災害が着実に減少し
ていくよう、リスクアセスメント
を実施することにより、事業場に
おける安全衛生水準の向上が図ら
れるよう重点的に取り組んで行き
たい。

石綿による労働者の予防対策に
ついては、今後建築物の解体等の
作業の増加が懸念され、昨年施工
された「石渡障害予防規則」に規定
された建築物等の解体等の作業に来賓挨拶をされる高木洋一労働基準部長
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おける事前調査における石綿の分
析調査に基づくばく露防止対策を
徹底したい。また、「屋外作業場等
における作業環境管理に関するガ
イドライン」に基づく屋外作業環境
の管理の推進による労働者の健康
保持についても留意いただきたい。

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いて
は、皆様方のご協力も賜り、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・改善についてよろしく
お願いしたい。

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。

　
特別講演
アスベストによる
健康障害について

高橋 宏
神奈川県立循環器呼吸器病センター

呼吸器科部長

アスベストは石綿ともいわれ、
天然に存在する鉱物である。アスベ
ストは鉱物学上、天然に産する鉱物
群のうちで、高い抗張力と柔軟性
をもつ絹糸状で光沢があり、繊維
状の集合をなすものの俗称と定義
されている。また工業上は、一般
的には繊維状の集合（asbestiform）
を採掘、加工して得た工業原料で
あるとしている。

アスベストの主成分は、けい酸
マグネシウムで、カナダ、南アフ
リカ、ロシア、ブラジルが主たる
産出国である。非常に細い繊維で、
紡織繊維性・耐熱性・抗張力・絶縁
性・耐磨耗性といった物理的特性に
優れており、経済的には非常に安
価なため、さまざまな製品に使わ
れており「奇跡の鉱物」と呼ばれて
きた。

しかしアスベストを吸入すると
20年から50年後に、肺がんや中皮
腫になる可能性があることが明らか
になってきた。そのため「静かな時
限爆弾」と恐れられるようになった。

アメリカでは、アスベスト工場
従業員を対象とした1979年までの
コホート調査から中皮腫が5例発見
されている。さらに近隣の病院医
師の報告によると、アスベスト工
場近隣住民や工場関係者の家族か
ら72例の報告があった。これらの
発表から中皮腫が職業ばく露以外
にも発症する恐れがあることがわ
かり、1970年代後半にはアメリカ
ではアスベストの使用量が激減し
たのである。

しかし日本では90年代に入りや
っと輸入量が減少し、04年に使用
が原則禁止となった。しかし全面
使用禁止は08年まで延びているの
が現状である。

アスベストと疾病
労災保険では、アスベストばく

露労働者に発生する疾病として肺
がん、胸膜中皮腫、石綿肺、良性
石綿胸水、びまん性胸膜肥厚の5疾
病を挙げている。

肺がんは、アスベストばく露に
喫煙が加わることで、相乗作用が
起こり、リスクが50倍にもなると

いわれている。また喫煙開始年齢
と肺がんリスクを見ると、非喫煙
者を1とした場合、15歳未満だと
30 倍、16 ～ 25 歳 だ と 15 倍、25 歳
以降は7倍のリスクがあることがわ
かり、開始年齢が早いほどハイリ
スクといわれている。日本では年
間約6万人が肺がんで死亡してお
り、年々罹患者が急増している疾
病である。

また悪性中皮腫は、肺の表面や
胸腔を裏打ちする中皮から発生す
る稀ながんである。アスベストば
く露以外ではほとんど発生しない
疾病でもある。Ⅰ期は稀に胸膜肺
全摘術等の治療が行われる。しか
し進行期（Ⅱ,Ⅲ ,Ⅳ期）になると、痛
みや息切れを緩和する治療が主体
になることが多く、できるだけ高
いQOLの維持に重点が置かれてい
る。新たな抗がん剤とシスプラチ
ンとの併用は、シスプラチン単独
より生存期間の延長が見られると
いわれているが、日本では治験中
である。

最後に、アスベスト問題は過去
1年が序章あるいは幕開けで、始ま
ったばかりである。アスベストを
使用した工場周辺の住民被害は今
後も増加する可能性があり、これ
からの対応が注目されるところで
ある、と締めくくられた。

一時間以上にわたる高橋先生の
ご講演に対して会場から盛大な拍
手が鳴り響き、平成18年度神奈川
支部の通常総会・研修会は盛会裏に
終了した。

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

特別講演される高橋宏呼吸器科部長
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定期総会（6/16）
ワークピア横浜

平成18年6月16日（金）午後より
「ワークピア横浜」にて、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・情報交換会が開催さ
れた。斎常任理事の司会で始まり、
支部長挨拶で石渡先生は、去年は
①事業部研修が活発に行われた。
②衛生関係の集いを開催すること
ができた。③支部ホームページを
立ち上げることができた。④個人
情報の絡みでやや事業部活動が支
障をきたしたとの話があった。

議事に入り、第一号議案から第
五号議案まで説明し、可決後、次
年度、新役員を選出した。今年度（平
成18・19年）も、支部長に石渡弘一

先生、事業部長に石原光雄
先生で指導していただけ
る事になった。

来賓紹介後、祝辞の中
で神奈川労働局高木労働
基準部長は、県の死亡災害
は昨年と同じですが、休
業4日以上では4.5％UPで
3年連続の増加であり、建
設、製造業に多く、重大災
害では全国的に増加傾向
である為、経営トップの考え方の
向上を考えていきたいと挨拶され
た。県商工労働部井上労政福祉課
長は、雇用における弱者である障
害者雇用率は、残念ながら県は最
下位であることや新しいパンフレ
ットなどの説明をされた。最後に

日本労働安全衛生コンサル
タント会沼野新会長は、コ
ンサルタント会の地域組織

の活性化をはかる為に、全国47支
部のブロック化の再編成を考えて
いると挨拶され、無事総会は終了
した。

次いで、午後5時すぎより、石
原事業部長の司会で各団体の挨拶、
乾杯後、情報交換会に入った。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。

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18年度支部定期総会を開催

事業部長 石原光雄（安全） 電気
副事業部長 桜井　勉（安全） 機械

馬嶋洋一（衛生） 保健
山内貞次（安全） 化学

常任幹事 磯野信雄（安全） 機械
白須吉男（衛生） 衛生工学
田中敏夫（安全） 土木
中村幸男（安全） 化学
成田安二（安全） 土木
早川義久（衛生） 衛生工学
松本　弘（安全・衛生） 化学・衛生工学
丸山英樹（安全） 機械

幹事 岩井裕也（安全） 化学
小川朝男（安全） 電気
岡田健一（安全） 土木
西本典弘（安全） 土木
荻野太郎（安全） 機械
浜田哲夫（安全） 化学
宮岡　勇（安全） 建築
村田廣高（安全） 土木
行友　浩（安全） 土木

監事 鶴岡寛治（安全・衛生） 電気・衛生工学
北條一虎（衛生） 保健

顧問 古賀鐵也（安全・衛生） 機械・衛生工学
麝嶋一喜（安全） 化学

●平成18・19年度神奈川支部役員名簿

支部長 石渡弘一（衛生） 保健
副支部長 小川朝男（安全） 電気

石原光雄（安全） 電気
馬嶋洋一（衛生） 保健

専務理事 麝嶋一喜（安全） 化学
常任理事 磯野信雄（安全） 機械

斎　健一（衛生） 衛生工学
桜井　勉（安全） 機械
白須吉男（衛生） 衛生工学
張江正信（衛生） 衛生工学
成田安二（安全） 土木
山内貞次（安全） 化学

理事 阿部龍之（安全・衛生） 化学・衛生工学
岩井裕也（安全） 化学
岡田健一（安全） 土木
苅部ひとみ（衛生） 保健
鈴木春男（衛生） 保健
田中敏夫（安全） 土木
中村幸男（安全） 化学
早川義久（衛生） 衛生工学
松本　弘（安全・衛生） 化学・衛生工学
丸山英樹（安全） 機械
三廻部眞巳（安全） 土木
宮岡　勇（安全） 建築
行友　浩（安全） 土木

