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職場におけるメンタルヘルス
社団法人 神奈川県医師会 産業医部会 理事
今年度より、神奈川県医師会産業医

いる。

石井 出

て、1 長時間残業、2 配置転換・異動、

部会を担当することになりました。開業

近年の自殺者の増加は、早急なメン

3ノルマ未達成、4 昇進などが見られる。

して以来 20 余年を過ぎましたが、近く

タルヘルス対策の実施を必要としてい

多くの場合、業務が荷重のために疲弊、

の会社の産業医からしばしば、うつ状

る。厚生労働省の「事業場における労

消耗し、燃え尽きてしまい、ついにはう

態や、不安状態の患者を紹介され、メ

働者の心の健康づくりのための指針」で

つ状態・うつ病になってしまう。

ンタルヘルスについて関心を持ってきま

メンタル面での健康保持施策が出されて

した。地域での自殺者のことを見聞きし

いる。この中で、1セルフケア
（労働者が

にくい。一見、元気がないように見え、

たりすると心が痛みます。

自ら行うストレスの気付きと対処）、2 ラ

励ましたりして症状を悪化させることも

インによるケア（管理監督者が行う職場

ある。うつになると、悲観的になり、感

失われた 10 年といわれるデフレの時代

環境等改善と相談の対応）、3 事業場内

情は落ち込み、自己否定的になったりす

が続いている。労働者の自殺は年間 3 万

産業保健スタッフ等によるケア（産業医

る。効率を中心に考える職場ではゆとり

人を超える状態となっている。交通事故

等による専門的ケア）、4 事業場外資源

も無く、冗長な部分が少ないために、落

による死者の 3 倍を超えている。大きな

によるケア（事業所外による専門機関に

ち込んだ気分に鞭打ち、さらに仕事を

人的損失ばかりでなく、彼らの家族や

よるケア）という4 つのケアが提示されて

しようとするとついには燃え尽きてしま

友人、同僚も「何もしてやれなかった」

いる。

う。いわゆる燃えつき症候群といわれる

1990 年代以降、バブルがはじけて、

うつ病の初期状態はなかなか気づき

という気持ちにさいなまれ、いわゆる心

成果主義による職場仲間での競争や

的外傷を受けている。しかし、これら

コミュニケーション不足は意思疎通の乏

のことは個人的出来事に終わり、あまり

しい職場環境では容易にストレスがたま

もある。怠け者に見られることに傷つき、

表面化しない。

り、ストレスの解消が出来ない。自らの

さらに悪化してしまう。また、一日のう

不健康状態に気付き相談できる職場環

ちでも朝は気分が悪く、午後には元気

境の整備が求められている。

になるといったこともある。この段階を

現在、日本の経済・産業構造は大き
く変化している。グローバリゼーション
の波や、急速な IT化社会、長期の不況
による人員削減と失業の不安、過重な

ストレス徴候として、
「遅刻や欠勤が
目立つ」、
「人と目をあわせるのを避ける」、

状態に陥る。
周囲からは「怠け者」と見られること

過ぎると仕事の能率が上がらない、自分
がだめだから、もっとがんばらなければ

労働負荷などにより精神的ストレスにさ

「食欲が落ち、やせてくる」などのこと

と焦りが出てくる。ここで、何らかのき

らされているといえる。厚生労働省は、

に周囲が気づき、産業医等に相談でき

っかけがあると自殺企図をすることにな

これらの状況に対して、いくつかの対

る環境が整えることが必要である。

る。

策を講じて、
「事業場における労働者の

図「景気、失業者数、自殺者数の変

こうなる前に、とにかく「十分に休む」

心の健康づくりのための指針」
（平成 12

動幅の推移」から読み取れるのは失業

ことが大切である。休みやすい職場環

年）、
「過重労働による健康障害防止の

と自殺が相関し、景気に影響を受けて

境やうつ状態に早く気づくこと、
「健康

ための総合対策」
（平成 14 年）、
「心の

いることがわかる。

づくりのための指針」にあるセルフケア、

健康問題により休業した労働者の職場

また、1998 年の自殺者数は 31,755人

ラインケア、産業医・衛生管理者による

復帰支援の手引き」
（平成 16 年）などの

と前年の 23,494 人を35.2% と急増して

専門的ケア、専門機関との連携を行える

指針を出している。過重労働による健康

いる。この年の末には日本長期信用銀

システムを作ることがメンタルヘルス対

障害を防止するために、健康管理を徹

行などが国有化され、リストラが本格化

策の課題である。

底し、時間外労働を出来るだけ少なくす

してきた時期に当たる。自殺の原因の多

ることが重要だといわれている。脳梗塞

くは、うつ状態、身体的精神的苦痛か

や脳出血などの狭心症、心筋梗塞など

らの解放、
「生きがい」の喪失、現実か

の心疾患の発症を防ぐと同時に、疲労

らの逃避、などが多い。職場環境の中

年

自殺者総数

無職者

被雇用者

1980

21048

8780

5495

回復のための休息や心身のリフレッシュ

でこれらの徴候を察知することが自殺の

1990

21346

10456

4925

が必要とされている。

予防につながる。多くの場合、うつ傾向

2000

31957

14959

7301

2001

31042

14443

7307

2002

32143

15117

7470

2003

34427

16307

8474

2004

32325

15463

7893

労働時間の短縮や、年次有給休暇の
取得促進、定期健康診断の実施と有所
見者に対する健康指導等が求められて

を伴っているので、早く気づくことが重
要である。
過労自殺のきっかけになる要因とし

自殺者年次推移

H17.6 発表警察庁統計資料より
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N,N‐ジメチルホルムアミドによる
健康障害を防止するための指針
神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課
労働安全衛生法
（昭和 47年法律第 57 号）
第 28 条第 3 項の規定に基づき、N,N‐ジメ
チルホルムアミドによる労働者の健康障害
を防止するための指針が公表されましたの
でお知らせします。

趣旨
この指針は、N,N‐ジメチルホルムアミド
又は N,N‐ジメチルホルムアミド、を含有す
るもの（N,N‐ジメチルホルムアミド含有量が
重量の１パーセント以下のものを除く。以下
「N,N‐ジメチルホルムアミド等」という。）を
製造し、又は取り扱う業務に関し、N,N‐
ジメチルホルムアミドによる労働者の健康障
害の防止に資するため、その製造、取り扱
い等に際し事業者が講ずべき措置について
定めたものである。

N,N‐ジメチルホルムアミ
ドへのばく露を低減するた
めの措置について
（１）N,N‐ジメチルホルムアミド又は N,N‐
ジメチルホルムアミドを重量の 5 パーセ
ントを超えて含有するものを製造し、
又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中
毒予防規則
（昭和47年労働省令第 36号。
以下「有機則」という。）第 1条第 1項第
6 号イからヲまでに掲げる業務に該当す
るものが（以下「有規則適用業務」とい
う。）については、設備の密閉化、局所
排気装置の設置等有機則に定めるとこ
ろによるほか、次の措置を講ずること。
ア. 労働者の N,N‐ジメチルホルムアミドへ
のばく露の低減を図るため、事業場に
おけるN,N‐ジメチルホルムアミド等の
製造量、取扱量、作業の頻度、作業時
間、作業の態様等を勘案し、必要に応
じ、次に掲げる作業環境管理に係る措
置、作業管理に係る措置その他必要な
措置を講ずること。
（ア）作業環境管理
①使用状況等の変更
②作業工程の改善
（イ）作業管理
①労働者が N,N‐ジメチルホルムアミ

2

ドにばく露されないような作 業位
置、作業姿勢又は作業方法の選択
②不浸透性の保護衣、保護手袋等の
保護具の使用
③ N,N‐ジメチルホルムアミドにばく露
される時間の短縮
イ. N,N‐ジメチルホルムアミド等を作業場
外へ排出する場合は、当該物質を含有
する排気、廃液等による事業場の汚染
の防止を図ること。
ウ. 保護具については、同時に就業する作
業者の人数分以上を備え付け、常時有
効かつ清潔に保持すること。
エ . 次の事項について当該作業に係る作業
基準を定め、これに基づき作業させる
こと。
（ア）設備、装置等の操作及び点検
（イ）異常な事態が発生した場合における
応急の措置
（ウ）
保護具の使用
（2）N,N‐ジメチルホルムアミド等を製造し、
又は取り扱う業務のうち、有機則適用
業務以外の業務については、次の措置
を講ずること。
ア. 労働者の N,N‐ジメチルホルムアミドの
ばく露の低減を図るため、事業場にお
けるN,N‐ジメチルホルムアミド等の製
造量、取 扱 量、作 業の頻度、作 業時
間、作業の態様等を勘案し、必要に応
じ、次に掲げる作業環境管理に係る措
置、作業管理に係る措置その他必要な
措置を講ずること。
（ア）作業環境管理
①使用状況等の変更
②作業工程の改善
③設備の密閉化
④局所排気装置等の設置
（イ）作業管理
①労働者が N,N‐ジメチルホルムアミ
ドにばく露されないような作 業位
置、作業姿勢又は作業方法の選択
②呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、
保護手袋等の保護具の使用
③ N,N‐ジメチルホルムアミドにばく露

される時間の短縮
④作業を指揮する者の選任
イ. 上記アによりばく露を低減するための装
置等の設置等を行った場合、次により
当該装置等の管理を行うこと。
（ア）局所排気装置等については、作業が
行われている間、適正に稼働させる
こと。
（イ）局所排気装置等については、定期的
に保守点検を行うこと。
（ウ）N,N‐ジメチルホルムアミド等を作業
場外へ排出する場合は、当該物質
を含有する排気、廃液等による事業
場の汚染の防止を図ること。
ウ. 保護具については、同時に就業する作
業者の人数分以上を備え付け、常時有
効かつ清潔に保持すること。また、送
気マスクを使用させたときは、当該労働
者が有害な空気を吸入しないように措
置すること。
エ . 次の事項について当該作業に係る作業
基準を定め、これに基づき作業させる
こと。
（ア）設備、装置等の操作及び点検
（イ）異常な事態が発生した場合の措置
（ウ）
保護具の使用

