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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
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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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神奈川産業保健強調期間推進研修会報告
神奈川産業保健推進センター

平成17年度神奈川産業保健強調期間推進研修会が11月22日(火)、はまぎんホールヴィアマーレで産業医をは
じめとした産業保健関係者が多数出席のもと盛大に開催されました。

最初に主催者を代表して、神奈川県医師会の石井 出理事より挨拶があり、次いで神奈川労働局の高木洋一労働
基準部長と神奈川労務安全衛生協会の西谷義徳専務理事より来賓のご祝辞をいただきました。

研修の内容は次のとおりです。

はじめに、石綿の問題を取上げ、①労使間の労働問題か
ら住民までの公害・社会問題となってきていること、②行政
のこれまでの対応 ③中皮腫の発症まで30年から40年の長
期間を要するその特殊性についての説明がありました。また、
石綿による肺がん・中皮腫の労災認定数が全国的に増加して
きていること、特に都道府県別では神奈川県は兵庫県に次い
で多いとのことでした。さらに、これからの取組として9月29
日の関係閣僚会議での当面の対応と、神奈川県内の石綿問
題に対する神奈川労働局と神奈川県・横浜市・川崎市ほかと
の協定に基づく取組みについても紹介されました。

次に、10月26日に成立した労働安全衛生法改正について、
その背景と改正内容について次のとおり説明がありました。
企業間競争の激化や働き方の多様化が進む中で、自主的な
安全衛生活動の不足に伴う重大災害の発生や長時間労働に
伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問
題が深刻化している。このため、①危険性・有害性の低減に
向けて、危険有害な化学物質について、容器・包装の表示な
どに関する制度の改善や設備の改造等の外注業者に対する
注文者の必要な情報の提供することなど事業者の措置の充
実を図ることとし、②過重労働・メンタルヘルス対策の充実
のため、一定以上の時間外労働等を行った労働者を対象とし
た医師による面接指導等を行うこととされたとのことです。  

なお、詳細は来年1月以降の関係政省令に盛り込まれる予
定とのことでした。

最近話題となっているメタボリック・シンドロームとは、
肥満、高血圧、高脂血症、耐糖能異常などが同一人に単に
重複しているというだけでなく、腹部の脂肪細胞の活性化
にもとづいて一元的に冠動脈疾患、糖尿病、やがては動脈
硬化を来たし、心臓だけでなく脳血管疾患で死亡する頻度
の高い独立した疾患です。  

わが国の診断基準は、ウエスト周囲径が男性では85cm
以上、女性では90cm以上の内臓肥満があって、さらに、
血清脂質、血圧、血糖の3項目中2項目以上について一定の
所見に該当する場合となっています。

メタボリック・シンドロームの有病率は年齢と共に増加し、
40歳台以上では約20%にみられますが、この発生には遺
伝的素因が関与しており、そこに高エネルギー・高脂肪食、
運動量の低下、喫煙、飲酒、ストレスなどが加わり、インス
リン抵抗性病態を生じ、メタボリック・シンドロームを発症
してくることとなります。さらに、過重労働が加わると過労
死につながることともなります。

この防止のためには、まず一次予防としては、肥満、特
に内臓肥満の予防で、このため食事、運動などの生活習慣
の改善を図ることが重要です。二次予防としては、健康診
断でメタボリック・シンドロームの有無を明らかにするととも
に、それに対する対策を講じることが大切となります。

＜文責：高橋＞

労働衛生の現状と課題について 過重労働とメタボリック・シンドローム
講 師 : 神奈川労働局労働衛生課長 花形 修身 氏 
座 長 : 所長 石渡 弘一

講 師 : 東海大学医学部助教授 渡辺  哲 氏
座 長 : 産業保健相談員 能勢 俊一
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健康管理手帳制度につい
て（石綿）

平成17年7月1日から石綿障害予
防規則の施行を前後して、石綿によ
る健康障害が社会的な問題となって
います。

ご承知のとおり、石綿粉じんを吸
収することにより、じん肺の一種であ
る石綿肺になり、せきやたんなどの
症状が出て、呼吸機能が低下するこ
と及び、肺がんや胸膜・腹膜に起き
るがん「中皮腫」を発病し易いこと
が明らかになっております。また、こ
れらの病気は、石綿粉じんのばく露
後、30年、40年経て発病することも
あるものです。

労働者が事業場を退職した後は、
退職された方が自ら健康管理を行っ
ていかなければなりませんが、労働
安全衛生法第67条により石綿（これを
その重量の1パーセントを超えて含有
する製剤その他の物を含む）を製造
し、又は取り扱う業務に従事した者
で、両肺野に石綿による不整形陰影
があり（じん肺管理区分2以上）又は
石綿による胸膜肥厚の陰影があるも
のについては「石綿にかかる健康管
理手帳」が交付され、都道府県労働
局と委託契約を結んでいる医療機関
等（現在、神奈川県においては、神奈
川県予防医学協会、けいゆう病院、
ヘルスサイエンスセンター、関東労災
病院、横浜労災病院、横須賀共済病
院の6機関）で、無料で年2回石綿に
かかる健康診断を受けることができ
る制度があります。