監事 鶴岡寛治（安全・衛生） 電気・衛生工学
北條一虎（衛生） 保健

相談役 古賀鐵也（安全・衛生） 機械・衛生工学
顧問 田中辰雄（安全・衛生） 機械・衛生工学

挨拶する石渡県支部長

中締めをする小川副
支部長（左）、司会の
石原事業部長（右）

●平成18・19年度事業部役員名簿

（敬称略）

（敬称略）
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はじめに
7月5日午前3時38分にスペース

シャトル「ディスカバリー号」がケ
ネディ宇宙センターから打ち上げ
られました。2003年2月1日、スペ
ースシャトル「コロンビア号」が帰
還直前にテキサス州およそ3000メ
ートル上空で空中分解した痛まし
い事故から約3年5ヶ月が経過し、
昨年7月25日の復帰第一弾のミッ
ションからほぼ1年振りの打ち上げ
になります。

昨年のミッションSTS－114で
の日本人宇宙飛行士野口聡一さん
の活躍は記憶に新しいところです。
また、2003年5月9日に鹿児島宇宙
センター（内之浦）からM-Vロケッ
ト５号機で打ち上げられた小惑星
探査機「はやぶさ」が昨年9月に小惑
星イトカワに到着し、その表面の
物質を地球に持ち帰るミッション
に携わったことはメディアでも大
きく取り上げられました。その他
にも、2004年6月には米国カリフォ
ルニア州で民間資金により製作さ
れた宇宙船スペースシップワンに
民間人パイロットが乗り込み、高
度100ｋｍに達するという偉業を成
し遂げたニュースや、世界４人目
の民間宇宙飛行士として榎本大輔

（34）氏がロシアで訓練中であると
いった夢のある話題が続々と出て
きていることは、そこにある現実
として受け止めるべきでしょう。

くらしの中にみる
宇宙開発

さて、このような宇宙の話を唐
突に繰り広げられても今一つはっ
きりせず、いまだに夢物語だと一
蹴されるかもしれません。われわ
れの周りには普段、何気なく使用
している物にも宇宙開発の技術や
その恩恵を受けているものが多く
あります。そこで、身近なものと
宇宙との関わりをいくつかピック
アップしてみます。

今や車でのドライブには当た
り前の様に使用されているナビゲ
ーションシステムは、もともと米
国が軍事用に打ち上げた人工衛星

（Global Positioning System 衛星）
を利用しているのは周知の事実で
あり、天気予報に貢献する気象衛
星、海外への通信などに欠かせな
い通信衛星などもあります。また、
ある会社のチューハイの缶は四角
形の凸凹した表面を呈したものが
あります。これは米国航空宇宙局

（National Aeronautics and Space 
Administration : NASA）
でロケットの機体強度を高
める為に開発された技術で
す。他にも、耳に数秒あて
るだけで体温が測定できる
耳式体温計はもともと星の
温度を測るための技術を応
用したものです。今では枕
の素材の定番となった低反

発素材も元はロケット打ち上げ時
の衝撃を和らげるために開発され
た技術であることは販売会社の謳
い文句にされているほどです。

この様に今後の宇宙開発の進展
と共に、われわれの身近に次々と
宇宙と関わりを持つ物が増えると
考えられます。

　
宇宙事業・産業への
取り組み

現在の日本政府の宇宙予算は平
成13年を境に年間約2000億円から
漸減しています。対して米国の宇
宙予算は非軍事予算で約1兆4000
億円強、軍事予算を含めると約3兆
8000億円を超えて日本のそれの実
に約15倍になります。また、2004
年にブッシュ米大統領が米国民に
向けて、2015年までに同国の有人
月飛行を再開すること、さらには
これを足がかりに火星への有人探
査を行うという演説をしました。
このことは善くも悪くも宇宙開発
を推し進め、また一般米国民の目
を宇宙に向けさせるには充分効果
があったといえるでしょう。

さらに同国の民間企業が宇宙事
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北里大学医学部からの産業保健情報について
―宇宙事業と保健衛生―

北里大学医学部　三木-猛生
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業に積極的に取り組む姿勢は単に
「夢」にかける国民性の違いだけで
はなく、合理主義に基づいたビジ
ネスチャンスをそこに見出した結
果であると考えます。今後、日本
の産業にどれほどの影響を及ぼす
のかは未知数ですが、産業保健を
担うわれわれとしてもその動向に
は注目していきたいものです。

宇宙飛行士と健康管理
さて、宇宙でのミッションを遂

行する宇宙飛行士はもちろん特殊
な条件下ではありますが、やはり
労働者であることには変わりあり
ません。従って、数々の厳しい訓
練を乗り越えて、屈強な精神と肉
体を持つ彼らであっても健康管理
を行う必要があります。

1992年（平成4年）9月に、毛利
衛宇宙飛行士が日本人で初めてス
ペースシャトルに搭乗し宇宙に飛
び立ってから14年が経過しようと
しています。この間に日本人宇宙飛
行士は計8名誕生しており、野口聡
一宇宙飛行士を含め5名が実際に宇
宙でのミッションを遂行してきま
した。彼らは日本宇宙航空研究開発
機構（Japan Aerospace Exploration 
Agency : JAXA）」に所属してお
り、彼らの健康管理はJAXAのフ
ライトサージャン（Flight Surgeon : 
FS）と呼ばれるパイロット、宇宙飛
行士の健康管理や航空宇宙医学研
究を専門とする医師と看護師らで
構成される医療スタッフによって
行われています。現在5名のFSが
所属しており、特に日本人宇宙飛
行士が参加するミッションにおい
ては、その飛行前・飛行中・宇宙船
外活動・飛行後の医学的検査やモニ
タリング、リハビリテーションな
どをNASAとの協力のもと綿密な
プログラムを組み行っています。

宇宙飛行士が生活する場はスペ
ースシャトルだけではありません。
地上約400kmでは世界15カ国がプ

ロジェクトに参加している国際
宇宙ステーション（International 
Space Station : ISS）が地球の軌
道上を1周約90分の速さで廻っ
ています。ここで宇宙飛行士は
宇宙だけの特別な環境を利用し
て、天体の観測や実験・研究を行
っています。

ISSでは1人あたり平均3～ 6ヶ
月を基本とした長期滞在を主とし
た健康管理が必要となります。そ
こには宇宙放射線被爆や、生活リ
ズムのズレ、閉鎖環境でのストレ
ス、室内空気環境などの問題が存
在します。JAXAではこうした長
期宇宙滞在に向けて体系的な対策
方法の構築に着手し、土台となる
次の4つの柱を掲げています。
①宇宙飛行前、飛行中および飛行

後の運動処方の確立
②心理的支援手法の構築
③宇宙放射線被爆管理システムの

構築
④軌道上の医療管理システムの構築

2007年にはISSに接合される日
本の実験棟「きぼう」がスペースシ
ャトルによって打ち上げられる予
定です。これに伴い、北里大学医
学部衛生学教室では相澤好治教授
を中心とし、シックハウス症候群、
化学物質過敏症や室内空気環境管
理、中毒などの研究実績をもとに、
少しでも宇宙医学や宇宙開発の進
展に貢献すべく平成16年度より宇
宙船内環境空気中の有害物質許容
濃度の検討に携わってきました。
ISS内ではNASA毒性学チームによ
り約50項目の有害物質に対する宇
宙船内での許容濃度が設定されて
います。設定された物質の中には宇
宙航空事業特有のともいうべきヒ
ドラジン（ロケットや飛行機の推進
燃料として用いられる。）などが含
まれています。これらの物質の宇宙
航空機船内での許容濃度をNASA
毒性学チームは、米国産業衛生専
門家会議（American Conference of 