作業環境測定について
（1）有機則適用業務においては、有機則に
定めるところによるほか、作業環境測
定の結果及びその結果の評価の記録を
30 年間保存するよう努めること。
（2）N,N‐ジメチルホルムアミド等を製造し、
又は取り扱う業務のうち、有機則適用
業務以外の業務については、次の措置
を講ずること。
ア. 屋内作業について、作業環境測定基準
（昭和 51年労働省告示第 46 号）に従っ
て N,N‐ジメチルホルムアミドの空気中
における濃度を定期的に測定すること。
なお、測定は作業環境測定士が実
施すること。また、測定は 6月以内ごと
に1回実施するように努めること。
イ. 作業環境測定を行ったときは、作業環

境評価基準（昭和 63 年労働省告示第 79
号）に従って当該測定結果についての評
価を行い、その結果に基づき施設、設
備、作業工程、作業方法等の点検を行
うこと。これらの結果に基づき、必要
に応じて使用条件等の変更、作業工程
の改善、作業方法の改善その他作業環
境改善のための措置を講ずるとともに、
呼吸用保護具の着用その他労働者の健
康障害を予防するため費用な措置を講
ずること。
ウ. 作業環境測定の結果及びその結果の評
価の記録を30 年間保存するよう努める
こと。

労働衛生教育について
（1）N,N‐ジメチルホルムアミド等を製造し、
又は取り扱う業務に従事している労働
者及び当該業務に従事することとなった
労働者に対して、次の事項について労
働衛生教育を行うこととしたこと。
ア. N,N‐ジメチルホルムアミドの性状及び
有害性
イ. N,N‐ジメチルホルムアミド等を使用する
業務
ウ. N,N‐ジメチルホルムアミドによる健康
障害、その予防方法及び応急措置
エ . 局所排気装置その他の N,N‐ジメチル
ホルムアミドへのばく露を低減するため
の設備及びそれらの保守・点検の方法
オ. 作業環境の状況の把握
カ . 保護具の種類、性能、使用方法及び保
守管理
キ. 関係法令
（2）上記事項に係る労働衛生教育の時間は
4.5 時間以上とすること。

N,N‐ジメチルホルムアミド
等の製造等に従事する労働
者の把握について

なお、物性等については 表 1 に示す
とおりである。

N,N‐ジメチルホルムアミド等の製造等を
製造し、又は取り扱う業務に常時従事する
労働者について、1月を超えない期間ごとに
次の事項を記録すること。

人工皮革又はウレタン系合成皮革、ス
パンデックス繊維、分析化学用
（溶媒、ホル
ミル化試薬）、有機合成用の溶媒
（染料及び
中間体の合成用、農薬、医薬品）、各種ポ
リマーの溶媒、触媒（セルロースのアセチル
化）、ガス吸収剤（ブタジエン、アセチレン、
エチレン、プロピレン、亜硫酸、硫化水素、
青酸、三フッ化ホウ素、無水硫酸等）、色
素の溶剤等

（1）労働者の氏名
（2）従事した業務の概要及び当該業務に従
事した期間
（3）N,N‐ジメチルホルムアミドにより著しく
汚染される事態が生じたときは、その
概要及び講じた応急措置の概要
なお、上記事項の記録は、当該記録を行
った日から30 年間保存するよう努めること。

危険有害性等の表示に
ついて
労働安全衛生法第 57条、第 57条の２及
び第 101 条第２項に規定する容器等への化
学物質の名称等の表示、化学物質等安全
データシートの交付、労働者への有害性の
周知等のほか、
「化学物質等の危険有害性
等の表示に関する指針（平成４年労働省告
示第 60 号）」に示された必要な措置を講ず
ること。
（参考）N,N‐ジメチルホルムアミドに
係る情報

１ 性状
る。水及び通常の有機溶剤に可溶である。
また、N,N‐ジメチルホルムアミドを加熱
すると、分解して一酸化炭素を生じる。

N,N‐ジメチルホルムアミドは、皮膚、目、
粘膜を強く刺激する物質であり、高濃度蒸
気の吸入により、のどの刺激、悪心、吐き
気を生じ、繰り返しばく露されることにより、
胃、肝臓に障害を与えることがある。また、
皮膚からも吸収される。

４ その他のがん原性に関する評価
（１）日本産業衛生学会
第２群 B（人間に対しておそらく発がん
性があると考えられる物質であって、そ
の証拠が比較的十分でない物質）
（２）国際がん研究機関
（IARC）
Group ３（人に対する発がん性があると
は分類できない物質）
（３）米国産業衛生専門家会議
（ACGIH）
A ４（人に対する発がん性と分類しかね
る物質）

68‐12‐2
（CH3）2NCHO

５ 指針と有機則との関係
指針と有機則との関係は 表 2 のとお
りである。

■〈表 2 指針と有機則との関係
N・N ジメチルホルムアミドの含有量

化学式

３ 人に対する影響

N,N‐ジメチルホルムアミドは、常温常圧
では無色透明の液体で、微アミン臭を有す

■〈表1 N,N‐ジメチルホルムアミドの物性等
CAS No.

２ 用途

分子量

73.1

融点

‑61℃

沸点

153℃

比重（液体）

1.0

蒸気圧（２０℃）

356Pa（2.7mmHg）

引火点

60℃

発火点

445℃

1％

爆発限界（空気中体積比）

2.2 〜 15.2％

0％

有機溶剤業務
（有機則第１条第６号イ〜ヲ）

有機溶剤業務以外の業務

−
有機則の適用及び指針の対象範囲

指針の対象範囲

5％
指針の対象範囲

指針の対象範囲
指針の対象範囲外
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平成17 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
神奈川支部では平成17年度通常総
会を去る5月11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、古屋強労働衛生専門官をはじめ、
神奈川産業保健推進センター石渡弘
一所長らのご出席をいただいた。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 16 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 17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。

高木洋一労働基準部長
のご挨拶

来賓挨拶開をされる高木洋一 労働基準部長

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」が策定され、屋
外 作業場の作業環境を的確に把握
し、その結果に基づいた作業環境の
管理を行い、労働者の健康を保持す
ることを目的として、周知、実施させ
ていくこととする。
最後になりますが、貴支部及び会
員事業場の益々のご発展と本日ご出
席の皆様方のご健勝を祈念いたしま
す、と締めくくられた。

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、有所見
者数は年々増加しており、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六割を超えて
特別講演
いることから、
「心の健康づくり指針」
（社）日本作業環境測定協会神奈
の周知を図り、心の健康づくり計画
川支部設立 25 周年にあたって
の作成、4 つのケアを推進する体制
〜神奈川支部活動の
の整備を図ることとしている。
今後に期待する〜
神奈川県下の職業性疾病件数は、
高田 勗
長期的には減少傾向にあるが、平成
（北里大医学部名誉教授、
16 年度は、重大災害が 11件、休業 4
労働者健康福祉機構医監）
日以上の疾病が 485 件発生している。
そのうち、腰痛は約 7 割を占めている。
作業環境管理はここ25 年間で、か
石綿による労働者の健康障害の予
なり進歩してきたが、今なお労働衛
防対策については、建築物の解体等
生や働く人の職場環境の問題が山積
の作業におけるばく露防止対策の充
している。例えば、現在約 5 万 5 千
実を図った石綿障害予防規則が制定
種類を超える化学物質が使用されて
され、本年 7月1日の施行に向け、円
いることや、過重労働やメンタルヘル
滑な施行を図ることしている。また、 スなどであり、それに対応するため、
作業環境管理については、新たに「屋
労働安全衛生法を改正する作業が現
4

芦田 敏文

在進められている。特に事業者の自
主的な安全衛生の取組みを促進させ
るための法律では、労働安全衛生マ
ネジメントシステムの定着化と安全衛
生の水準を高めるため、1）危険有害
要因の特定と軽減措置の推進 2）
自主
的取組みの推進と普及促進のための
インセンティブ措置 3）安全衛生委員
会の活性化 4）安全衛生担当者の教
育の充実の 4 本柱が重要と考えられ
ている。
特に、
「危険有害要因の特定と軽
減措置の推進」のなかの化学物質管
理では、MSDSや GHSなど国連勧告
にそった表示制度や世界調和システム
に作っていくために、国が化学物質リ
スク評価の情報収集の仕組みを整え
ていくことや、局排装置、プッシュプ
ル換気装置などの管理が十分に実施
されていれば、性能要件を緩和して
も良いことなども考えられている。
「安全衛生委員会の活性化」では、
危険性や有害性の調査および、その
結果の審議などを追加すること、あ
るいは総括安全衛生管理者の職務と
して総括安全衛生管理者が、このよ
うな問題について計画を立てて、実
施、評価、改善を行うことをその職

特別講演される高田勗北里大医学部名誉教授

務の中に追加しようということまで、
念頭に入れて進められている。
「安全 衛生担当者の教育の充実」
では、特にさまざまな化学物質等に
ついての危険性、有害性についての
教育を充実させることなども考えてい
る。このようなことを踏まえて、平成
12 年 4 月、化学物質等による労働者
の健康障害を防止するための措置に
関する指針
（俗称、化学物質管理指針）
の策定や、平成 16 年 5月には職場に
おける労働者の健康確保のための化
学物質管理の在り方の検討会などを
実施してきている。さらに、改正され
て管理濃度や作業環境測定基準の改
正、石綿障害予防規則や屋外作業場
の作業環境管理のガイドラインも作ら
れている。
国際的な流れとしては、化学物質
等に係るリスクアセスメントなどにつ
いての報告書が専門研修検討委員会
から出されている。この中でも触れて
いるが、1970 年（昭和 45 年）、アメリ
カでは労働安全衛生法ができて、昭
和 58 年
（1983 年）に、量- 反応関係や
暴露アセスメント、あるいはリスクを
判定するような仕組みができていた。
また、イギリスでは昭和 47 年に、ロ
ーベンズ報告といわれる実施対応型
の労働安全衛生法ができていて、リ
スクアセスメメントやリスクマネジメン
ト、リスクコミュニケーションが上手
に活用されている。
一方、日本ではイギリスと同様、昭