この制度は、退職後の健康管理に
役立ちますので、該当する方がお解り
の事業者は、退職労働者が申請をし

て健康管理手帳の交付（健康管理手
帳所持者を除く）を受けるようお知ら
せ下さい。

申請の際に提出していただく
書類は
① 健康管理手帳交付申請書（様式第

7号・各労働基準監督署にもあり
ます。）

② 事業者による石綿業務従事期間
証明書（勤務していた会社の証明
で様式は任意です。証明が得ら
れない場合は当該業務に同時期
に従事していた者、その他当該業
務に従事していたことを証明でき
る2名以上の証明書、それも得ら
れない場合は本人において記述し
た申立書）及び下記のアまたはイ

ア. 胸部エックス線写真及び不整形
陰影又は胸膜肥厚の陰影がある
旨の記述のある医師による診断書

（健康診断個人票、じん肺健康
診断結果証明書様式第3号）

イ. じん肺管理区分が管理2以上のじ
ん肺管理区分決定通知書の写し、

（様式4号）及び当該決定の際に
提出したじん肺健康診断結果証
明書の写しとなっております。

この制度は、元労働者が対象となり
ますので、自営業の方は該当しません。

また、石綿を製造し、又は取扱う
業務に従事した者とは、直接仕事で石
綿を取扱っていた者であり、工事現場
監督等の周辺作業に従事した者は該
当いたしません。

申請先及び問合せ先
申請者の住居地を所管する都道府県

労働局の安全衛生課又は労働衛生課

神奈川労働局 労働衛生課
☎045-211-7353

労災補償制度について
石綿にさらされる業務に従事して

いた労働者の方については、将来、
原発性肺がん、中皮腫等の健康障害
が生じるおそれがあります。

また、原発性肺がん及び中皮腫と
も石綿にさらされてから発症までの期
間が非常に長いのが特徴です。

中皮種等を発症しており、それが
業務により石綿にさらされたことが原
因であると認められた場合は、労災補
償を受けることができますので、労働
基準監督署にご相談下さい。

1. 石綿にさらされる
　 危険のある作業
① 石綿製品の製造工程における作業
② 耐火建築物に係る鉄骨等への吹

付け作業
③ 断熱若しくは保温のための被覆又

はその補修作業
④ スレート板等難燃性の建築材料の

切断等加工の作業（耐火建築物内
の電気配線工事、配管工事を含む）

⑤ 建築物の補修又は解体作業
⑥ 鉄骨製の船舶又は車両の補修又

は解体作業
⑦ タルク、バーミキュライト及び繊維

状ブルサイト等の取扱いの作業
⑧ 倉庫内等における石綿原料・製品

の袋詰め又は運搬作業
⑨ 石綿鉱山又はその付属施設におい

て行う石綿を含有する鉱石又は岩

1

石綿関係における各制度等について
神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課
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石の採掘、搬出又は粉砕その他
石綿の精製に関連する作業

⑩ ①から⑨の作業が行われている場
所における作業

2. 石綿との関連が明らかな疾病
◦中皮腫 
　胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜
◦原発性肺がん

◦その他
　石綿肺、良性石綿胸水、
　びまん性胸膜肥厚

3. 石綿による疾病の症状
石綿にさらされる危険のある作業

に従事した方で、日常生活で次のよう
な症状が出てきたときは、最寄の医
療機関等にご相談することをお勧めし
ます。
◦息切れがひどくなった場合
◦せきやたんが以前に比べて増えた

場合やたんの色が変わった場合
◦たんに血液が混ざった場合
◦顔色が悪いと注意された場合や爪

の色が紫色に見える場合
◦顔がはれぼったい場合、手足がむ

くむ場合や体重が急に増えた場合
◦はげしい動悸がする場合
◦かぜをひいて、なかなか治らない場合
◦微熱が続く場合
◦高熱が出た場合
◦寝床に横になると息が苦しい場合
◦食欲がなくなった場合や急にやせ

た場合
◦やたらに眠い場合

労災保険給付の概要
1. 中皮腫や原発性肺がん等を発症し

ており、それが業務により石綿にさ
らされたことが原因であると認めら
れた場合には、以下のような補償
を受けることができます。

（1）疾病の治療に必要な補償
（2）賃金を受けられない場合の補償

（3）死亡した場合には、遺族に対す
る補償

2. 石綿による疾病の認定基準の
　 ポイント

　中皮腫又は原発性肺がんは、
以下の（1）又は（2）に該当する場
合には、労災補償を受けること
ができます。

（1）明らかな石綿肺所見が認められ、
かつ、石綿にさらされる作業に
従事した（期間の長短は問いませ
ん。）と認められる場合

（2）胸膜プラーク又は石綿小体等の
存在が認められ、かつ、石綿に
さらされる作業に

◦中皮腫の場合はおおむね1年
以上

◦原発性肺がんの場合はおおむ
ね10年以上

従事したと認められる場合

（3） Q&A

① Q：既に退職していますが、在職中
は石綿を取扱う作業に従事して
いました。中皮腫や原発性肺が
んを発症した場合、退職後でも
労災補償は受けられるのでしょ
うか。