Industrial Hygienists : ACGIH）や
労働安全衛生管理局（Occupational 
Safety and Health Administration 
: OSHA）、国立労働安全衛生研究所

（National Institute of Occupational 
Safety and Health : NIOSH）が提
案推奨する許容濃度をもとに産業
衛生、労働衛生の観点から設定し
ています。われわれはこの値が日
本人宇宙飛行士に適用可能か否か、
日本産業衛生の許容濃度に当ては
まるか否かを検討し、その濃度に
対応する対処法や基準値の提案を
してきました。

さいごに
1961 年 4 月 12 日 に ガ ガ ー リ ン

が人類で初めて宇宙飛行してから
実に40数年が経過しましたが、一
般の方々の宇宙飛行士に対する認
識は未だ屈強なイメージを引きず
っているように思えます。実際に
は、宇宙飛行士のミッション参加
最高齢は77歳（ジョン・グレン氏）で
あったり、不整脈を持つ宇宙飛行
士でも地上での治療後にミッショ
ンに参加したりしており、視力が
悪ければとか虫歯があれば宇宙飛
行士になれないなどという認識と
は大きな較差があります。本格的
な長期宇宙開発のビジョンが示さ
れ、技術が進歩するに従い、有人
宇宙飛行の門戸が我々の身近に今
後益々開かれていくことは充分想
像しうるところです。現在行われ
ている宇宙環境での生体基礎研究
を基に、来る宇宙での産業保健活
動を行う日はそう遠い日のことで
はないかもしれません。
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勤労者メンタルヘルスセ
ンター概要

横浜労災病院の基本理念は、1.勤
労者医療、2.高度医療、3.救急医療、
4.親切な医療、の4項目である。勤
労者医療の概念について、「労災病
院の在り方に関する調査研究会」の
報告書では、「勤労者医療は、疾病
と作業、職場環境などとの因果関
係を把握し、早期治療、リハビリ
テーションを行い、社会復帰を促
進することはもとより、疾病と職
場環境などに関するデータの蓄積
の上に広く疾病の予防、早期発見、
さらには健康の保持・増進に至るま
でを総合的に推進することである」
と定義している。

心身医学の面から勤労者医療を
推進する目的で、従来の臨床部門
の心療内科に加え、予防医学的な
役割をもった勤労者メンタルヘル
スセンターが、1999年5月に設置
された。勤労者メンタルヘルスセ
ンターの役割とは、広く「労働者」
を対象とするメンタルヘルスケア
活動、いわば「公的EAP」の実践で
ある。各企業における従業員の問
題対処は民間EAP機関の役目だが、
同時に企業の別なく心のケアにあ

たり、包括的な啓発活動をおこな
うことも重要である。この信条に
基づき当センターは、以下４つの
活動をおこなっている。　1.来訪者

（労働者とその家族、事業者）に対
するメンタルヘルス相談　2.地域社
会における他のEAP機関との連携
　3.国や地方行政における専門家と
しての支援　4.勤労者メンタルヘル
スに対する啓発　

病院内活動
①健康相談（カウンセリング）
「健康相談」と銘打っているため、

来談に関して敷居が低く、上司や
家族も勧めやすいのが特徴である。

「心療内科や神経科を受診するほど
ではないが、ストレスが大きく精
神的につらい」という人が来院しや
すい。症状や適応状態に応じて心
療内科、神経科などを紹介するこ
ともでき、臨床部門との連係プレ
ーが可能である。また、上司や産
業保健スタッフから、部下や従業
員に関する悩みや、職場のメンタ
ルヘルス体制について相談を受け
ることもある。

②電話相談・メール相談
全国の労災病院との連携・協力の

もとに、労働者とその家族を対象
とする電話相談を無料で実施して
いる。当院では休日も含め年中無
休（午後２時～８時）体制を敷いて
いる。相談員の連携を図る目的で、
月一回の頻度で事例検討会も開い
ている。

メール相談（mental-tel@yokoha 
mah.rofuku.go.jp）は、筆者が全件
回答しているが、いつでもどこか
らでも送信できるという利便性が
あり、24時間以内の返信メールを
心がけている。2006年6月現在で、
1万3千件の回答をしている。

③心身健康セミナー
心身健康セミナーは心身医学を

ベースとする健康教育の場である。
プログラム内容はホームページに
掲載しており、誰でも閲覧できる

5
勤労者メンタルヘルスセンターの
役割と活動

横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長　山本-晴義

産業医講習会

リラクセーション機器
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ようにしている。ホームページ
(http://www.pmet.or.jp/~mental)
を見て、企業や労働組合、健康保
険組合、他のEAP機関からの講演、
セミナーの依頼も多く、事業場外
資源としての支援サービスを提供
している。

④リラクセーション
リラクセーション体験とは、ス

トレス状況下の労働者に、リラッ
クスした状態を体感してもらうこ
とにより、自発的にリラクセーシ
ョンする習慣を身につけてもらう
ためのコースである。

⑤心理テスト
⑥ストレスドック

ストレスドッグは、心理テスト、
精神生理検査、リラクセーション
体験、心身健康セミナーをパッケ
ージしたものである。

⑦産業医講習会の開催
神奈川産業保健推進センターの

事業として、認定産業医講習会を
年６回開催している。

⑧労災認定に係わる業務

⑨労災疾病研究
「インターネットによる勤労者の

メンタルヘルスチェック」のシステ
ム構築とその有用性に関する実証
的研究を行っている。

病院外活動
①神奈川産業保健推進センター

の相談員
②厚生労働省関連の専門委員
③神奈川メンタルヘルス対策推

進連絡会議の委員
④神奈川県メンタルヘルス相談

関係機関連絡会議の委員
⑤中央労働災害防止協会の委員
⑥産業カウンセラーの養成
⑦国際研修協力機構の委員
⑧嘱託産業医
⑨事業場外資源としてのメンタ

ルヘルス啓発活動
⑩その他

結び
労災病院は、厚生労働省の労働

行政を展開する上での政策病院の
役割を担っている。横浜労災病院
では、勤労者医療の一環として、
1999年5月に勤労者メンタルヘル
スセンターを開設したが、本稿で
は、過去7年間の当センターの実績
を公的EAP活動の視点から述べた。
2000年８月に、旧労働省から「事業
場における労働者の心の健康づく
りのための指針」が発表され、事業
者が行うことが望ましいメンタル
へルスケア（労働者の心の健康づく
り対策）の原則的な実施方法が示さ
れた。当センターは公的EAP機関
として、行政機関や他の事業場外
資源と連携し、全ての労働者のメ
ンタルへルス向上に寄与したいと
考えている。公的機関であるため
の利点がある一方で、その限界も
ある。きめ細かなサービスは、民
間EAP機関の活動には及ばない。
21世紀の日本においては、民間と
公的EAP機関の協力が必要なので
はないか。

●日　時：平成18年10月31日（火）午後6時30分〜午後8時30分（6時受付開始）
●会　場：かながわ県民サポートセンター　301会議室
　　　　-横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2（横浜駅西口-徒歩3分）
●講　師：横浜労災病院-勤労者メンタルヘルスセンター　センター長　山本-晴義-氏
●対　象：企業の職員（会員は無料）
●費　用：500円
●定　員：80人（定員になり次第締め切らせていただきます）
●申し込み方法：会社名、参加者名、連絡先（TEL）を記載して、FAXにてお申し込みください。
-----------------------FAX : 045-821-1711
●申込先：（事務局）神奈川県精神保健福祉センター　調査・社会復帰課TEL045-821-9829