業環境測定機関が合わせて約 700 社
あり、精度管理センターも含めてしっ
かりと機能している。さらに、財政に
ついては測定料金や、管理費、委託
費などの、色々な助成制度も充実して
いる。このような構造を持った社会が
厳密に動いていく「プロセス」の中で
一番大事なことは、測定・評価、管
理に関する技術と指標である。法律
については、作業環境測定基準や管
理濃度の改正、測定については粉じ
ん計の較正や流量校正、サンプリン
グ技術についてはパッシブサンプラ
ーやガス、蒸気用の簡易測定法、ま
た石綿については石綿含有率の測定
方法などがあるが、問題は評価であ
る。作業環境測定は管理濃度から、
管理区分 1、2、3と評価しているが、
もう少し考えていく必要があると思わ
れる。
工学実質的な問題として、プッシュ
プル換気装置や全体換気装置などに
ついても、工学的なリスクアセスメン
ト、リスクマネジメントなどを実施す
る必要があると思われる。つまり、こ
のプロレスの中で大事なことは、労
働安全 衛生マネジメントシステムを、
PDCAサイクルという視点でコントロ
ールしていく必要があると思われる。
そして「アウトカム」については、日
測協あるいは神奈川支部として、作
業環境測定研究発表を実施しており、
また労働衛生工学会とも共催をしな
がら、それぞれの測定技術の向上の

ない課題である。また、一番大切な
ことは管理区分 3 から1へ、すなわち、
管理区分 3 を減らすことはリスクを減
らすことにつながる。そのことによっ
て快適職場が形成され、災害や職業
性疾病が減少し、この結果として生
産性が向上し、従業員が安心・安全
が確保されて、働き甲斐のある充実
感や満足感を持った職場環境が形成
されるということになるわけである。
このように、何を指標としてアウトカ
ムを発信していくかが問題になると思
われる。
作業環境管理にとって一番大切な
ことは人である。つまり作業環境測定
士 1 種と2 種の人々を国際的なインダ
ストリアルハイジニストに養成する必
要がある。そこで、日本作業環境測
定協会では化学物質等に係るリスク
アセスメントの問題に対応するため、
作業環境測定士をインダストリアルハ
イジニストに養成するためのカリキュ
ラム等を作成して、スタートさせる準
備をしている。この講習では、ハザー
ド評価と暴露評価とリスク評価を行
うための方法論について勉強してもら
う。つまり、毒性試験や危険性の試
験や疫学調査や情報の収集などのハ
ザードを評価し、どの程度有害性に
暴露されているかを暴露評価すると
同時に、リスク評価を行うわけであ
る。さらに、働いている従業員、労
働者あるいはその会社がある一般環
境、地域社会と、化学物質の問題に

和 47 年に労働安 全 衛生法ができた
ための研究発表をしている。さらに
ついてのリスクコミニュケーションを
が、リーチシステム（化学物質の登録
IOHAの理事にも就任して、国際的に
進めていく必要がある、と締めくくら
評価認可システム）を知ったのは平成
もすでにアウトカムしている。
れた。
13 年と遅かった。
一方、 企 業自身についてみると、
一時間以上にわたる高田先生のご
作業環境管理業務を考える場合、 最近ではようやく企業の社会的責任
講演に対して会場から盛大な拍手が
第一が構造、二番目がプロセス、三 （CSR）ついて、考えるようになってき
鳴り響き、 平成 17 年度神奈川支部
番目がアウトカムである。
「構造」と
た。特に、ヨーロッパでは CSRをし
の通常総会・研修会は盛会裏に終了
は作業環境管理を進めるための人、 っかり実施している企業には、投資、 した。
施設、財政のことである。人につい
いわゆる株を持っている
連絡先
ては作業環境測定士1種、2 種を含め
人々が投資をするように
（
社）日本作業環境測定協会神奈川支部
て約 2 万 3 千人おり、さらに作業環境
なっている。このことに
（神奈川県予防医学協会内）
測定インストラクターを養成している。 ついては、今後ぜひとも
〒 236-0002 横浜市金沢区鳥浜町 14-1
施設についても自社測定事業所や作
考えていかなくてはいけ
TEL 045-773-1921 FAX 045-775-3185
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平成17 年度 支部定期総会を開催
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

定期総会（6/10）
「ワークピア横浜」
平成 17年 6月10日
（金）午後 1 時 30
分より「ワークピア横浜」にて、県労
働安全衛生コンサルタント会の 30 周
年記念行事・支部定期総会・情報交
換会が開催された。
特に支部定期総会の前に、今回は
神奈川支部創立 30 周年記念行事が
行われ、支部相談役の古賀先生「安
全衛生コンサルタント30 周年の今昔」
･･･コンサルタント業務の拡充と制度
の定着を願って･･･と題して、次に支
部顧問の田中先生が「今後の支部活
動の展望」と題して、有意義な講演
をし、30 数名が参加した。
次に午後 3 時半より、支部長挨拶・
総会成立確認後、議事に入り、第 1
号議 案より第 5 号議 案まで説明し、
平成 17 年度神奈川支部役員名簿

可決後、新役員の選出に入
った。
今 年度は、支部長が 石
渡 弘一 先 生に、 事 業部長
が 石原光 雄先生に、事務
局長が、渋谷さんから、辻
英 雄さんに交替するなど、
大幅な人事となった。石渡
新支部長 挨 拶後、神奈川
労働局・神奈川商工労働部・
本部コンサルタント会副会
長らの来賓の御祝辞・各御
来賓の紹介で、無事総会は終了した。
次いで、午後 5 時すぎより、石原
新事 業部長の司会で、労働局安 全
課長・労働衛生課長、また長い間お
世話になった渋谷事務局長の祝辞の
後、県労務安全衛生協会、西谷専務
理事の乾杯で情報交換会に入った。
和気あいあいの中、阿部副支部長
の中締めで閉会になった。

〔敬称略〕
支部長
副支部長

常任理事

理事

監事
相談役
顧問
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石渡弘一
麝嶋一喜
小川朝男
阿部龍之
石原光雄
斎
健 一
桜 井
勉
白須吉男
張江正信
馬嶋洋一
山内貞次
岩井裕也
稲垣哲郎
磯野信雄
岡田健一
苅部ひとみ
成田安二
中村幸男
袴 田
忠
早川義久
丸山英樹
三廻部眞己
宮 岡
勇
鶴岡寛治
北條一虎
古賀鐵也
田中辰雄

（衛・保）
（安・化）
（安・電）
（安・化・衛・工）
（安・電）
（衛・工）
（安・機）
（衛・工）
（衛・工）
（衛・保）
（安・化）
（安・化）
（安・土）
（安・機）
（安・土）
（衛・保）
（安・土）
（安・化）
（衛・保）
（衛・工）
（安・機）
（安・土）
（安・建）
（安・電・衛・工）
（衛・保）
（安・機・衛・工）
（安・機・衛・工）

馬嶋 洋一

石渡新支部長挨拶
この度、神奈川産業保健推進セン
ター所長と2 足の草鞋を履くことにな
りましたが、県内産業保健の質の向
上に微力を尽くしますので、宜しくお
願い申しあげます。さて、神奈川県
労働安全コンサルタント会として発足
し、30 周年を迎えた今年、伝統ある
神奈川支部長に選任されました。会
員皆様の支 援を切にお願いします。
近年、われわれの仕事場である職域

■〈表1

第10 次労働災害防止推進計画の目標達成に向けてお手伝いします。
●安全衛生マネジメントシステムの
導入と活用促進

安全衛生管理対策の強化として安全衛生
マネジメントシステムの導入及びその活
用促進が求められ、事業場に適合した安
全衛生活動のシステムづくりを如何に行
いリスクの低減を図って行くかが重要な
課題となっています。

●安全衛生活動の推進及び活性化

災害防止措置の一環として事業場が自主的
に安全衛生活動を体系的かつ積極的に展開
して行くことが求められ、労働者が主体性
を持って積極的に参画できる安全衛生活動
を推進して行く体制を整えることが、活性
化の必須の条件となっています。

●安全衛生教育の充実

現在の厳しい社会情勢の中、企業におけ
る経営組織の形態が変化しつつあり、そ
れに伴って安全衛生の活動形態を変革し

ていく対策が必要です。それに対応する
ため管理監督及び労働者に対する安全衛
生の再教育の実施が望まれています。

●作業環境の改善

健康障害の発生しない快適な職場環境は働
く者すべてが望むところであり、それには
事業場内に潜在する作業環境汚染に絡む有
害要因の把握並びにそれに対する計画的な
改善対策の実施が必要となります。

● THP とメンタルヘルス

雇用の流動化、就業形態の多様化等によ
る労働者の精神的負担の増大、過重労働
による健康障害を防止するための対策実
施の方法が大きな問題となっています。

●特定業務、その他

上記以外に労働安全衛生に関連する法的
な事項並びに事業場が実施する自主的な
規制に関する対策等の実施が必要となっ
ています。

は事業場の統廃合・分社化など縮小
傾向が強く, 雇用形態も高齢化・女性
の増加・派遣労働・在宅勤務など多
様化が進んでいます。それに対応した
仕事の進め方が求められている時代
であり、新しい仕事を求めて効率的
な広報活動を考える必要があります。
1 : 県内適用事業場は約 23 万（労働

者 50 人以 上は 8479 事 業 場）、労 働
者約 290 万人（60% は 50人以下の事
業場）の中で、業種や事業場規模を
考えた重点的な業務の宣伝戦略が必
要であります。2 : 個の専門家から異
なる専門知識を持った専門家集団と
して業務拡大に繋げ、ユーザーに満
足する評価を得る方策
（アウトカム）を

スポーツ傷害の安全対策
とマウスガード

あり、費用対効果の面でも有効性が
認められています。しかし、市販のも
のは、十分機能せず、競技中に脱落
するなど不適格な物も多いので、精
密な歯型をとり、調整も可能な専門医
に相談するのが一番です〈図 2〉。マ
ウスガードにはいろいろ種類がありま
す。今回は一番簡単で、生体への安
全性が高く、無味無臭のポリオレフィ
ン系素材の、ラニネートマウスガード
を使用した矯正成功例を紹介します
〈写真 1〉。石膏模型にスポーツ時に
矯正装置を保護するリリーフした模
型〈写真 2〉、できあがったマウスガ
ード〈写真 3〉、口腔内装着時です〈写
真 4〉。本例はサッカーでマウスガー
ドを使用し、始めは不具合がありま
したが、チェックポイントの対応を重
ね、今は快調に使用しています。
適合性の良いものの効果は実証済
みですので、スポーツの安全対策とし
ての義務化が望まれます。