A：退職された後であっても、それ
らの疾病が業務により石綿にさ
らされたことが原因で発症した
と認められた場合は労災補償
を受けることができますので、
労働基準監督署にご相談くだ
さい。

②Q：医師に中皮腫と診断されました
が、どこで、石綿を扱ったか
わかりません。この場合でも、
労災補償を受けられるでしょう
か。

A：石綿を取扱った場所がよくわか
らない場合でも、最寄の労働
基準監督署にご相談下さい。

監督署において、詳しくお話を
伺い、必要な調査を行います。
その結果、業務が原因である
と認められれば労災補償が受
けられます。

石綿ばく露歴等 
チェック表

（中皮腫又は原発性肺がんの疑いの
ある患者さんをご担当の医師の方へ）

◦原発性肺がんや中皮腫については、
石綿が原因となって発症する場合
があり、特に中皮腫については石
綿との因果関係が強く指摘されて
います。また、両疾病とも石綿にさ
らされてから発症までの期間が非
常に長く、原発性肺がんで15年〜
40年、中皮腫で20年〜50年との
特徴があります。

◦原発性肺がん、中皮腫等を発症し
ており、それが業務により石綿にさ
らされたことが原因で発症したと認
められる場合には、労働者（元労働
者を含みます。）は労災補償をうける
ことができます。

このため、ご担当の医師には、こ
のチェック表をご活用いただき、業務
により石綿にさらされたことが認めら
れる場合やその可能性が疑われる場
合には、患者さんに対して労働基準
監督署に労災の手続き等について問
い合わせることをご説明いただくよう
お願いいたします。

チェック表
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はじめに
本年の本誌 6月号「産業医訪問」

欄に「労働衛生三管理の原点」とい
う拙文を掲載して頂いた。その稿は
私自身が産業医という職務に対する
モチベーションを形成していった経緯
をトレースしてみたものである。今回
は県下における産業保健機関の情報
を提供するという主旨なので、大企
業の専属産業医として勤務している
現職場からの視点で、思いつくまま
に縷 と々述べてみたいと思う。

専属産業医の活動
産業医の基本的職務は労働衛生安

全法などに基本線が明記され、特に
開業のかたわらで産業医活動を行っ
ている嘱託産業医にとっては、時間
その他の制約からその最低線をこな
すだけでも手一杯であろう。ところ
が事業場に常勤している専属産業医
となるとその最低線のクリアは当然
以前の問題であり、更なる活動を展
開していることだと思われる。その更
なる活動というのは、その事業場や
産業医によって千差万別で、言い換
えれば産業医の数だけ異なる産業医
活動があるということになってしまう
かもしれない。したがって本稿にお
いて紹介する事例等は専属産業医の
普遍的な姿ではなく、私の一例に過
ぎないということをあらかじめお断り
しておく。

専属産業医と臨床
開業している医師会の会員先生方

には俄には信じがたいかもしれない
が、専属産業医で臨床外来を全く
行っていないケースというのは案外
多い。産業医もそれを望まず、企業
の側からもそれを要望しない。いわ
ゆる産業医業務に100%注力しよう
という姿勢であり、これが今後のメ
インストリームかもしれない。その流
れからすると私のやり方は異端であ
る。私の勤める施設は企業内の福利
厚生目的で設立された企業立診療所
であり、工場構内にある。前述の拙
文にも書いたように私は臨床の外科
出身である。本来の私の目的意識か
らすると外来をやるために就職したよ
うなものであり、当社も未だにそれを
明確に望んでいる。現職場では（当社
健康保険組合の組合員を対象に限ら
れてはいるものの）内科・外科で診療
を行っている。とはいえ、会社の中
にある診療所に来られる人というの
は、当然その日に出社してこられるだ
けの状態にあるわけで、重症例は自
宅近傍の医療機関に行くと考えられ
るので、おのずから私の外来対象は
軽症例か慢性疾患ということになる。
とするといわゆる9時5時の勤務時間
の最中に私が診療所に縛られている
必要はなく、というよりは外来時間は
ごく限られたものだけで充分であり、
それ以外の時間をいわゆる産業医業
務に充てることにより双方の両立を図
ることにした。具体的には朝一番の
数10 分、昼休み前の数10 分、夕方
の数10分だけを外来時間として用意
した。この時間帯であれば、三交替
制勤務の労働者であっても、日勤・