神奈川県精神障害者就労支援事業所の会 2006年度 第2回研修会

内容：勤労者のメンタルヘルスの危機
〜職場で配慮できること〜

昨今のメンタルヘルスの現状を踏まえ、自殺を未然に防ぐために
企業として講じられる具体的な対応についてお話しいただきます。



最近の活動概要と１８年度の活動方針
鶴見地域産業保健センター長--鈴木-高遠

鶴見地域産業保健センター

訪問相談

年度

年代 男性 女性 計
16 8 24
47 3 50
25 5 30
55 3 58

20～29
30～39
40～49
50～59
６０以上 15 1 16
計 158 20 178

時間外労働 指摘後
自発的 7

健診結果 所見あり 112
所見無し 47

自発的 所見あり 10
所見無し 2

計 178

（１）循環器 35
（２）新陳代謝 32
（３）消化器 25
（４）泌尿器 3
（５）眼科 3
（６）呼吸器 1
（７）メンタルヘルス 10
（８）胸部（不整脈） 3
（９）その他（所見なし） 73

計 185

疾病別（％）
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相談者年齢別
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30歳～
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40歳～
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50歳～
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６０歳以上
9%

年齢＆男女

受診理由

内容

（１）
循環器

（２）
新陳代謝

（３）
消化器

（４）
泌尿器

（５）
眼科

（６）
呼吸器

（７）
メンタル
ヘルス

（８）
胸部

（不整脈）

（９）
その他

（所見なし）

＊高血圧２９・低血圧３
＊糖尿１１・コレステロール８・高脂血症８
＊肝機能１４・胃腸１０・胆石１
＊前立腺３
＊緑内障２・視力低下１
＊息切れ・咳１
＊心療内科 １・肥満８
＊無呼吸２・乳癌１
＊頭痛６・難聴3・皮膚科４・腰痛８・シビレ2

業種別登録事業所 Ｈ１８・３・２０

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 計
製　造 11 7 16 21 21 21 11 1 7 0 105
建　設 7 11 3 0 2 3 2 6 3 3 33
商　業 3 1 3 2 2 5 7 2 4 1 27
運　送 0 0 1 0 1 0 0 4 1 3 10
サービス 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5
金　融 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
教育・研究 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
その他 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
合　計 21 20 23 25 27 29 22 14 17 12 210

人員別登録事業所

69 6 10 1 0 3 0 0 89
24 10 6 2 1 0 1 2 46
7 9 10 1 0 0 0 0 27
5 7 2 5 1 0 0 0 20
7 6 1 0 0 0 1 1 16
5 1 1 1 3 0 0 1 12

合　計 117 39 30 10 5 3 2 4 210

1～9
10～19
20～29
30～39
40～49
５０以上

製造 建設 商業 運送 サービス 金融 教育・研究 その他 計
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金融
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その他

10～19人
20～29人

30～39人
40～49人

1～9人

50人以上
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活動概要
当センターは平成8年にスタート

以来11年目になります。
鶴見メデイカルセンターの一角

に事務所を開設して、休日急患セ
ンターの休館日を利用しての「健康
相談」を実施しています。

月に一度の開設ですが、地域か
ら少し離れた大黒埠頭には、年に
一度サテライト窓口を開設してお
ります。また、労安協の開催する「安
全推進大会」や「安全衛生推進大会」
では会場に相談室を設け産業医に
よる「健康相談」を実施しておりま
す。

健康診断の結果、何らかの所見
を有する方々の割合が神奈川県労
働局発表のデーターでも平成17年
度では、49.7％と年々増加しており
ます。

高齢化社会への進展と共に、メ
タポリックシンドロームの増加が

予想されます。各企業に於ける、
産業保健活動が益々重要な課題と
なっております。

当センターへの登録会社も、平
成18年6月30日現在213社となっ
ております。

この登録を戴いた事業所へ「健康
相談」・「個別訪問」などのご案内や、
パンフレットによる産業保健サー
ビスを提供しております。

また、労安協や各種の団体へお
願いして、講習会や研修会での説
明会を実施しております。

平成17年度の活動状況
労働者50人未満の小規模事業所

における労働衛生の向上と、働く
労働者への健康指導･相談等の産業
保健サービスの充実を図る為に取
り組んでおります。

産業医の方々にご助力を戴いて
以下の点に軸足をおいての活動を

行いました。
（１）健康診断実施率の向上
（２）健康診断結果へのアドバイス
（３）メンタルヘルスへの対応
（４）過重労働への対応
（５）高齢化に伴う健康管理への取

り組み
（６）登録事業所の拡大

平成17年度は、計画通りに実施
できたましたが相談窓口の利用者
が少なかった事、メンタルヘルス
過重労働等に関する相談が比較的
に少なかった事が反省材料として
残ります。

地域産業保健センターとして、
相談に訪れ易い環境づくりに課題
を与えられました。

個別訪問
年間計画 ………  20回
実施回数 ………  19回
相談人員 ………  178名



訪問相談

年度

年代 男性 女性 計
16 8 24
47 3 50
25 5 30
55 3 58

20～29
30～39
40～49
50～59
６０以上 15 1 16
計 158 20 178

時間外労働 指摘後
自発的 7

健診結果 所見あり 112
所見無し 47

自発的 所見あり 10
所見無し 2

計 178

（１）循環器 35
（２）新陳代謝 32
（３）消化器 25
（４）泌尿器 3
（５）眼科 3
（６）呼吸器 1
（７）メンタルヘルス 10
（８）胸部（不整脈） 3
（９）その他（所見なし） 73

計 185
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内容
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（２）
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眼科
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（７）
メンタル
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（８）
胸部

（不整脈）

（９）
その他

（所見なし）

＊高血圧２９・低血圧３
＊糖尿１１・コレステロール８・高脂血症８
＊肝機能１４・胃腸１０・胆石１
＊前立腺３
＊緑内障２・視力低下１
＊息切れ・咳１
＊心療内科 １・肥満８
＊無呼吸２・乳癌１
＊頭痛６・難聴3・皮膚科４・腰痛８・シビレ2

業種別登録事業所 Ｈ１８・３・２０

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 計
製　造 11 7 16 21 21 21 11 1 7 0 105
建　設 7 11 3 0 2 3 2 6 3 3 33
商　業 3 1 3 2 2 5 7 2 4 1 27
運　送 0 0 1 0 1 0 0 4 1 3 10
サービス 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5
金　融 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
教育・研究 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
その他 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4
合　計 21 20 23 25 27 29 22 14 17 12 210

人員別登録事業所

69 6 10 1 0 3 0 0 89
24 10 6 2 1 0 1 2 46
7 9 10 1 0 0 0 0 27
5 7 2 5 1 0 0 0 20
7 6 1 0 0 0 1 1 16
5 1 1 1 3 0 0 1 12

合　計 117 39 30 10 5 3 2 4 210

1～9
10～19
20～29
30～39
40～49
５０以上
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高齢化が進む中、有所見率が増
加している事を考えると健康診断
の受診を更に進め働く人達の健康
への関心を強化していかなければ
なりません。

事業所への訪問から、健康診断
の受診を安易に考えている企業が
少なくないことを知る時どのよう
に対処すべきか考えさせられる問
題です。

登録事業所
近年は、サービス業などの登録

が増加し製造業が少なくなってい
ます。  

また、人員においても20～30名
の事業所が目立っています。

説明会
労安協をはじめとして、各種の

団体と親密な連携を図り、あらゆ
る機会を捉え産業保健の意識高揚
を進めています。

今年の全国安全週間鶴見地区推
進大会でも、約370名の方々へ健康
診断と産業保健意識の重要性と尚
一層の充実を、強調したところで
す。また、会場の一室で産業医に
よる健康相談も実施して、産業保
健の身近にある事の大切さを参加
した方々に認識して戴きました。