去る 5月18日〜 20日、東京ビック
サイトで、
「安全・健康」をキーワー
ドに職域・学校などで対応を考えて
もらう、
「安全・健康・快適職場フェ
アー」が（財）
全国安全会議（内閣府な
ど）が主催で開催されました。そこで
今回は職域・学校でも共通な「スポー
ツ安全」に関するマウスガードについ
て考えてみます。最近ボクシングなど
格闘技や他のコンタクト系スポーツな
どで、マウスガードを使用する選手が
増えているのは、TVなどでお気づき
でしょう。人間の顎顔面領域での外
傷の多くは交通事故などによるもの
ですが、スポーツの多様化により増
加傾向にあり、上顎前歯部の受傷が
増えています〈図 1〉。ボクシングのス
パーリングでのマウスガード防護効果
では、着用しないと90% 前後の損傷
が、着用すると約 20% に減少したと
いう貴重な研究報告があります。マウ
スガード装着の効果は ①歯の傷害防

口のケガ

30％

スポーツに
おけるケガ

身体のケガ
（口以外）

参考文献
「スポーツマウスガードハンドブック」
（医学情報社）
「マウスガードを使おう」
（砂書房）

■〈写真1

■〈写真 2

問い合わせ :
日本労働安全衛生コンサルタント会
神奈川支部

止 ②口腔軟・硬蓋および頭頚部外傷
の防止 ③心理的効果および運動パフ
ォーマンスの向上が認められる、で
■〈図1 中学生スポーツ部
活動中のケガ

追求しよう。3 : 専門家としての生涯
研修の充実と中・小規模事業者に安
全・衛生を理解させる場と技術の習
得が欠かせません。当支部でもすで
に生涯研修を始めております。そこ
で、事業場の皆様に役立つ業務内容
は〈表 1〉の通りで、何なりとご用命
下さる様お願い致します。

電話・ファクス：045-633-3618
Email：conkanashibu@ybb.ne.jp

■〈図 2

選手が作製した市販マウス
ガードの出来具合チェック

■〈写真 3

合格品

72 個
（27％）

市販
マウスガード

271 個

不適格品

199 個
（73％）

70％

■〈写真 4
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聖マリアンナ医科大学からの産業保健情報について
聖マリアンナ医科大学予防医学教室

高田 礼子

はじめに

発されてきています〈図 1〉。
本教室では、吉田勝美教
石綿は 1970 年代から1990 年代に
授を始めとして教室員が各々
かけて大量に輸入され、多くは建築
の専門領域で学内外の機関
材料として使用されてきました。しか
し、石綿ばく露により石綿肺、肺がん、 と連携し、様々な共同研究
を行ってきています。本稿で
悪性中皮腫などの健康障害を来すこ
は、経済産業省鉱山探鉱等
とが明らかとなり、平成 7年にアモサ
イト
（茶石綿）、クロシドライト
（青石綿） 促 進事業として株 式会社ノ
ザワ、独立行政法人産業医
を含む製品の製造・使用等が禁止さ
学総合研究所（神山宣彦博士
れ、平成 16 年10月にクリソタイル（白
石綿）を含む石綿製品の製造・使用 （現・東洋大学教授）ら）と共 聖マリアンナ医科大学予防医学教室の教室員一同
同研究を実施している石綿 （筆者は前列一番左側）
等が一部を除き禁止されました。そ
の結果、多くの種類の石綿代替品が （クリソタイル）改質材料の有
害性評価のうち、焼成材料の結果の
イトの形状は原料のクリソタイルの繊
使用されるようになり、その安全性に
一部についてご紹介いたします。
維サイズおよび焼成条件により異なっ
ついて今後の検討が必要となってい
てきます。焼成フォーステライトは耐
ます。
石綿改質材料
熱性・補強性等があり、耐火物、モ
一方、石綿を使用した建築物の老
ルタル、接着剤等で石綿代替混和剤
朽化に伴う解体工事の増加が予想さ
石綿のうち使用量が最も多いクリソ
としての用途があります。
れ、解体作業時に発生する石綿への
タイルについては、以下のように高温
ばく露による健康障害の発生が懸念
処理あるいは化学分解処理により非
● 化学分解処理による
されています。そこで石綿による健康
石綿材料に改質する技術が開発され
繊維状シリカゲル作製
障害防止対策の充実を図るため、平
ています。
クリソタイルは酸による化学分解処
成 17 年 7月より石綿障害予防規則が
● 高温処理による
理により消失し、繊維状の形態で多
施行されました。さらに、産業界で
焼成フォーステライト作製
孔質構造の非晶質シリカである繊維
は 2020 年から2040 年にかけて排出
クリソタイルは 700 〜 900℃の加熱
状シリカゲルとマグネシウム塩が得ら
のピークを迎える石綿含有廃棄物の
でクリソタイルの構造水の脱 水が起
れます。繊維状シリカゲルは吸放湿
非石綿化や再資源化が問題となって
き、結晶構造が変化してフォーステラ
性・ガス吸着性・揺変性・補強性が
おり、現在クリソタイル含有廃棄物を
イトへ転移し、さらに高温で加熱する
あることから、接着剤・塗料用揺変材、
非石綿化・再資源化する石綿改質技
と、フォーステライトの一部がエンス
樹脂製品補強剤、調湿・脱臭材等の
術として、高温処理による焼成フォー
タタイトに変化します。
用途があります。
ステライト作製や化学分 解処理によ
2Mg3 Si2O5（OH）4 →
る繊維状シリカゲル作製技術等が開
クリソタイル

■〈図1 石綿使用禁止後の流れ
石綿の使用禁止

石綿の代替化

石綿代替品の
有害性評価
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石綿含有廃棄物処理

非石綿化・再資源化技術の開発
クリソタイル（白石綿）について
化学分解処理→ 繊維状シリカゲル
高温処理→ 焼成フォーステライト

3Mg2 SiO4 + SiO2 + 4H2O
フォーステライト

クリソタイル焼成改質材料
の呼吸器影響

一般的に繊維状物質の生体影 響
クリソタイルから得られた （呼吸器影響、発がん性）は、繊維
の物理化学的性質により異なり、①
焼成フォーステライトは繊維
状の形態を保っていますが、 繊維形状が細くて長いこと、②体内
耐久性が高いことが影響するといわ
クリソタイルに比べて繊維径
れています。そこで、石綿含有建材に
が太いものが多くなっていま
使用されているものと同等な長繊維の
す〈図 2〉。焼成フォーステラ

クリソタイルを焼成して得られたフォー
ステライトについて、ラット気管内単
回投与実験を行い、陽性対照のクリ
ソタイルの肺傷害の結果と比較検討し
ました。
ラットに 焼 成 フォーステ ライト
（Fo:1000 C 焼成、エンスタタイトを
一部含む）、陽性対照として未処理
のクリソタイル（Ch）の生理食塩水懸
濁液を各 1mg/rat、陰性対照として
生理食塩水のみを気管内単回投与し
ました。投与 後 3、7、14、30、90、
180日に気管支肺胞洗浄液
（BALF）分
析、病理組織学的検索を実施しまし
た。BALF 分析では好中球などの炎
症細胞数の変化、肺内で異物に対す
る生体防御で重要な役割を果たす肺

れませんでした〈表 1〉。
病理組織学的検索の結果、Ch 投
与では細気管支・肺胞道の炎症、肉
芽腫性変化が認められ、投与後 30日
以降に肺胞道から周囲の肺胞にかけ
て線維化が進行するなど高度の変化
が認められました。一方、Fo 投与で
は軽微な変化しか認められず、投与
後180日でも線維化は観察されません
でした〈表 1、図 3〉。
以上のように、焼成フォーステライ
トのラット気管内単回投与による肺
傷害は未処理のクリソタイルに比べて
非常に軽度で一過性であり、投与後
6 ヶ月まで明らかな線維化が認められ
ず、焼成フォーステライトの呼吸器影
響はクリソタイルよりもかなり弱いもの

べて呼吸器影響がかなり弱くなって
いることを確認しています。

胞マクロファージの傷害、BALF 遠
心上清の炎症関連生化学指標（LDH
活性等）を測定しました。
BALF分析では、Ch 投与により投
与後初期に好中球・好酸球の増加、
炎症関連生化学指標の著明な増加が
一過性にみられ、肺胞マクロファー
ジの持続性の傷害が観察されました。
一方、Fo 投与では、Ch 投与に比べ
て投与後初期の炎症細胞、生化学指
標の増加はごくわずかであり、肺胞マ
クロファージの傷害はほとんど認めら

と推測されました。また長繊維クリソ
タイルから得られた焼成フォーステラ
イトは、蛇紋岩鉱さいから生成され
た繊維状形態の割合が少ない焼成フ
ォーステライトと比べて肺傷害がわず
かに強くなっており、繊維形状が肺
傷害の程度に影響する可能性があり
ますが、その影響は小さいと考えら
れました。
このほか化学分解処理で得られた
繊維状シリカゲルについても同様の
研究を行っており、クリソタイルに比

内耐久性などに関してさらなる研究
成果の蓄積が必要であると考えられ
ます。
実際に石綿改質技術を石綿含有
建材の再資源化事業に応用する際に
は、純粋な石綿ではなく他に様々な
物質を含んだ廃棄物が対象となりま
す。そのため、混在物質の影響も考
慮した安全かつエネルギー効率も優
れた再資源化技術の開発・普及が期
待されます。