準夜勤・深夜勤の全てに対応が可能
である。この形態で、毎月150 枚程
度のレセプトが出ている。

健診の目的
ではそれ以外の時間において何を

しているのか。私の場合はそのほと
んどを健康診断に費やしている。た
だし私のイメージにある健康診断の
目的は、一般のそれと比べてみると
かなり異質なものであろうと思って
いる。端的に言うと私の目的は「健
康診断に名を借りた個別面談」にあ
る。通常健康診断は年に1回以上（有
害業務は6 ヶ月に1回以上）である。
レントゲン被曝やその他のことを考え
てもコスト・ベネフィットからして1年
で充分であろう。しかし人間はその
生活において1年の間に身体的、精
神的、社会的に色々な変化を見せる。
これを可能な範囲でリアルタイムに追
いかけたいということで、全ての人
に半年ごとにお会いすることにした。
というより、先任の酒井恭次先生が
そのようにしていたといった方が正し
い。全員に半年ごとに健診をやるた
めに、一回ごとに健診の内容を入れ
替えて、レントゲンの過剰曝露などが
起きないように工夫している。私が対
象としている労働者数は現在約1800
人なので、毎年延べ3600人とお話し
していることになろう。

一見効率の悪いこのやり方は、実
は予想以上の効果を上げているよう
に思っている。例えば新人が入って
きても、2年も経てばすでに4ないし
5回は私との面談を経験していること

企業内専属産業医活動の
一考察

社団法人 神奈川県医師会   仲村 準
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になる。これだけ会えば双方顔見知
りになるのは当然である。世間を騒
がせている過重労働やメンタルヘルス
問題など、顕在化してくる前に私の前
で本人からの愚痴、上司からの心配
発言が出るようになる。血液検査で
再検査指示を無視されても、半年後
には必ずその本人を捕まえることが出
来る。職場巡視に行く時も最新の職
場状況を従業員各位から聞き及んで
臨むことになるので、色々なことがよ
く見える。

メンタルヘルスへの対応
西暦 2000 年以前には、当工場で

のうつなどのメンタルトラブル事例は
非常に少なかった。世間の印象と比
べても、明らかに少ないと思ってい
たが、ここ数年非常に増えてきてい
る。しかしその大半が入社1年未満
の中途採用者である。彼等は自らの
うつへの気付きもなく、産業医に相
談するという選択肢も思いつかないら
しい。この点からも私自身が労働者
と頻繁に顔を合わせるという利点を
実感している。うつ事例が発生する
とどのように対応することが良いのだ
ろうか。プライバシーという点で、患
者の不利益を防ぐために一般には病
名も何も伏せたまま対応するように奨
めている様に思われる。プライバシー
というのは情報を秘匿することではな
く、自らの情報を自らコントロールす
る権利だと私は理解している。した
がって発生早期の段階で、患者であ
る労働者とじっくりと話し込み、可能
であればその段階で職場の上司にも
情報を共有してもらうように奨めてい
る。私の主旨に対して理解と同意が
得られれば、即時三者面談を行い（場
合によっては家族を含む四者面談）、
更に可能であれば私自身が精神科の
主治医にも会いに行き、最善の治療
や復職のプログラムを相談するように
している。こうすることにより、職場
においてはメンタル事例への理解が
深まり、本人にとっては休業・復職時

の違和感・不安感が軽減され、主治
医にとっては治療における個別の理
想的プログラムの実施が保証される。
更にいうならば、職場に秘密を作っ
ているということは、うつ状態の患者
にとって案外重荷のようで、これをカ
ムアウトしてしかも職場がそれを理解
してくれたと判った瞬間に病状がぐっ
と軽くなる事例はかなり多い。これに
より計画されかけた長期休養が未然
に回避されることもしばしばある。手
間暇がかかるが、それだけの価値を
充分に感じることが出来る。もっとも
休業中の保証など人事システムがきち
んと確立している大企業だからこそ可
能な技であるかもしれないが。

医師会とのかかわり
話は大きく変わるが、私は早い時

期から地元医師会（区医師会）で産業
医担当役員を仰せつかってきた。そ
の後、横浜市医師会、神奈川県医師
会においても産業医担当を拝命する
ことになった。企業の専属産業医が
医師会の活動に参画することは非常

に良いことだと思う。しかしその一
方で、医師会内の会員が産業医活動
に対して造詣が深くない場合は、「専
門家」の専属産業医におんぶしてし
まい、嘱託産業医自身の活動とスキ
ルアップが滞ってしまう様に感じられ
る。そういう意味では、現在の自分
の医師会における存在意義に少々疑
問を感じ始めている。医師会サイド
もわれわれ専属産業医を有効に利用
する手段を考える時期かもしれない
と思う。単なる市や区の医師会の産
業医担当の代表選手としてではなく、
開業している嘱託産業医会員を盛り
上げる役回りに特化した方が良いの
かもしれない。一方医師会に全く関
与してこない専属産業医も多かろうと
思う。そもそも企業内専属産業医の
医師会加盟率というのはどの位なの
だろうか?専属産業医の側からも、医
師会への積極的なアプローチ、サポー
トを意識して頂き、地域産業保健セ
ンターの活性化などにもご尽力される
ことを望むところである。