平成18年度活動方針
17年度の方針を継続しての活動

であるが、今年度は労働安全衛生
法の改正で、過重労働での健康相
談が増加しつつある。先月頃から
の動きであるが、過重労働におけ
る健康相談についての問い合わせ
が急増しました。

過重労働対策への取り組みを重
点的とするが、高齢化による生活
習慣病・メンタルヘルス・日常生活
での健康活動等、地域産業保健セ
ンターとしての役割は重要です。

小規模事業所への産業保健サー
ビスを充実させ、働く人達が安心
して生活できる環境の充実をサポ
ートしていきます。

安全大会健康相談

説明会

センター長-鈴木-高遠
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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57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8,226人であり、20年前に
比べると約半数にまで減少した。しかし
ながら、じん肺症等の職業性疾病は後を
絶たず、石綿による肺がん、中皮腫の労
災認定件数が近年増加している。

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17年は48.4％に上っている。
脳・心臓疾患に係る労災認定件数は、年
間300件前後と高い水準で推移し、減少
傾向が見られない。また、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
を発症する事案が多発している。

このような状況に対処するために、
長時間労働者に対する医師による面接指
導制度の導入、リスクアセスメントの実
施等の努力義務化等を内容とした改正労
働安全衛生法が本年4月より施行され、
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。さらに、
代替が困難な一部の製品等を除く石綿等
の製造等の全面禁止など、石綿による健
康障害防止対策の一層の強化が進められ
ている。

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、

疲れてませんか 心とからだ
　　みんなでつくろう
　　　　　　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
「疲れてませんか　心とからだ　みん

なでつくろう　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衛生
管理活動の活性化

（ア）事業者による労働衛生管理に関する
年間計画に基づく実践

（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

平成１８年度（第57回）
全国労働衛生週間実施要綱について
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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）改正された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.-労働安全衛生マネジメントシステム
の確立

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
の指針に基づく対策の推進

（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

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）建設業における有機溶剤中毒予防の
ためのガイドラインに基づく有機
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（建設業における一酸
化炭素中毒予防のためのガイドラ
イン）

（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）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
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受けっぱなし・やりっぱなしにしない
健康診断の取組み
生活協同組合連合会ユーコープ事業連合--人事部健康づくり推進Ｇ　石井-美和子

ユーコープ事業連合の
概要

ユーコープ事業連合は、神奈川・
静岡・山梨県の6つの会員生協が加
盟する生協の事業連合です。1996
年に設立、組合員加入数562万人、
供給高2,140億円、事業内容は、店
舗、個人宅配、共同購入、共済･保
険、福祉事業など生活に密着した
事業を展開しています。コープの
理念は「生命を尊び、自然を大切に
し、人―社会―自然の調和の取れ
た平和の実現」をすることです。コ
ープの商品は、添加物等自主基準
に基づいた商品開発や独自の商品
検査システムで食の安全性を重視
しております。

健康管理対象数は、正規約2000
名、パート6500名。平均年齢は正
規40才、パート49才で男女比は2
対8と圧倒的にパート女性が多くを
占めています。健康管理スタッフ
は、常勤産業医1名、嘱託医6名（月
1回）、保健師5名です。

健康管理活動の位置づけ
と年間計画

健康管理活動では、事業者が各
種健康診断や安全配慮に基づく健
康増進施策を実施し自己管理の支
援を行ない、労働者がこれらの諸
施策に参加、健康づくりのための
自助努力と自立を基本としていま
す。1年の中で、第1四半期に外部
委託による各種健診を集中して行
ない、第2四半期以降は個人別に健
康づくりについて話し合う時間に
多くを充てています。今回は定期
健診（一次健診100％）後のフォロー
アップの取組みとその結果につい
てご紹介します。

健康づくりへの取組み　
その1 二次健診受診率
100％

健康診断については、二次健診
を受けてはじめて「健康診断が完了
した」ことと位置づけています。一
次健診の結果で「要治療」及び「再検

査･精密検査」の指示を受けた人に
「二次健診実施報告書」を発行しそ
の結果を回収しています。

具体的な受診率アップの対策と
して
1. 健康診断結果及び二次健診実施

報告書を本人に通知します。
2. 所属長には、健診結果通知書及

び二次健診対象者一覧表を送付、
部下の健康状態を把握し、二次
健診の受診勧奨と提出管理に活
用します。

3. 二次健診は12月31日を提出期限
とし、この日までに未提出の場
合は「未提出時措置」を労働安全
衛生委員会で組織的に決めてい
ます。
内容は、ⓐ本人及び管理者は顛

末書の提出 ⓑ本人は産業医面接を
うける ⓒ文書料の個人負担 の三項
目です。少々厳しい内容かもしれ
ませんが、02年に措置を講ずるま
では、男性職員の二次健診未受診
者が後を絶たず、その中から手遅
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■＜グラフ1＞87年度から05年度までの
　　　　　　　二次健診実施報告書提出率

■＜グラフ2＞一次健診結果および
　　　　　　　二次健診結果の内訳

■＜グラフ3＞
　二次健診結果加算後の全体

■＜グラフ4＞
　　面談者の1年後の転帰

■＜グラフ5＞疾病別転帰
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れの大腸がんや肝がんで亡くなっ
てしまう例が発生しました。

私たちはせっかく受けた健診を
無駄にせず、自分の命と健康を守
るために「二次健診は受けて当たり
前」の風土づくりに組織的に取組み
ました。その結果05年度にようや
く全員完了するに至りました。＜
グラフ1＞05年度は二次健診で17
名が大腸ポリープ切除術を受け、
このうち2名が組織診で前がん状態
と判明し早期対応ができています。

 二次健診結果分析により
組織の健康度が判明

05年度の一次健診受診者のうち
「健康群」に相当する「異常なし」「心
配なし」は33.8％でした。二次健診
の対象者は「要治療」及び「要再・精
密検査」の計である36％（3111名）
です。

この3111名の二次健診結果を7
つの区分に分類し、一次健診に加
算することで、組織の健康度が明
確になりました。再検査で「異常な
し」と判明した人が増えたため、健
康群は36％から42％に増えました。
一方新たに薬物治療を開始した人
が増え「治療群」は16％と判明しま
した。＜グラフ2・3＞

課題は「経過観察」「食事・運動療
法」の人たちが悪化に陥らないため
の施策が必要なこと、再検査項目
をすべて終えないうちに報告書を
提出する人たちへの指導が必要な
ことです。さらなる質の向上が求
められます。

健康づくりへの取組み
その2 “フォローアップ
の重要性 6割が改善” 

一次健診実施後、事業所を巡回
し「健康づくり相談会」を開催、健
診後フォローアップを行っていま
す。保健師が対象者をリストアッ
プし、各事業所長が面談者のタイ
ムスケジュールを作成する方法で
連携して運営しています。この相
談会で大事なことは、本人のやる
気をいかに引き出し、改善すべき
項目の目標値を掲げ食事や運動の
実践を持続し、“自己管理できる能
力”を育て見守る支援を提供するこ
とです。面談では本人が生活の中
でできる改善を、より具体的な内
容で話し合い、何を行っていくか
を本人に決めてもらっています。

面談を受けた人の検査数値変化
を経年で比較してみると、約6割が
データ改善しており個別面談の効

果は概ね良好といえます。
1. 全体の転帰は、検査数値が改善

した人47％（216名）やや改善し
た人16％（78名）と63％に改善
傾向がみられました。しかし、
改善が見られない人18％（83名）、
悪化傾向を示している人12％（57
名）が見られます。＜グラフ4＞