■〈表 1 クリソタイルおよび焼成改質材料のラット気管内
単回投与による呼吸器影響のまとめ
クリソタイル

焼成フォーステライト

投与後初期に好中球
および好酸球の増加

投与後初期にわずかに増加

BALF 分析
炎症細胞数
肺胞マクロファージの傷害

持続性の傷害

なし

投与後初期に著明に増加

投与後初期にわずかに増加

投与後初期に顕著

なし

肉芽腫

あり

なし

線維化

進行性

なし

炎症関連生化学指標

肺病変
細気管支炎

今後の展望
これまでにクリソタイルの焼成改質
材料に関する動物実験報告は少なく、
ラット胸腔内・腹腔内注入実験では
発がん性がクリソタイルより減弱する
結果や否定的な結果が報告されてい
ます。一般に繊維状物質の吸入によ
る発がん性には、肺内の線維化が関
連しているといわれており、本研究で
も投与後 6 ヶ月まで肺内の明らかな
線維化が認められず、矛盾しない結
果であるといえます。しかしながら、
クリソタイル改質材料の呼吸器影響
の評 価には、慢性呼吸器影 響や肺

■〈図 3 肺病理組織像

（投与後180 日、Masson s Trichrome 染色）
Bo: 細気管支
Ad: 肺胞道
Av: 肺胞
矢 印 は 線 維 化 部分
を示す。
A. コントロール

■〈図 2 クリソタイルおよびクリソタイル焼成改質材料（SEM 写真）
B. 焼成フォーステライト

A. 長繊維クリソタイル

B. 長繊維クリソタイル（写真 A）
から得た焼成フォーステライト

C. クリソタイル
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地域医療連携室と産業保健・産業医支援センターのご紹介

労災病院の勤労者医療への取り組み
横浜労災病院 地域医療連携室長 産業保健・産業医支援センター長 内科部長

はじめに
昨年、本誌の「かもめ25 号」にお
きまして、勤労者医療を推進する為
の横浜労災病院の新体制と題しまし
て拙文を掲載させていてだきました。
それから1年間、労災病院が果たす
べき役割は何か、何を我々は求めら
れているのかと自問自答しながら、自
身に与えられました地域医療連携室
長、産業保健、産業医支援センター
長としての職責を通じて、勤労者医
療推進に、微力ながら努力してまい
りました。その一端をお伝えできれば
幸いです。

職業性疾病、職業関連性
疾病への取り組み

医療機関のみが、決められたテーマ
にのみあたれば良いということであっ
ては決してなりません。
私ども、横浜労災病院呼吸器グル
ープでは、インジウムの肺障害問題
に積極的に取り組み、慶応大学公衆
衛生学教室、九州大学衛生学研究室
などと協力して、液晶などセラミック
加工従事者の作業環境、健康管理の
改善に取り組んでいます。又、勤労
者の睡眠時無呼吸症候群の諸問題に

庭家事労働
における在
宅酸素療法
の問題など
に取り組ん
でおります。
さ ら に は、
職業性呼吸
器疾病相談外来 写真1 を開設し、
自身の症状が職業と関連しているの
ではないかという悩み、あるいは自

取り組み、古川電工をはじめ企業の
産業医の方々と協力して、職場健康
診断における有効な睡眠時無呼吸患
者のスクリーニング方法の確立、定
期的通院が負担となりドロップする患
者が多い C-PAPによる治療の問題点
に着目し、口腔スプリントを睡眠時
無呼吸の治療に積極的に用いること
で、勤労者の睡眠時無呼吸の治療中
断を減少させることに一定の成果を上
げました。又、結核を代表とする医
療従事者の労働安全衛生の問題、慢
性呼吸 不全患者の就労の問題、家

身の疾病が仕事に影響することえの
悩みを抱える人に、広く相談できる体
制を作っており、訪れる患者の中か
ら、内視鏡洗浄請負業の嘱託社員の
エチレンオキサイド中毒の問題、高速
道路料金所職員の粉塵暴露の問題な
どを明らかにすることができました。
これらのテーマは、必ずしも12 疾
病分野の枠組みにあてはまるもので
はありません。労災病院の医師はす
べからく、それぞれの立場・分野で、
目と耳を精一杯開いて、産業保 健、
労働安全衛生に取り組むべきと考え
ております。

昨年本誌でもご紹介しましたが、
昨年、労災病院が重点的に取り組む
べき労災疾病等 12 分野が示され、そ
れぞれに労災疾病研究センターが整
備されました。当院では、山本晴義
メンタルヘルスセンター長が、勤労者
のメンタルヘルスの統括責任者として、
全国労災病院の勤労者のメンタルヘ
ルスの研究活動を牽引されています。 ■〈写真1 職業性呼吸器疾病相談外来
IT 産業、VDT作業、新化学物質、
過重労働、派遣労働、外国人労働者、
女性労働、海 外 勤務、など、産業
構造の変化、社会環境の変化に伴
い発生する、新たな健康上の諸問題、
新しい職業性疾病、職業性関連疾
病などの、病態の解明、治療、予防
法の確立を図る上で、労災病院の知
識、人材、設備を、有効に活用する
為に、全国の労災病院がネットワー
クを形成してこれにあたる体制が作
られつつあります。
又、12 疾病分野、労災疾病研究
センターの枠組みにのみ縛られすぎ
て、ともすれば、関連分野の医師、
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地 域 の産 業 保 健、 労 働
安全衛生を担う方々との
連携・支援
労災病院では、地域医療連携室
のもつ役割として、従来型の、病診
連携、病病連携といった医療機関
同士の協力連携に加え、地域の産
業保健、労働安全衛生を担う方々、
即ち、企業の産業医や保健師、衛
生管理者の方々、中小企業の嘱託
産業医の方々、医師会産業医部会、
産業保健推進センター、地域産業
保健センターとの協力連携が大切な
役割と位置ずけられております。又、
産業保健科、産業医支援センター、

海外勤務者健康管理センターなどを
独自に設けて活動している労災病院
も少なく有りません。
私ども、横 浜労災病院地域医療
連携室も、昨年 4 月に産業保健・産
業医支援センターを併設し 写真 2 、
以下に上げるような取り組みをしてま
いりました。

◎事業所産業医、健康管理者へ
の支援活動
近 隣 の 事 業 所 の 健 康 管 理を 担
う方 々、 産 業 医 の 方 か ら、 電 話、
FAX、E-MAIL などにて様々な相談
を受けております。じん肺健康診断
を依頼している健診機関のXP 読影
結果を再評価して欲しいという依頼、
職員の禁煙教育、インフルエンザ教
育などの資料作成を支援して欲しい
という依頼、騒音業務における聴力
障害者への対応、産業医紹介依頼、
作業中の刺激ガス吸入事故への対応
支 援、その他、多くの相談があり、
総合病院として多くの専門家、人材を
抱えるメリットをいかし、できる限り、
迅速かつ誠実に対応しています。こ
れも、労災病院スタッフに使命感が
あってこそのサービスです。

◎地域産業保健センターへの
支援活動
横浜北地域産業保健センターの協
議会に定期的に参加させていただい
ており、近隣 5 区の医師会産業医部
会の先生方との意見交換を図ってお
ります。特に、産業医選任義務を有
しない 50人未満の小規模事業所の
健康管理に、健康相談場所の提供、
相談スタッフの協力などを模索して
いますがまだ実を挙げておりません。
他の地域産業保健センターとの交流
も今後の課題であります。

◎労働基準監督署との連携
昨年は、横浜北労働基準監督署藤
川署長様のお力添えで、酸欠症、熱
中症に関して、関連事業所の健康管
理を担う方々を対象とする教育講演会
に参加し、講師を勤めさせていただき

ました。今年は、粉塵作業
の事業所を対象とする教育
講演での講師派遣が依頼さ
れ準備を進めております。労
災病院のもつ知識、人材を、
事業所の方々の健康教育に
直接的に役立てる場であると
ともに、事業所の健康管理
を担う方々が労災病院へ親し
みをもっていただける大切な
機会であり、今後とも積極的
に参加協力させていただけ
ればと考えております。

■〈写真 2 産業保健・産業医支援センター

産業医学総合研究所など
産業保健・労働安全衛生
の研究機関との連携
昨年、輿貴美子先生のご尽力と荒
木俊一所長様のお計らいにより、近
隣企業の産業医の方々とともに、産
業医学総合研究所との交流を実現す
ることができました。職業統計の問
題、高熱環境作業、睡眠 科学、微
量化学物質、その他、産業医学に関
して、基礎医学の立場と臨床現場の
立場との人間が意見交換、交流を図
ることが有意義であることが互いに
認識され、貴重な時間を過ごすこと
ができました。今後より一層交流を深
めていかねばなりません。

認定を受けられるのに受けていない
方、将来の中皮腫、肺癌の発生の不
安にとまどう方などへの対応に精一
杯がんばっております。
以上、この1年間の取り組みを紹
介させていただきました。いずれも、
端緒についたばかりですが、いつの
日か、労災病院こそ、産業保健、労
働安全衛生を担う我が国の中核的な
医療施設であると誇れる日が来るよ
う、より一層がんばってまいります。
皆様の、ご意見、ご助言を心より
お待ちしております。
追伸 : 産業医の方々、事業所の健康

管理を担う方々、地域の産業保健を
担う方々におかれましては、横浜労災
病院 産業保健・産業医支援センター
アスベスト健康相談窓口
の活動に関心がございましたら、横
本年 7月より、アスベスト健康相談
窓口を地域医療連携室（産業保健・ 浜労災病院 産業保健・産業医支援セ
ンター（地域医療連携室）に、ご登録
産業医支援センター）に開設、連日10
件以上の相談を受け、石綿健診、石 （無料）をいただきますれば幸いです。
横浜労災病院だより、その他をお届
綿関連の診療も、毎日5,6 件にのぼり
けするとともに、メールなどによる情
ます。横 浜港は、昭和 40 年から 60
報交換、ネットワーク作りを進めてお
年代にかけて我が国の石綿輸入の中
ります。
心的窓口であり、当時の港湾労働者
には多数の石綿暴露者が存在します。
又、 京浜地区には、 当時、 石綿建
横浜労災病院 地域医療連携室
材、石綿製品の工場が多数あり、さ
産業保健・産業医支援センター
らには、車両、船舶、高炉などの保
電話 : 045−474−8345
守、修理に携わった人も多く、神奈
FAX : 045−474−8344
川県は、全国でも有数の石綿暴露の
事務担当 : 戸田 千亜紀
労働者の多い地域であります。労災
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（株）横 浜 銀 行
（株）横浜銀行 経営管理部 健康管理センター