平成17年度
神奈川県医師会産業医部会
評議員会・総会のお知らせ

●日 時 : 平成18年3月4日(土)　午後2時00分〜

●場 所 : 神奈川県総合医療会館7階大講堂

●内 容 : 開　　　会
部会長挨拶　神奈川県医師会産業医部会長
来 賓 挨 拶　神奈川労働局労働衛生課長
議　　　事　第1号議案〜第4号議案
そ　の　他
閉　　　会

なお、評議員会・総会の終了後、同一会場で、

日本医師会認定産業医研修会
（基礎研修会(後期)または生涯研修会( 更新・専門)の合同研修）

を午後3時00分〜午後5時00分(計2単位)で開催いたします。
詳細は追ってお知らせいたします。
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近年の海外派遣労働者の増加に
伴い、海外におけるこれらの労働
者の歯科保健管理が重要になって
おります。

日本人海外渡航者数史上最高を記
録した2000年度は渡航者数約1,782
万人（法務省「出入国管理統計」）、う
ち11.5%にあたる約205万人（日本交
通公社）の方が海外出張をされていま
す。また、2004年度の日本人出国者
数は、2000年問題等により下降して
いた出国者数が前年比26.6% 増とな
る1,683万人（法務省「出入国者管理
統計」）と大きく増加しました。

厚生労働省の労働安全衛生規則に

より、「6 ヶ月以上海外に派遣しよう
とするときと6 ヶ月以上の海外派遣か
ら戻り国内での業務に就かせるとき
に健康診断を行わなければならない」
とありますが、歯科疾病に関しては
この項目にありません。

そのため社団法人日本歯科医師会
では多くの海外派遣労働者が派遣先
で困っていることのひとつ、「歯科の
問題」への対策として、平成17年3
月に「海外派遣労働者のためのお口
の健康手帳」」＜写真1＞を作製いた
しました。

海外生活を送る派遣労働者の方々
の多くは、国による保険制度・費用
の違い、また、言葉のギャップに戸
惑われ不安に思うことがあるかと思い
ます。

医療制度・歯科医療制度は国によっ
てそれぞれ異なり、医療レベルも費
用も全く違ってきます。まずは派遣先
の医療制度を調べ、前任者もしくは
駐在者からの詳細な情報収集は必
ずしておいたほうが良いでしょう。

事前検診の重要性
事前の情報収集と同じくらい重要

なのが、渡航前の治療・検診です。
個人の意識もさることながら、派

遣する企業も派遣者に渡航前の歯科
検診を健康診断と共に強く勧めるべ

きです。社内診療所がある企業の場
合は定期健診・指導を含み事前検診
を行っていると思われますが、そうで
ない場合、派遣者にかかりつけ医で
の詳しい検診・治療・指導を受ける
ことを会社の規則として行うべきだと
思います。

派 遣者・またその家族の安全・
健康管理は派遣する企業の責任で
もあります。特にアジア・アフリカな
どの一部の地域では、歯科治療を
受けることすら困難な場所もたくさ
んあります。

その他の地域でも、先にあげた言
葉の違い・医療レベルの違い・感染
症対策や設備の違い、高額な医療費
の負担など国内では問題にならない
ような事柄が多くのトラブルになって
います。

う歯（虫歯）・歯周病に自然治癒は
ありません。自覚症状がなくとも日頃
から定期健診、正しいブラッシング、
セルフチェックを行うこと、また、か
かりつけ医を持つことは、万が一海
外で事故に遭遇した場合の身元確認
にも役立ちます。

事前治療・健診により、日常生活
のケア・今後の歯科指導、また、治
療中の派遣の際も現地での適切な現
状報告への助言により、海外での歯
科治療への不安が多少なりと改善さ
れるものと思います。労働者が自己

海外派遣労働者のためのお口の健康手帳

海外派遣労働者の
歯科保健医療の対応を考えて

神奈川県歯科医師会 地域保健委員会／医療法人社団 聖仁会 呂歯科診療所 院長  呂正仁

■＜写真1＞お口の健康手帳
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管理を行い、安心して業務に専念で
きる環境を作ることも大切です。
「海外派遣労働者のためのお口の

健康手帳」には、“歯科医の所見”・
“既住症等の自己申告欄”も設けてお
ります。海外派遣労働者歯科健康診
断個人票＜写真2＞も添付されており
ますので、渡航前の検診にご利用く
ださい。