2. 面談を行った上位疾患は、高脂
血症179名、貧血53名、肥満51名、
高血圧41名、高中性脂肪32名の
順です。肥満を中心とした生活
習慣病となっています。

3. 改善の比率が高い疾患は、貧血
74％（39名）、高中性脂肪63％（20
名）、高尿酸63％（12名）、肥満53
％（27名）でした。＜グラフ5＞
今後の課題としては面談の人数

を増やすことがあります。05年に
正規職対象に実施した健康意識調
査で集合教育支持率4％に比べ個人
別カウンセリングを希望する人が
25％と高く、より個別性の高い支
援を望んでいることがわかってい
ます。そのため巡回する事業所数
を増やし1人でも多くの人に直に
お話を聴く機会を増やすとともに、
ご本人自らの発信を気楽にいただ
けるような広報活動の充実も重要
と考えています。
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地域産業保健センターをご利用ください
従業員50人未満で産業医の選任義務のない職場の事業主や従業員の皆様に対し、健康相談・保健指導のサービスを行います。

●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

業務内容

神奈川県内の地域産業保健センター

平塚地域産業保健センター（拡充）
〒254-0054 平塚市中里34-17 平塚市医師会内
TEL.0463-31-0814　 FAX.0463-33-7675
コーディネーター：大木  国男、 太田  信
〔関係医師会〕平塚市医師会・秦野伊勢原医師会・中郡医師会
〔該当監督署〕平塚労働基準監督署 TEL.0463-32-4600
 （担当区域）  平塚市・秦野市・伊勢原市・中郡

湘南地域産業保健センター（拡充）
〒251-0032 藤沢市片瀬339-1 藤沢市医師会館内
TEL.0466-27-6238　FAX.0466-27-6238
コーディネーター：堀 洪允、 伊藤 邦雄
〔関係医師会〕藤沢市医師会・鎌倉市医師会・茅ヶ崎医師会
〔該当監督署〕藤沢労働基準監督署 TEL.0466-23-6753
 （担当区域）  藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・高座郡

相模原・津久井地域産業保健センター（拡充）
〒228-0803  相模原市相模大野4-4-1 相模原南メディカルセンター内
TEL.042-749-2101　FAX.042-741-1877
コーディネーター：後藤 昌弘、 鍋田 錥子
〔関係医師会〕相模原市医師会・津久井郡医師会
〔該当監督署〕相模原労働基準監督署　TEL.042-752-2051
 （担当区域）  相模原市・津久井郡

三浦半島地域産業保健センター（拡充）
〒238-0015  横須賀市田戸台36-1 横須賀市医師会内
TEL.046-822-3053　FAX.046-823-4534
コーディネーター：川又 汎、 小林 一
〔関係医師会〕横須賀市医師会・逗葉医師会・三浦市医師会
〔該当監督署〕横須賀労働基準監督署　TEL.046-823-0858
 （担当区域）  横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡

鶴見地域産業保健センター
〒230-0051  横浜市鶴見区鶴見中央4-21-3 鶴見メディカルセンター内
TEL.045-521-2738　FAX.045-521-2738
コーディネーター：森永 孝一
〔関係医師会〕横浜市鶴見区医師会
〔該当監督署〕鶴見労働基準監督署　TEL.045-501-4968
 （担当区域）  鶴見区

川崎南地域産業保健センター
〒210-0012  川崎市川崎区宮前町8-3 （社）川崎市医師会館内
TEL. 044-200-0668　FAX. 044-200-0668
コーディネーター：窪田 修
〔関係医師会〕川崎市医師会
〔該当監督署〕川崎南労働基準監督署 TEL. 044-244-1271
 （担当区域）  川崎区・幸区

横浜北地域産業保健センター
〒221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川3F 神奈川区医師会内
TEL.045-313-9187　FAX.045-313-9187
コーディネーター：井上  温
〔関係医師会〕神奈川区医師会・青葉区医師会・港北区医師会
 都筑区医師会・西区医師会・緑区医師会
〔該当監督署〕横浜北労働基準監督署　TEL.045-474-1251
 （担当区域）  神奈川区・青葉区・港北区・都筑区・西区・緑区

横浜南地域産業保健センター
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町48　（社）金沢区三師会館内
TEL.045-782-8785　FAX.045-783-6740
コーディネーター：橘田 憲次
〔関係医師会〕磯子区医師会・金沢区医師会・港南区医師会
 南区医師会・中区医師会
〔該当監督署〕横浜南労働基準監督署　TEL.045-211-7373
 （担当区域）  磯子区・金沢区・港南区・南区・中区

横浜西地域産業保健センター
〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4711-1 オセアン矢沢ビル3F
TEL.045-861-5600　FAX.045-861-5600
コーディネーター：近藤 昇
〔関係医師会〕旭区医師会・泉区医師会・栄区医師会
            　　 瀬谷区医師会・戸塚区医師会・保土ヶ谷区医師会
〔該当監督署〕横浜西労働基準監督署　TEL.045-892-3141
 （担当区域）  旭区・泉区・栄区・瀬谷区・戸塚区・保土ヶ谷区

県西地域産業保健センター
〒256-0816  小田原市酒匂2-32-16 小田原市保健センター内
TEL.0465-49-2929　FAX.0465-47-0832
コーディネーター：山本 勲
〔関係医師会〕小田原医師会・足柄上医師会
〔該当監督署〕小田原労働基準監督署　TEL.0465-22-7151
 （担当区域）  小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡

県央地域産業保健センター
〒243-0011  厚木市厚木町6-1 厚木市医療サポートセンター内
TEL.046-223-8072　FAX.046-223-0556
コーディネーター：中島 健彦
〔関係医師会〕厚木医師会・座間綾瀬医師会・大和市医師会
　　　　　　 海老名市医師会
〔該当監督署〕厚木労働基準監督署　TEL.046-228-1331
 （担当区域）  厚木市・大和市・座間市・海老名市・綾瀬市・愛川町・清川村

川崎北地域産業保健センター
〒213-0001  川崎市高津区溝の口5-15-5 川崎市高津休日急患診療所内
TEL. 044-829-2020　FAX. 044-829-2020
コーディネーター：山屋 行孝
〔関係医師会〕川崎市医師会
〔該当監督署〕川崎北労働基準監督署　TEL. 044-820-3181
 （担当区域）  中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区

健 康 相 談 窓 口 の 開 設

医 師 による 面 接 指 導 の 実 施

職場訪問による産業保健指導の実施

産 業 保 健 情 報 の 提 供

例えば、健康診断結果の見方がわからない。生活習慣病予防は何から始めたらよいか。
など について医師が相談に応じます。

過重労働による健康障害防止等に係わる面接を医師が行い、適切な指導・助言を行います。

●健康相談日の開設日は上記の地域産業保健センターにお問い合わせください。

編 集 後 記
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（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成18年度 第1回
産業保健相談員会議

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

　10月1日から10月7日までの間、全国労働衛生週間が「疲れて
ませんか　心とからだ　みんなでつくろう　健康職場」のスロー
ガンの下に展開されます。各事業場の産業保健関係者の方々、
とりわけ衛生管理者、看護・保健職の方に置かれましては、創意
工夫を凝らし実のある全国労働衛生週間となるよう準備を着々
と行っていただいていることと存じ上げます。
　当センターも発足10周年を迎え産業保健関係者のニーズに
応えるべく活動を推進し、当センターが発行している情報誌も

「かもめ」の名で親しまれておりますが、産業保健関係者以外の
方から産業保健推進センターはどのような活動を行っているのか
との問い合わせが未だにあります、現在、当センターの活動内容
が分かりやすく可愛い愛称を募集しております、是非名付け親に
なっていただくようお願いいたします。
　当センターの事務所も諸般の事情で移転することとなりました、
新事務所は、横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1(第６安田ビル３階)を
予定しております、詳細につきましては後日ご連絡いたします。