（株）横浜銀行の概要
当行は、大正 9 年 12月に横浜興信
銀行として創立し、県内各行との合
同化を経て、昭和 32 年に現名称に変
更されました。
当行の行章 「スリーシップス」は、
港都横浜にちなみ、お取引先・株主・
行員の三隻の船が緊密な連帯と融和
により限りない発展をめざすことを表
しています。
当行グループ
（当行及び当行の関係
会社）は、当行、及び国内関連会社
10 社等で構成され、銀行業務を中心
に、保証業務、ベンチャーキャピタ
ル業務などの金融サービスに係る事
業を行っております。
中心となる銀行業務にたずさわる
行員は約 3,500人、子会社及び関連
会 社社員は 5,000 人 弱で、 国内 188
本支店（神奈川・東京・群馬・大阪・
名古屋）、海外 4 駐在員事務所（ニュ
ーヨーク・ロンドン・上海・香港）等
に配置されています。行員の平均年
齢は約 40 歳で、男女比は約 7: 3 です。

健康管理センター紹介
1. スタッフ
産業医
保健師
看護師
薬剤師
管理栄養士
歯科医師
歯科衛生士

2人
2人
2人
1人
1人
2人
3人

2. 外来診療体制
1 一般診療（毎日 9:00 〜16:30）
2 歯科診療（毎日 9:00 〜16:30）
3 専門診療
（予約制）: 循環器
（週 1
回）・眼科（月2 回）・メンタルヘ
ルス
（月1回）
12
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4 検査（予約制）: 胃内視鏡・腹部
超音波
（随時）
5 理学療法 : 牽引・低周波・温熱
療法・レーザー

看護職の業務内容
各種健康診断の計画、事後措置、
健康相談、診療介助など様々な業務
を行っていますが、今回は平成 16 年
度より変更しました健康診断制度に
ついてご紹介いたします。

〜健康診断制度の変更〜
平成 15 年度までは、本店は当セン
ターが、支店等は外部機関が健康診
断を実施し、当センターのシステムに
データを集約し、結果処理を行って
いました。当行は、神奈川県・東京
西南部を中心に多数の店舗が散在し
ているため健康診断実施に約 6 ヶ月
を要し、また健康診断実施と同時に
結果処理も行わなければならず、そ
の作業量は膨大なものでした。この
ため、健康診断後すぐに行員にアプ
ローチできず、約半年経過してから
の支店巡回面接および二次検査とな
り、行員の健康診断結果に対する意
識も薄れており、医療機関受診や生
活習慣改善につなげていくことの困
難さを感じていました。そのような中
でも、当センターにおいて個別相談・
健康教室・体力測定（THPに基づく）
などの健康支援活動を行ってきまし
た。しかし、銀行の少数精鋭体制が

■〈写真1〉横浜銀行本社ビル
推進される中、業務および店舗の拡
大は続き、当センター呼び出し型の
健康支援活動は年々難しくなっていき
ました。このため、当センターとして
も方向性の転換が必要となり、健康
診断結果を今まで以上に行員の健康
支援活動に有効に活用することを目
的として、表1 のように変更しました。
大きく変更した点は、①健康診断
受診約1 ヵ月後には巡回面接を実施
する、そのために ②すべての健康診
断実施および結果処理を外部機関に
委託、③集積データを有効活用させ
るため新システムの導入、④自助努
力の効果を判定する意味での二次検
査の活用、⑤自身の健康管理に役立
てるためのヘルスケア休暇制度新設、

■〈表1〉健康診断制度の変更
3月
従

来

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

12 月

二次検診・健康相談

健康診断
健康診断

変更後

11月

有所見者との面接
自主的な健康管理（生活習慣の改善など）
二次検診・健康相談

などとなります。
また、健康診断受診票の問診項目
は、面接前に出来るだけ行員の生活
習慣が分かるようなものにし、結果
票もカラーでグラフを取り入れるなど
分かりやすくしました。
現在の面接対象者は、健診データ
での有所見者および問診項目（メンタ
ル関連項目等）でピックアップされた
者としています。
対象者との面接終了後は、必ず所
属長と面接し、安全配慮義務という
観点から所属長として適切な措置が
とれるように産業医の意見聴取の場
を設けています。

た。実際、健康診断実施後約1 ヶ月
という早期に結果および今後の対応
方法（生活上の具体的アドバイス、医
療機関受診の必要性ほか）などを説
明するため、意識行動変容に結びつ
きやすいのか、二次検査時のデータ
改善率および医療機関受診率が約 3
割アップしました。私たちとしても今
まで以上に多数の行員と密に接し、
生の声を聴くことにより現状やニーズ
の把握をすることができ、今後の健
康支援活動計画策定に大いに役立つ
ことを実感しました。

〜実施後の反応〜

現在は絞らざるを得ない面接対象
者を、将来的には全員に拡大し、健
診結果に関わらず最低年一回は面接
を行うことにより健康意識レベルの向
上をねらうとともに、行員の現状およ
びニーズを適切に把握し、集積デー
タと併せて、効果的な健康支援活動
の策定に役立てていく計画です。
（平
成 17年度の第一歩として、イントラネ

実施初年度となる平成 16 年にアン
ケート調査を行ったところ、対象者
の約 9 割から好意的な回答がありま
した。営業時間中という多忙ななか、
以前より面接時間が長くなり仕事への
支障が心配されましたが、それより
も自身の健康状態に対する関心度が
アップしたことが感じられる結果でし

今後の展開

ットを活用し HP を開設します。 写
真1 また、多様化する雇用形態に対
応した健康支援活動も必要となって
きています。
そのためには、変化する法制度に
敏感になるとともに、最新の医療知
識およびカウンセリングマインドの習
得など、スタッフ自身の自己研鑽によ
るスキルアップが非常に重要だと痛感
しています。
私たち産業保健スタッフは、当行
の行章 「スリーシップス」を、行員・
人事労務・健康管理センターの三隻
に置き換え、当行の経営理念のひと
つである、
「活力あふれる人材の開
発、育成を積極的におこない、明るい、
活気に満ちた行風を確立し、働きが
いのある職場づくりをすすめるととも
に、 地域の皆さまのお役に立つ銀
行 をめざします。」の一役を担うべ
く、何が求められているか、何が提
供できるかを日々模索しながらも、楽
しくなければ続かないをモットーに活
動を行っています。

■〈写真1〉イントラネットを活用し HP

13

湘南地域産業保健センター

最近の活動状況及び平成17 年度活動方針
湘南地域産業保健センター長 藤沢市医師会長

はじめに
当センターは、平成 6 年に開設以
来今年で11年目になります。
当初、事務所における健康相談窓
口開設と各企業への個別訪問産業保
健指導からスタートし、現在もそれら
を継続しながら、地域社会に密着し
た医療機関での休日及び平日夜間相
談窓口開設をはじめ、企業の要望に
応じて熱中症・過重労働・メンタルヘ
ルスに関する講話会及び相談会等を
展開しているところであります。
最近では、お蔭様で登録事業場数
も300 社を超え訪問指導を希望する
事業場も増加傾向にあります。

平成16 年度 活動状況
平成 16 年度は、労働者 50人未満
の小規模事業場における労働衛生の
向上と働く労働者に対する健康指導
相談等の産業保健サービスの充実を
図ることをベースとして、次の事項に
重点を置き取り組んで参りました。

しかしながら、年々高齢者・有所
見者が増えつつある中、健康診断実
施率が今だ低い企業が少なくないこ
とを忘れてはならない。このような現
状をどう捉え、どう対処していくか今
後の大きな課題でもある。

平成 16 年度は、総体的には、計
画通り実施できたものの、特に相談
窓口の利用者が少なかったこと。ま
た潜在的には多いと思われるメンタル
ヘルス、過重労働関係に関する相談
が比較的少なかった。地域産業保健
センターとしての相談し易い環境づく
りも今後の課題である。
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個別訪問産業保健指導（作業場巡視）

個別訪問による相談状況
■ 表１ 業 種 別
① 製造業

17 社

② 建設業

4社

③ 運輸･通信

3社

④ 卸･小売・飲食業

7社

⑤ サービス

4社

⑥ その他

個別訪問産業保健指導（健康相談）

5社
合計 40 社

■ 表2 規 模 別
①

〜 9人

6社

② 10 〜 19 人

14 社

③ 20 〜 29 人

10 社

④ 30 〜 39 人

6社

⑤ 40 〜 49 人

4社
合計 40 社

■ 表3 男 女 別
①男

544 人

②女

① 健康診断の実施率向上を目指して
② 健康診断結果に基づいた適切なア
ドバイス
③ 高齢化に伴う健康管理にどう対応
するか
④ 過重労働、メンタルヘルスへの
対応
⑤ 個別訪問登録事業場の拡大
⑥ 的確な情報の提供

岩渕 博

297 人
合計 841 人

■ 表 4 相談者年齢
①

〜 19 才

3人

② 20 〜 29 才

22 人

③ 30 〜 39 才

44 人

④ 40 〜 49 才

84 人

⑤ 50 〜 59 才

77 人

⑥ 60 〜 69 才

77 人

⑦ 70 〜

才

10 人
合計 317 人

■ 表5 相 談 者
① 事業主

36 人

② 従業員

281 人

平成17 年度 活動方針
平成 17年度は、基本的には昨年度
の方針を踏襲し、働く人々の健康管
理の重要性を訴えつつ、産業医の選
任義務のない50人未満の事業場に対
し産業保健サ -ビスの提供を如何に
効率よく実施していくかを重点課題と
して取り組みます。
特に過重労働、メンタルヘルスケ
アについては、特別相談窓口の設置
とその対応を図ります。
訪問産業保健指導については、積
極的に企業を訪問しセンター事業に
対する理解を深め、事業の拡大を図
っていきます。