海外派遣労働者の歯科保
健医療の問題点

海外派遣労働者の歯科医療での
大きなトラブルのひとつに費用・負担
額の違いが挙げられます。

日本の医療制度は国民皆保険制度
です。いつでもどこでも自己負担が少
なく医療が受けられる類まれなる制
度は派遣先のどの国にもありません。

現地でかかった治療費は一旦全額
自己負担し健康保険組合等に手続き
をすると、国内で保険診療を受けた
とほぼ同様な保険給付（療養費）が支

払われます。
但し、日本国内の治療方針や材料

基準に合わないものは支払の対象に
認められていません。アメリカやヨー
ロッパなどの医療レベルの高い国で
は、日本では自由診療（保険外治療）
とされる治療が一般的に行われてい
ますが、これらは支払の対象に認め
られていないものが多く自己負担とな
ることが殆どです。加入している健
康保険の制度により、内容・手続き
なども異なりますので会社の担当部
署に事前にご確認をお勧めします。

また、民間保険会社に加入してい
る場合でも傷害（事故等での治療）の
みの保険だったり、指定された診療
所以外での治療費は認められないも
のだったりと色々ありますので、加入
の際によく確認することが必要でしょ
う。

そして、歯科治療費負担は日本に
比べかなりの高額になることが殆ど
です。不必要な出費や面倒な手続き

を減らすためにも先に述べた事前検
診は充分に行うことが大切です。

最後に
「海外派遣労働者のためのお口の

健康手帳」には、上記のほか海外で
困った時の対処法や応急処置法、各
国での保健医療費の目安や、歯科
医受診のための会話集が収められて
います。海外派遣労働者・その家族
方 、々また派遣企業の皆さんのお役
に立てることと思います。

「海外派遣労働者のためのお口の
健康手帳」に関するお問い合わせは

　　　　　　　　　　　　　　
までご連絡ください。

社団法人 母子健康推進会議
TEL 03-3267-0690

■＜写真2＞海外派遣労働者歯科健康診断個人票
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はじめに
（社）神奈川労務安全衛生協会は、

中央労働災害防止協会の支部として
平成13 年度から「メンタルヘルス指
針推進モデル事業」を実施してきまし
たが、平成17年度から同事業の結果
を生かし、新たに「メンタルヘルス対
策支援事業」が始まりました。

目的
メンタルヘルス対策に新たに取り組

み、または、これまでの取り組みを
拡充しょうとするなど、メンタルヘル
ス対策を計画的に推進しようとする事
業場の活動を支援し、メンタルヘル
ス指針に基づく対策の普及・定着を
図ることを目的としています。

事業の概要
メンタルヘルス対策を計画的に推

進しようとする事業場（原則として労
働者数1,000人未満の事業場が対象
です。）に、中央労働災害防止協会が
選任した専門家（支援専門家）が赴き、
事業場の要望に応じて、必要な事項
について指導・助言を行います。

事業の内容
支援内容のご案内参照

メンタルヘルス対策の導入や拡充
に関する以下の内容等のうち、当該
事業場に必要な内容について、メン
タルヘルス対策の専門家による指導・
助言等を行います。

① 現状の把握と評価及びその結果
に基づく対策

② 事業者による方針の表明及び事
業場の意識高揚のための方策

③ 体制の整備及び計画の策定
④ 労働者及び管理監督者等に対す

る教育研修
⑤ セルフケアの進め方
⑥ 職場環境の改善の方策
⑦ 職場適応・職場復帰支援
⑧ 事業場外資源の活用

支援の基本的な流れ

1.  支援利用の意向申し出
電話等で、関東安全衛生サービ
スセンター、または、（社）神奈
川労務安全衛生協会にご連絡
ください。

2. 支援要望事項等に関する事前の
打ち合わせ・調整

3.  入門的支援（ガイダンス）申込
み（申込書）
ガイダンスの必要のない事業場
は、6の支援の申込みになりま
す。

4.  入門的支援（ガイダンス）
支援専門家が事業場を訪問し、
メンタルヘルス対策への取組み
の現状等の説明を受け、今後取
組みが望まれる事項など、支援
申込みに当たって必要なアドバ
イスを行います。

5.  報告書の提出

6.  支援の申込み（申込書）

7.  支援内容、スケジュール等の 
 概要の打合せ・調整

8.  支援の実施

支援専門家が事業場に必要な回数赴
き支援します。支援事項は、右のペー
ジの選択された事項です（複数可）。
なお、入門的支援の後、必ず支援の
申込みをしなければならないもので
はありません。

むすびに
メンタルヘルス対策は、近年、職

場において仕事や職業生活に関する
強い不安、悩み、ストレスがあると訴
える労働者の割合が6割を超え、ま
た、自殺する人の増加の中で、社会
的課題となっています。

新メンタルヘルス対策支援事業は、
メンタルヘルス対策にどのように取り
組めばよいかわからない事業場も活
用できるように、多様なメニューを提
供する事業です。ご利用をお待ちし
ています。 なお、17年度の申込みは、
締め切っています。18 年 4月以降の
申込みをお願いいたします。