ご希望により医師が事業所を訪問し、健康管理などについてアドバイスを行います。

日本医師会認定産業医・労働衛生機関などの情報を提供します。

「精神科医等のための
産業保健研修会」のご案内
■ 主　催：（財）産業医学振興財団 （社）神奈川県医師会
　 　　　 （社）日本精神科病院協会 
　 　　　 （社）日本精神神経科診療所協会
               神奈川県精神神経科診療所協会
■ 対　象：精神科、精神神経科及び心療内科の医師
■ 定　員：30名程度
■ 参加費：無　料
■ 開催日：平成18年2月5日（日）14：00～17：20
■ 会　場：神奈川県総合医療会館（神奈川県医師会）
               2階 研修室  横浜市中区富士見町3-1

● お申込み・お問合せ先
　 財団法人 産業医学振興財団 企画課・事業課
　  TEL. 03-3584-5421 

※参加費はすべて無料です。
平成18年4月25日（月）
於：当センター会議室

平成18年3月10日（金）　於：神奈川労働局会議室

平成18年2月7日（火）　於：当センター会議室

※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。

講師：帝京平成大学教授 中川 禮子氏

個人情報の取り扱いについて
現在、本誌「かもめ」を送付させていただいている皆様について、送付に必要
な情報（お名前、団体名、役職、住所、電話番号など）を保持しております。今
後も継続して送らせていただきたいと考えております。送付を希望されない場
合には、お手数ですが、神奈川産業保健推進センター（電話：045-224-1620）
までご連絡ください。

地域産業保健センターをご利用ください
●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

神奈川県内の地域産業保健センター

●平塚地域産業保健センター 　0463-31-0814
●湘南地域産業保健センター 　0466-27-6238
●相模原・津久井地域産業保健センター 　042-749-2101
●三浦半島地域産業保健センター 　046-822-3053
●鶴見地域産業保健センター 　045-521-2738
●横浜北地域産業保健センター 　045-313-9187

●横浜南地域産業保健センター 　045-782-8785
●横浜西地域産業保健センター 　045-861-5600
●県西地域産業保健センター 　0465-49-2929
●県央地域産業保健センター 　046-223-8072
●川崎南地域産業保健センター 　044-200-0668
●川崎北地域産業保健センター 　044-829-2020

アスベスト健康相談・講演会
平成18年7月3日（月）　於:ミューザ川崎

四大学産業医学関係連絡会
平成18年8月2日（水）　於:当センター会議室

神奈川産業保健強調期間推進研修会
●日　時　平成18年11月28日（火）13：30～17：00
●場　所　はまぎんホール　ヴィアマーレ
●テーマ　「長時間労働と突然死－AEDについて」
　講　師　東京都済生会中央病院 副院長 三田村 秀雄 氏 
●テーマ　「改正労働安全衛生法と過重労働による
　　　　　　健康障害防止のための総合対策について」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課長 花形 修身 氏
●対象および定員
　産業医：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18年9月9日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「CSRと産業保健」
　講　師　産業医科大学作業病態学研究室
　　　　　非常勤助手 岩崎 明夫 氏

●日　時　平成18年12月16日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「人体振動の国際動向」
　講　師　（独）労働安全衛生総合研究所
　　　　　有害性評価研究グループ部長 前田 節雄 氏

第6回神奈川県下
地域・職域看護職研修会
●日　時　平成18年9月8日（金）14：00～16：30
●場　所　横浜市健康福祉総合センター4Fホール
　　　　　横浜市中区桜木町1-1
●テーマ　「メンタルヘルス対策について」
　講　師　当センター産業保健相談員 廣 尚典 氏

●テーマ　「医療制度改革にともなう
　　　　　生活習慣病対策の今後の方向性について」
　講　師　国立保健医療科学院 人材育成部長 水嶋 春朔 氏

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成18年11月11日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「安全衛生法改正と過労死対策
　　　　　ー生活習慣病を中心にー」
　講　師　当センター相談員　苅部 ひとみ 氏

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成18年9月9日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「CSRと産業保健」
●講　師　産業医科大学作業病態学研究室
　　　　　非常勤助手 岩崎 明夫 氏

●日　時　平成18年12月16日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「人体振動の国際動向」
●講　師　（独）労働安全衛生総合研究所
　　　　　有害性評価研究グループ部長 前田 節雄 氏

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成18年11月11日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「安全衛生法改正と過労死対策
　　　　　ー生活習慣病を中心にー」
●講　師　当センター相談員　苅部ひとみ

平成18年母性健康管理研修会
●日　時　平成18年9月27日（水）13：15～16：50
●場　所　ビジネスサポートフロア
　　　　　横浜ランドマークタワー25F
●テーマ　「管内の働く女性の現状と男女雇用機会
　　　　　均等法における母性健康管理の措置及び
　　　　　労働基準法における母性保護規定」
　講　師　神奈川労働局雇用均等室長 濱田 知子 氏

●テーマ　「母子保健の理念（母子保護法）と妊娠中の
　　　　　症状等に対する措置」
　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

●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の役割」
　講　師　荒木労働衛生コンサルタント事務所
　　　　　所長 荒木 葉子氏

（認定産業医・基礎後期及び生涯研修：3時間 3単位申請中）

健康診断に要した費用（消費税も含む）の3/4
に相当する額

深夜業に従事する皆様へ

自発的健康診断受診
支援助成金のご案内

深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。
深夜業務の方のための助成金があります。深夜業務の方のための助成金があります。

仕事が一生懸命がんばれるのは、元気な身体
があってこそ、深夜労働は、昼間の仕事に比べ
て身体への負担も大きくなりがち。疲れが気に
なったら、早めに健康診断を受けましょう。

深夜業務に従事した方
勤務した時間の一部が午後10時から翌日の
午前5時にかかる方も含まれます。

①常時使用される労働者
②自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に
1ヶ月当たり4回以上（過去6ヶ月で合計24回
以上）深夜業務に従事した方

詳しくは当センターにお問い合せください

ご存知ですか？
健康診断費の　　が、
国から助成されます。

支給対象者 助成金額

上限 7,500円
●自発的健康診断とは、事業主の行う定期健康診断以外
に労働者個人の意志で受ける健康診断をいいます。

●人間ドックにもご利用できます。
●助成は、各年度につき1回に限ります。
●労働保険非適用事業に勤務する労働者は対象となり
ません。

�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18年9月 第33号／編集・発行：独立行政法人労働者健康福祉機構 神奈川産業保健推進センター

（事務局）

研 修 会 ・ 交 流 会 の ご 案 内

平成18年度 第1回
産業保健相談員会議

平成17年度 産業看護講座Ⅰ最終講

　10月1日から10月7日までの間、全国労働衛生週間が「疲れて
ませんか　心とからだ　みんなでつくろう　健康職場」のスロー
ガンの下に展開されます。各事業場の産業保健関係者の方々、
とりわけ衛生管理者、看護・保健職の方に置かれましては、創意
工夫を凝らし実のある全国労働衛生週間となるよう準備を着々
と行っていただいていることと存じ上げます。
　当センターも発足10周年を迎え産業保健関係者のニーズに
応えるべく活動を推進し、当センターが発行している情報誌も

「かもめ」の名で親しまれておりますが、産業保健関係者以外の
方から産業保健推進センターはどのような活動を行っているのか
との問い合わせが未だにあります、現在、当センターの活動内容
が分かりやすく可愛い愛称を募集しております、是非名付け親に
なっていただくようお願いいたします。
　当センターの事務所も諸般の事情で移転することとなりました、
新事務所は、横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1(第６安田ビル３階)を
予定しております、詳細につきましては後日ご連絡いたします。