合計 317 人

平成 17 年度活動計画

■ 表 6 相談内容
① 健診結果

314 件

① 相談窓口開設（平日）

30 回

② 健診 外

45 件

② 相談窓口開設（夜間）

12 回

③ 相談窓口開設（休日）

12 回

④ 訪問産業保健サービス

52 回

③ メンタルヘルス

7件

④ 過重労働

3件

⑤ 作業環境

2件

⑥ その他

5件
合計 376 件

⑤ 事業説明会・講話会

6回

⑥ 特別相談窓口の開設

随時

平成17 年度

神奈川労働局安全衛生表彰式開催される
平成17 年 7月7 日（木曜）、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 17 年度 神奈川労働局安全衛生表彰式受賞者名簿（敬称略）
●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

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と認めら
れる事業場

日本発条株式会社 厚木工場

日産自動車株式会社 総合研究所

健康保持増進対策が特に優秀で他の模範であると認められる事業場

快適な職場環境の形成が良好で改善のための取組みが他の模範と認
められる事業場

ライオン株式会社 小田原工場
● 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

小川工業株式会社 小倉工場
株式会社クレシア 開成工場
日本リライアンス株式会社
富士テクニス株式会社
● 神奈川労働局長 奨励賞
安全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

株式会社島津製作所 秦野工場
シモンズ株式会社 座間事業所
坪井工業株式会社 宮山高架橋下部（その 6）工事
日本電気真空硝子株式会社 南平分室
扶桑精工株式会社 相模原工場
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

大洋鉄工株式会社 本社工場
● 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

社団法人 日本ボイラー協会神奈川支部 藤沢地区会
● 神奈川労働局長 功績賞
安全衛生活動において指導的な立場にあり、地域の安全衛生水準
の向上発展に多大な貢献をした者

中村 賢（北里大学医療衛生学部教授）
安田 武典（前建設業労働災害防止協会神奈川支部 鶴見分会長）
● 神奈川労働局長 安全衛生推進賞
長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域の安全衛生水準
向上発展に多大な貢献をした者

幸田 好正（前社団法人神奈川労務安全衛生協会川崎南支部 事務局長）
武田 護（前社団法人神奈川労務安全衛生協会横浜北支部 事務局長）
平井 純一（社団法人神奈川労務安全衛生協会藤沢支部 幹事）

東洋メタライト工業株式会社
ローム株式会社 横浜テクノロジーセンター
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平成17 年度
（第 56 回）

全国労働衛生週間実施要綱について
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 56 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 7,609人であり、20 年前に比べると
約半数にまで減少した。しかしながら石綿に
よる肺がん、中皮腫は近年増加しており、ま
た依然として、全疾病者数の約 6 割を占める
腰痛等の負傷に起因する疾病や、じん肺症
等の職業性疾病は後を絶たず、有機溶剤中
毒、一酸化炭素中毒、酸素欠乏症等の災害
も繰り返し発生している状況にある。
一般定期健 康診断の結果、脳・心臓疾
患につながる所見を始めとして何らかの所見
を有する労働者の割合は増加を続けており、
平成 16 年は 47.6% に上っている。労働時間
が長短二極に分化している中で、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は年々増加
し、平成 16 年度には自殺を含め130 件が精
神障害等として労災認定されている。さらに、
今後石綿を使用した建築物等の解体等の作
業の増加が予測されており、当該作業による
労働者の石綿ばく露が懸念されている。
このように、近年においては、腰痛やじ
ん肺等の従来からの職業性疾病に対する対
策に加えて、過重労働による健康障害の防
止対策、メンタルヘルス対策等の充実強化
が重要な課題となっている。
このような状況に対処するために、国は
第 10 次労働災害防止計画を定め、粉じん障
害防止対策や腰痛予防対策、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
充実を図るための石綿障害予防規則の制定
をはじめとした化学物質による健康障害防
止対策等の職業性疾病予防対策を推進する
とともに、過重労働による健康障害防止対
策・メンタルヘルス対策の充実強化を図るた
め、新たに、一定以上の長時間労働を行っ
た労働者に対して、メンタルヘルス面にも留
意した医師による面接指導の実施を義務づ
けることなどを内容とする労働安全衛生法の
改正案を国会に提出したところである。また、
これとともに、小規模事業場における産業保
健活動の活性化を図るための地域産業保健
センター機能の充実強化、心とからだの健康
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づくり（THP）、快適な職場環境の形成等の
対策を進めているところである。
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、

「働き過ぎていませんか
働き方を見直して
心とからだの健康づくり」
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

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

「働き過ぎていませんか 働き方を見直して
心とからだの健康づくり」

（キ）労働衛生管理に関する情報伝達ルート
の確立

3. 期間

（ク）労働衛生関係情報の収集・整理及び周知

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. 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

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
カ 労働衛生に関する図画、作文、写真、
標語等の掲示
（エ）適切、有効な保護具等の選択、使用及

（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）時間外労働の削減及び年次有給休暇の
取得促進

（エ）管理監督者、労働者に対するメンタル
ヘルスケアに関する教育研修の実施

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

（イ）定期健康診断等の実施及び同結果に基
づく事後措置の徹底

（ア）化学物質管理指針に基づく化学物質等
の自律的管理の推進

（ウ）月45 時間を超える時間外労働を行わせ
た場合における産業医等による事業者
に対する助言指導等の実施

（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

ク 事業場における労働者の心の健康づく
り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
（イ）労働者の相談に応ずる体制の整備
（ウ）職場環境等の改善

■休業 4日以上の死傷者数

30

20

10

0

217,964
210,108
200,633
189,589
181,900
176,047
167,316
162,862
156,726
148,248
137,316
133,948
133,598
125,918
125,750
122,804

（万人）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
（平成 / 年）

（ウ）化学物質の有害性の調査及びその結果
に基づく措置の確実な実施
（エ）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の促進
（オ）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
（カ）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に基づく一酸化炭素

■業務上疾病者数（休業 4日以上）

（万人）

2.0

1.0

（キ）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
（ク）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
（ケ）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
（コ）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

■死亡者数

（人）

3,000

12,464
11,415
11,951
10,842
9,630
9,915
9,230
9,250
8,557
8,574
7,817
8,083
7,984
7,502
8,055
7,609

（エ）月100 時間を超える時間外労働又は 2
か月間ないし 6 か月間の1 か月平均 80
時間を超える時間外労働を行わせた場
合における産業医等の面接による労働
者に対する保健指導等の実施

中毒の防止

2,000

2,419
2,550
2,489
2,354
2,245
2,301
2,414
2,363
2,078
1,844
1,992
1,889
1,790
1,658
1,628
1,620

び保守管理の徹底

1,000

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
（平成 / 年）

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
（平成 / 年）

資料：厚生労働省「労災保険給付データ」
「業務上疾病調」
「死亡災害報告」等
平成7 年は、阪神淡路大震災を直接の原因とするもの
（64 人）および
地下鉄サリン事件によるもの（2 人）を含む。

17

あなたのためのメンタルヘルス
神奈川県精神保健福祉センター

はじめに

こんなことがきっかけに

こころの 健 康は、 体 の 健 康と共
に、健やかな日常生活を営むうえで
不可欠の条件です。近年の急速な社
会変化は、生活習慣を著しく複雑に
し、人の心の仕組みまでも変えようと
しています。最近世間で注目されてい
るこころの健康問題としては、社会
的ひきこもり、うつ病、職場不適応、
アルコール・薬物
（低年齢化が深刻で
す）・ギャンブル・買い物等の依存症、
摂食障害、児童や高齢者に対する虐
待、PTSD（心的外傷後ストレス障害）
などがあります。今回は多くの人がか
かるといわれ、中高年の自殺の大き
な要因となると言われている
「うつ病」
について紹介します。

うつ病の発症は、環境の変化や病
気、事故など日常生活のストレスと関
係があるといわれています。
周囲から見ると幸せと思われるよ
うな出来事も、本人にとっては重荷で
ストレスを感じ、うつ病発症のきっか
けになることもあります。

あなたの心と体は
元気ですか ?
イライラする、 気 分 が 落ち込む、
やる気が出ないといった心の不安定
な状態や、食欲がない、眠れない、
疲れやすいといった体の不調は誰も
が日常生活で経験することです。
このような状 態が、 長引いたり、
繰り返し起こったりする場合は、自
然に治ることが難しいので、医療機
関に行って相談することが大切です。
心と体は密接なつながりがあります。
ストレスなどでバランスが崩れてそれ
が長引くとうつ病を引き起こします。
「うつ病」は、最近の調査※によると、
日本人の15人に 1 人は一生に一度は
かかる可能性があるとの結果が出て
おり、決して珍しい病気ではありま
せん。
（※川上憲人他 : 心の健康問題と対策基盤の
実態に関する研究、平成 14 年度厚生労働科
学研究特別研究事業総括研究報告書）
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転職、転勤
出向、リストラ
定年
病気、事故
配偶者の死、親しい人との別れ
結婚、出産
昇進、栄転
子供の結婚、自立

うつ病の治療は薬と休養
少しでも早く医療機関に相談しまし
ょう。うつ病の多くは、薬の服用
と十分な休養でよくなります。
薬（抗うつ薬）をきちんと服用しまし
ょう。効果が出るまで時間がかか
ります。症状が良くなっても再発し
やすいので、焦らずに薬を飲み続
けましょう。副作用が出たら勝手
にやめないで主治医に相談しまし
ょう。
ストレスを受けないよう環境づくり
をし、心と体を休めましょう

家族など周囲の人は本人のペースを
大切にし、
「励まさず」、見守る姿
勢が大切です。

見逃しやすいうつ病
右ページの「うつ病の自己チェック
表」の項目のようなことが続き強い苦
痛を感じ、日常生活に支障が現れる
までになった状態です。欧米の研究
では、うつ病にかかった人の15% が、
自殺により命を落としています。早期
発見が非常に大切ですが、他の要因
に隠れ「うつ病」に気づきにくいこと
があります。