事業場が進める心の健康づくり活動を支援します

メンタルヘルス対策支援事業のご案内
社団法人 神奈川労務安全衛生協会 健康福祉部 

●支援の申込先
　各種お問い合わせ先

関東安全衛生サービスセンター
TEL 03―5484―6701

(社)神奈川労務安全衛生協会
メンタルヘルス担当 蒲谷
TEL 045―662―5965
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■支援内容のご案内
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平成17年度 
第一回協議会

平成17年度第一回の協議会は、平
成17年 8月29日（月）に、神奈川県予
防医学協会役員室で、神奈川労働局
の高宮政行主任労働衛生専門官の臨
席をいただき、13 機関 20 名が参加
して開催されました。代表幹事機関 
神奈川県予防医学協会の井澤方宏
常務理事の開会挨拶後、神奈川労働
局 高宮政行主任労働衛生専門官より
1石綿障害予防規則の施行2過重労
働による健康障害の防止対策 3メン
タルへルス対策4 職業病疾病対策に
ついての報告をいただきました。次に
神奈川県保健福祉部健康増進課 井
出 康夫課長代理より「がんへの挑戦・
10か年戦略」の策定について紹介さ
れました。

講演 （ 2 題 ）

産業医科大学産業生態科学研究
所の東 敏昭所長より「労働安全衛生
法の改正」―過重労働・メンタルへ
ルス対策が法制化へ―と題して講演
をお願い致しました。

労働者とメンタルヘルスは、厚生
労働省の「過重労働・メンタルヘル
ス対策の在り方に係る検討会」で法
案化されました。その要旨は、「直前
の1か月に100 時間、2〜6か月平均
80時間以上の場合に本人の希望によ
り、医師による面談指導が義務付け
られ、また安全衛生委員会で改善に

ついて対応を考え
る」というもので
す。 今 回の講 演
では、過重労働
ではどういう経緯
や根 拠があって
時間を問題にして
いるのか、またメ
ンタルヘルスでは
何が加わったの
かを重点に話され
ました。いままで
別個に考えてきた
過重労働とメンタルヘルス対策を今回
一緒に検討したのは、この2つが基
本的に非常に近接し重なるところが
あるからです。仕事の負担によってメ
ンタルヘルスの問題が起きることもあ
れば、過重労働に関係する脳・神経
関連疾患に向かう場合もあり、一緒
に検討することとなったのです。

過重負荷とは、脳・心臓疾患の発
症の基礎となる血管病変を著しく憎悪

させる負荷のことで、業務による負荷
が一定以上になると疲労の蓄積を招
くものです。疲労回復のための十分
な睡眠時間や休息時間が確保できな
いような長時間にわたる過重労働に
より、脳・心臓疾患の発症が増すと
考えられます。外的負荷には、時間
的要因のみならず、労働環境、労働
態様などの仕事のきつさ（強度）に関
連する要因、仕事の自己裁量度、上
司等からの支持（支援）などの関連す
ることが示唆されています。一般に
時間負荷は客観性が高く、一方、精
神的負荷は、作業処理能力低下を生
じ、結果的には長時間作業負荷と同
じこととなります。

負荷要因の評価は、許容基準の
設定ならびに対策の実施に必要です。

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
認定基準について」では、1労働時間、
2 不規則な勤務、3 拘束時間の長い
勤務、4出張の多い勤務、5 交代制
勤務・深夜勤務、6作業環境（温度環
境、騒音、時差）、7 精神的緊張を

神奈川県健康管理機関協議会

神奈川県健康管理機関協議会活動報告

産業医科大学
産業生態科学研究所
東 敏昭所長

神奈川県保健福祉部健康増進課
井出 康夫 課長代理

神奈川労働局
高宮 政行主任

5
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伴う業務をあげています。職場にお
ける負荷に対する対応不全は、事故、
ハラスメント、生産性低下などとして
現れてくるなど、心理的・精神的スト
レス起因の精神的障害の発生には顕
著と推定されます。

厚生労働省ではメンタルヘルス指
針にある「4つのケア」、1本人が行う
セルフケア、2ラインによるケア、3企
業内産業保健スタッフによるケア、4
企業外資源（専門機関）によるケアを
徹底しようとしています。そしてもう1
つ大事なことは、家族の関与と家族
への支援です。家族から話しを聞き
家族の協力を得なければ就業の継続
が困難な場合もあり、さらに家族の
気づきがなければ自殺が防げない場
合もあります。家族をどう扱うかがこ
れからのメンタルヘルス対策の一つに
なると考えられます。

神奈川県立循環器呼吸器病センタ
ー呼吸器科 高橋 宏部長より「アスベ
ストによる健康障害」と題して講演
をお願い致しました。

アスベストは、石綿ともいわれ、天
然に存在する鉱物です。珪酸マグネ
シウムが主成分で、カナダ、南アフリ
カ、ロシア、ブラジルが主たる産出国
です。アスベストには白石綿、温石綿、
青石綿、茶石綿、直閃石、透閃石、
緑閃石などの種類があります。アスベ
ストは長年にわたり様々な製品に使わ
れてきました。アスベストがいろいろ
な工業製品に使用される理由は、経
済的に安価で、物理的特性に優れて
いることが挙げられます。非常に細
い繊維であること、熱や磨耗に強く
切れにくいこと、そして紡ぐこともで
きることなど、「奇跡の鉱物」とか「天
然の贈り物」などと呼ばれて、様々な
用途に使われてきました。