ご希望により医師が事業所を訪問し、健康管理などについてアドバイスを行います。

日本医師会認定産業医・労働衛生機関などの情報を提供します。

「精神科医等のための
産業保健研修会」のご案内
■ 主　催：（財）産業医学振興財団 （社）神奈川県医師会
　 　　　 （社）日本精神科病院協会 
　 　　　 （社）日本精神神経科診療所協会
               神奈川県精神神経科診療所協会
■ 対　象：精神科、精神神経科及び心療内科の医師
■ 定　員：30名程度
■ 参加費：無　料
■ 開催日：平成18年2月5日（日）14：00～17：20
■ 会　場：神奈川県総合医療会館（神奈川県医師会）
               2階 研修室  横浜市中区富士見町3-1

● お申込み・お問合せ先
　 財団法人 産業医学振興財団 企画課・事業課
　  TEL. 03-3584-5421 

※参加費はすべて無料です。
平成18年4月25日（月）
於：当センター会議室

平成18年3月10日（金）　於：神奈川労働局会議室

平成18年2月7日（火）　於：当センター会議室

※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。

講師：帝京平成大学教授 中川 禮子氏

個人情報の取り扱いについて
現在、本誌「かもめ」を送付させていただいている皆様について、送付に必要
な情報（お名前、団体名、役職、住所、電話番号など）を保持しております。今
後も継続して送らせていただきたいと考えております。送付を希望されない場
合には、お手数ですが、神奈川産業保健推進センター（電話：045-224-1620）
までご連絡ください。

地域産業保健センターをご利用ください
●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

神奈川県内の地域産業保健センター

●平塚地域産業保健センター 　0463-31-0814
●湘南地域産業保健センター 　0466-27-6238
●相模原・津久井地域産業保健センター 　042-749-2101
●三浦半島地域産業保健センター 　046-822-3053
●鶴見地域産業保健センター 　045-521-2738
●横浜北地域産業保健センター 　045-313-9187

●横浜南地域産業保健センター 　045-782-8785
●横浜西地域産業保健センター 　045-861-5600
●県西地域産業保健センター 　0465-49-2929
●県央地域産業保健センター 　046-223-8072
●川崎南地域産業保健センター 　044-200-0668
●川崎北地域産業保健センター 　044-829-2020

アスベスト健康相談・講演会
平成18年7月3日（月）　於:ミューザ川崎

四大学産業医学関係連絡会
平成18年8月2日（水）　於:当センター会議室

神奈川産業保健強調期間推進研修会
●日　時　平成18年11月28日（火）13：30～17：00
●場　所　はまぎんホール　ヴィアマーレ
●テーマ　「長時間労働と突然死－AEDについて」
　講　師　東京都済生会中央病院 副院長 三田村 秀雄 氏 
●テーマ　「改正労働安全衛生法と過重労働による
　　　　　　健康障害防止のための総合対策について」
　講　師　神奈川労働局労働衛生課長 花形 修身 氏
●対象および定員
　産業医：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18年9月9日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「CSRと産業保健」
　講　師　産業医科大学作業病態学研究室
　　　　　非常勤助手 岩崎 明夫 氏

●日　時　平成18年12月16日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「人体振動の国際動向」
　講　師　（独）労働安全衛生総合研究所
　　　　　有害性評価研究グループ部長 前田 節雄 氏

第6回神奈川県下
地域・職域看護職研修会
●日　時　平成18年9月8日（金）14：00～16：30
●場　所　横浜市健康福祉総合センター4Fホール
　　　　　横浜市中区桜木町1-1
●テーマ　「メンタルヘルス対策について」
　講　師　当センター産業保健相談員 廣 尚典 氏

●テーマ　「医療制度改革にともなう
　　　　　生活習慣病対策の今後の方向性について」
　講　師　国立保健医療科学院 人材育成部長 水嶋 春朔 氏

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成18年11月11日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「安全衛生法改正と過労死対策
　　　　　ー生活習慣病を中心にー」
　講　師　当センター相談員　苅部 ひとみ 氏

神奈川産業保健交流会
●日　時　平成18年9月9日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「CSRと産業保健」
●講　師　産業医科大学作業病態学研究室
　　　　　非常勤助手 岩崎 明夫 氏

●日　時　平成18年12月16日（土）14：00～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「人体振動の国際動向」
●講　師　（独）労働安全衛生総合研究所
　　　　　有害性評価研究グループ部長 前田 節雄 氏

メンタルヘルス交流会
●日　時　平成18年11月11日（土）13：30～17：00
●場　所　当センター会議室
●テーマ　「安全衛生法改正と過労死対策
　　　　　ー生活習慣病を中心にー」
●講　師　当センター相談員　苅部ひとみ

平成18年母性健康管理研修会
●日　時　平成18年9月27日（水）13：15～16：50
●場　所　ビジネスサポートフロア
　　　　　横浜ランドマークタワー25F
●テーマ　「管内の働く女性の現状と男女雇用機会
　　　　　均等法における母性健康管理の措置及び
　　　　　労働基準法における母性保護規定」
　講　師　神奈川労働局雇用均等室長 濱田 知子 氏

●テーマ　「母子保健の理念（母子保護法）と妊娠中の
　　　　　症状等に対する措置」
　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

●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の役割」
　講　師　荒木労働衛生コンサルタント事務所
　　　　　所長 荒木 葉子氏

（認定産業医・基礎後期及び生涯研修：3時間 3単位申請中）

健康診断に要した費用（消費税も含む）の3/4
に相当する額

深夜業に従事する皆様へ

自発的健康診断受診
支援助成金のご案内

深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。深夜も頑張るあなたが、明日も元気でいられるように。
深夜業務の方のための助成金があります。深夜業務の方のための助成金があります。

仕事が一生懸命がんばれるのは、元気な身体
があってこそ、深夜労働は、昼間の仕事に比べ
て身体への負担も大きくなりがち。疲れが気に
なったら、早めに健康診断を受けましょう。

深夜業務に従事した方
勤務した時間の一部が午後10時から翌日の
午前5時にかかる方も含まれます。

①常時使用される労働者
②自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に
1ヶ月当たり4回以上（過去6ヶ月で合計24回
以上）深夜業務に従事した方

詳しくは当センターにお問い合せください

ご存知ですか？
健康診断費の　　が、
国から助成されます。

支給対象者 助成金額

上限 7,500円
●自発的健康診断とは、事業主の行う定期健康診断以外
に労働者個人の意志で受ける健康診断をいいます。

●人間ドックにもご利用できます。
●助成は、各年度につき1回に限ります。
●労働保険非適用事業に勤務する労働者は対象となり
ません。
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みなとみらい大通り 
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市営地下鉄3号線 

JR根岸線 

日石横浜ビル 横浜銀行本店ビル 

日本丸 
メモリアルパーク 

ワシントン 
ホテル 

グランモール公園 

みなとみらい駅 

みなとみらい線 

桜木町駅 

バスターミナル 

アクセス ●みなとみらい線 ：「みなとみらい駅」より徒歩5分 
●JR根岸線 ：「桜木町駅」より徒歩5分 
●横浜市営地下鉄3号線 ：「桜木町駅」より徒歩7分 
●自動車 ：首都高速横羽線「みなとみらい出入口」より1分 

●毎土・日曜日及び祝日 ●年末年始 

ご利用いただける日時 

休    日 

●休日を除く毎日/午前9時～午後5時30分 

 　 独立行政法人 労働者健康福祉機構 
神奈川産業保健推進センター 

神奈川産業保健推進センター 
横浜ランドマークタワー43階 

〒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 

●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

地域産業保健センター活動紹介

平成18年度全国労働衛生週間実施要綱について

＜産業看護職紹介＞生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合

 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