< 仮面うつ病 >
体の症状が前面にでて、心の症状
が目立たないのが特徴です。意欲が
ないなどの心の症状がでにくいため
うつ病とわかりくいので注意が必
要です。

< 老人性うつ病 >
高齢者では、体の衰えに喪失体験
などが加わって、うつ病になりやすい
といわれています。物覚えが悪くなっ
たなどの高齢化に伴う焦燥感や不安
感が強く出たり、体の症状が前面に
出たりします。

< 身体疾患とうつ病 >
糖尿病等の慢性疾患は、治療や日
常生活の管理が大きなストレスになる
ことなどで、
「うつ状態」を伴うこと
があります。治療意欲の低下にも繋
がりますので、主治医に相談するこ
とが大事です。また、大量飲酒も「う
つ状態」や「身体合併症」を伴いや
すいといわれています。

●●●うつ病自己チェック●●●
最近 2 週間で、当てはまる項目をチェックしてください。
YES

A : 毎日の生活に充実感がない

□

A : 楽しくできたことが楽しめない

□

A : 楽に出来ていたことが、億劫になった

□

A : 自分が役に立つ人間だと思えない

□

A : 訳もなく疲れた感じがする

□

B : 死について何度も考えることがある

□

B : 気分が落ち込んで自殺について考えることがある □

相談窓口
神奈川県

神奈川県精神保健福祉センター こころの電話相談
月〜金 9:00 〜12:00 ／ 13:00 〜16:00
TEL：045-821-6060

< 県の保健福祉事務所 >
平塚保健福祉事務所
鎌倉保健福祉事務所
藤沢保健福祉事務所
小田原保健福祉事務所
茅ヶ崎保健福祉事務所
三崎保健福祉事務所
秦野保健福祉事務所
厚木保健福祉事務所
大和保健福祉事務所
足柄上保険福祉事務所
津久井保健福祉事務所

< 市の保健所 >

相模原市保健所

A 項目が 2 つ以上 あるいは B 項目が1つ以上が 2 週間以上
ほとんど毎日続いてつらい気持ちになっていたり、生活に支
障がある人は、うつ病の疑いがありますので、早めに専門医
に相談しましょう。他にもこんなことが続く時には受診を考
えてみてください。
食欲減退あるいは食欲増加がある。
寝つきが悪く、朝早く目が覚めるなどぐっすり眠った気が
しない。
夕方より朝のほうが気分・体調が悪い。
（本チェックリストは、厚生労働省地域におけるうつ対策検討会作成
「うつ対応マニュアル」を参考に、当所で作成した）

TEL：0463-32-0130
TEL：0467-24-3900
TEL：0466-26-2111
TEL：0465-32-8000
TEL：0467-85-1171
TEL：046-882-6811
TEL：0463-82-1428
TEL：046-224-1111
TEL：046-261-2948
TEL：0465-83-5111
TEL：042-784-1111
TEL：042-769-8346

横浜市

横浜市こころの健康相談センター 電話相談
月〜金
17:00 〜 22:00
土・日・祝日 8:45 〜 22:00
TEL：045-681-5570
各区福祉保健センター

川崎市

川崎市精神保健センター こころの電話相談
月〜金
9:00 〜16:30
TEL：044-754-4556
各区保健福祉センター

横須賀市

横須賀市保健所
TEL：046-822-4300
横須賀こころの電話相談
TEL：046-830-5407
毎日の夜間 17:00 〜 24:00

神奈川県精神障害者就労支援事業所の会 研修会
職場のメンタルヘルス 〜気分障害（うつ病）の方へのアプローチ・職責者のできること〜
講

師 : 東邦大学医学部精神神経医学講座 臨床心理士・精神保健福祉士

舳松 克代 氏

企業内でのメンタルヘルスの理解を深め、職場でできる具体的な対応方法をお聞きください。
企業の人事担当の方や職場で心を病んでしまった方を支援する立場の方など、お気軽にご参加ください。
●日

時 : 平成17 年11月 2 日（水）午後 3 時〜 5 時（2 時 30 分受付開始）

●場

所 : かながわ労働プラザ 4 階第 5 会議室 横浜市中区寿町1-4 TEL：045（633）5413

● 対 象 者 : 企業の職員
●定

員 : 90 名

● 参 加 費 : 500 円 （会員は無料）
● 申込方法 : 会社名、参加者名、連絡先（TEL）を記載して、FAX にてお申込ください。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 TEL：045-821-9829
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平成17年度産業保健調査研究発表会開催のお知らせ
労働者健康福祉機構では、地域の産業保健活動の活性化
を図るため、各都道府県に設置している産業保健推進センタ
ーにおいて、産業保健に関する調査研究を実施しています。
平成17 年度産業保健調査研究発表会は、各産業保健推
進センターが平成16 年度に実施した調査研究について、シ
ンポジウムの開催等を通じてさらに検討を深めるとともに、
研究内容を広く一般に公表することにより成果の普及を図
ることを目的に開催するものです。
また、石綿による健康被害が大きな社会問題となり、産業
保健推進センターでは地域住民等を含めた健康相談に対応
していますが、相談等に適切に対応するためには対応者が石
綿に関する最新の専門的知見を持つことが求められていま

● 場 所：メルパルク横浜

す。このため、労働者健康福祉機構では平成17 年度産業保
健調査研究発表会で石綿に関する専門家による特別講演を
行うこととしました。
産 業医、産 業 看 護 職、衛 生管 理 者、労 働 衛 生コンサルタ
ント等産業保 健関係 者の皆 様の御来 場をお待ちしており
ます。
詳 細 に つ いて は、労 働 者 健 康 福 祉 機 構 ホ ームペ ー ジ
（http://www.rofuku.go.jp/）に掲載していますのでご覧
下さい。
な お、入 場 は 無 料ですが、FAX（044-556-9918）によ
る事前申し込みが必要です。

神奈川県横浜市中区山下町16 番地 TEL：045-661-8155

FAX：045-661-1349

●主 催：独立行政法人 労働者健康福祉機構
●日 時・内 容 平成17 年10月20日（木）開会 10：00〜閉会17：30
阿部 重一
「石綿問題の現状と今後の対応」 厚生労働省労働衛生課長
「疫学からみた石綿関連疾患」 産業医学総合研究所 有害性評価研究部長 森永 謙二
10：15〜11：45 「臨床からみた石綿関連疾患」 岡山労災病院副院長
岸本 卓巳

特別講演

● 個別発表
12：45〜14：00
● メンタルヘルスに関するシンポジウム（1） 14：10〜15：45
● メンタルヘルスに関するシンポジウム（2） 15：55〜17：30

平成17 年10月21日（金）開会 9：30〜閉会15：35
● 過重労働・健康管理に関するシンポジウム
● 個別発表
● 産業保健活動に関するシンポジウム

19：30〜11：05
11：15〜12：30
13：30〜15：05

平成17 年度産業保健調査研究発表会 参加申込書
宛 先

労働者健康福祉機構 産業保健部

参加者

（この頁をコピーのうえFAXにてお申込み下さい）

所属・役職

FAX：044-556-9918

神奈川県川崎市幸区堀川町 580 ソリッドスクエア東館19F TEL：044-556-9865

名

資格区分

電話番号

FAX 番号

氏

◇申し込み期限：平成17年10月18日
（火）
◇資格区分の欄は産業医、産業看護職、衛生管理者、労働衛生コンサルタントのいずれかに該当する方のみ、その旨を御記入下さい。

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
●湘南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
●三浦半島地域産業保健センター
●鶴見地域産業保健センター
●横浜北地域産業保健センター
20

0463-31-0814
0466-27-6238
042-749-2101
046-822-3053
045-521-2738
045-317-5475

●横浜南地域産業保健センター
●横浜西地域産業保健センター
●県西地域産業保健センター
●県央地域産業保健センター
●川崎南地域産業保健センター
●川崎北地域産業保健センター

045-782-8785
045-861-5600
0465-49-2929
046-223-8072
044-200-0668
044-829-2020

Topics

研 修 会・交 流 会 の ご 案 内

神奈川産業保健強調期間研修会
●日 時

平成17年11月22日
（火）
13：30〜17：00

●場

はまぎんホールヴィアマーレ

所

快適職場推進協議会

平成１７年7月8日（金） 於：ホテル横浜ガーデン

●テーマ 「過重労働とメタボリック・シンドローム」
●講

師

東海大学医学部基盤診療学系
助教授 渡辺 哲 氏

●テーマ 「労働衛生の現状と課題」
●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（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・産業保健従事者：１５０名

健康づくり推進会議

平成１７年6月29日（水） 於：神奈川労働局 会議室

神奈川産業保健交流会
●日 時

平成17年12月10日
（土）
14：00〜17：00

●場

神奈川産業保健推進センター会議室

所

●テーマ 「救急医療の最前線 ＡＥＤの普及を含めて」
●講

師

横浜市立大学医学部附属 市民総合医療センター
病院長 杉山 貢 氏

メンタルヘルス交流会
●日 時

平成17年11月26日
（土）
13：30〜17：00

●場

神奈川産業保健推進センター会議室

所

挨拶される 花形 修身 労働衛生課長

四大学産業医学関係連絡会
平成17年8月8日（月） 於:当センター会議室

●テーマ 「産業メンタルヘルスにＴＡ
（交流分析）
を活かす」
●講

師 人間総合科学大学講師 島田 凉子 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
今後も継続して送らせていただきたいと考えておりま
持しております。
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。

編 集 後 記

右より 北里大学医学部 佐藤助教授、聖マリアンナ医科大学 吉田教授、
横浜市立大学医学部 杤久保教授、東海大学医学部 岡崎教授

今年の夏以降、
石綿
（アスベスト）
が社会的に大きな問題と
す。

季節が真夏から秋へとゆっくりではあっても確実に移り変わっ

なっていますが、
職域保健・地域保健の関係者はもとより全て

ていることが感じられる今日この頃です。

の関係者が力をあわせて対応していく必要があると痛感して

産業保健の問題はそれにとどまらずに、
例えば過労死、
近年、

います。

過労自殺をはじめとして社会的にも大きな問題となっていま

次号は１２月の発行を予定しております。

（事務局）

神奈川産業保健「かもめ」平成17年9月 第29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
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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
国道1

JR根

岸線

6号線

市営地
下鉄

3号線

桜木町

駅

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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