しかしこの便利なアスベスト繊維
は、肺に吸い込むと、20 年から50
年後に癌や中皮腫になる恐れがあり、

「静かな時限爆弾」と言われるように
なりました。アメリカでは1970 年代
には使用量が減少しましたが、日本
では1990年代にやっと輸入量が減少
し、2004 年10月に使用原則禁止で、
2008年までに全面使用禁止となりま
した。

アスベストは石綿肺、胸膜中皮腫、

肺癌との関連が強いことが知られて
います。アスベストの粉塵を吸った肺
では胸膜が厚くなることがあり、これ
は胸膜斑または胸膜プラークと呼ば
れ、良性で悪性腫瘍にはならないも
のです。しかしこれとは別に悪性胸
膜中皮腫という悪性腫瘍を起こすこ
とが知られており、中でもクロシドラ
イト（青石綿）が一番危険といわれてい
ます。アスベストは肺癌との関連が強
く、またアスベストとタバコには相乗
作用が強く見られることも統計学的
にわかってきました。また悪性胸膜
中皮腫は殆ど致死的といわれており、
I期では稀に胸膜肺全摘出術等の治
療もありますが、進行期（II,III,IV期）
では痛みや息切れを緩和する治療が
主体でQOL維持が重点に置かれて
います。新たな抗がん剤も生存期間
延長に有意ですが日本では治験中
です。

兵庫県尼崎市にあるクボタの旧神
埼工場の従業員や周辺住民に死者が
続出していることが明らかになって以
来、アスベストによる中皮腫、肺癌な
どの健康被害への不安が全国に広が
っています。中皮腫による死亡者は、
1995 年以来 2003 年までの9 年間で
6060人に達し急増傾向にあり、さら
にわが国における悪性胸膜中皮腫死
亡数の将来予測によると、アスベスト
健康被害者が、過去10 年の50 倍に
なる可能性が指摘されています

平成16年度実施数 17年度予定数

一般健康診断 1,196,498 1,218,440

特殊健康診断 195,059 196,945

人間ドック(宿泊含む) 101,049 103,790

■ 神奈川県健康管理機関協議会加盟機関の県内健康診断実施数

神奈川県立循環器呼吸器病センター
呼吸器科 高橋 宏部長



メンタルヘルス
嘱託産業医の経験から

横浜市医師会 産業医部会／医療法人社団 佑希会 のぞみクリニック 川原 健資
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はじめに
職場のメンタルヘルスへの関心が

高まってから久しくなり、産業医とし
て心療内科や精神科の専門医を配属
する企業も少しずつ増えて来ました。
私も約8年前からメンタルヘルスの産
業医として、嘱託の立場でいくつかの
企業とかかわってきました。また、現
在は開業医として「主治医」の立場
でもメンタルヘルス不全に陥った勤労
者の治療に携わっています。

私が産業医としたかかわってきた
ここ数年の、勤労者を取り巻く社会
情勢として見逃せないものに、不況
によるリストラ、失業者の増加、組織
再編に伴う異動機会の増加・ポスト
の削減、成果主義による労働実績評
価、ニートの増加があげられます。

職域のメンタルヘルスに関するここ
数年のトピックスとしては、今あげた
社会情勢を背景に、過労自殺、過重
労働、うつ病の増加、サバイバー症
候群、精神疾患の労災申請・認定件
数の激増など枚挙に暇がありません。
また、いわゆる「電通事件」の判決後、
メンタルヘルス対策（安全配慮義務の
徹底など）が企業のリスクマネージメ
ントの一つであるという考え方が浸透
してきました。

また、労働衛生行政の新しい流れ
として、1999 年9月労災における精
神疾患認定指針、2000年8月事業場
における労働者の心の健康づくりの
ための指針、2001年12月職場におけ
る自殺の予防と対応、2002年2月過
重労働による健康障害防止のための
総合対策などが策定されました。

これらのような情勢から、中小規

模の事業所としてもメンタルヘルスの
問題は無視できないものとなっていま
す。実際、最近医師会に嘱託産業医
招聘の話がある場合、「心のケアが
できる医師」「メンタルヘルスの相談
ができる医師」を希望する企業は非
常に多いのです。

その理由の一端を推測するに、私
がある企業の長期休務者を調査した
結果、メンタルヘルス不全が理由の場
合は、身体疾患が理由の場合よりも
長期休務・頻回休務となりやすいこと
がわかりました。また、年を追うごと
にその傾向が顕著になっていました。
今や様々な職場でメンタルヘルスの問
題を抱え、特に不全者の処遇につい
て困っているのではないでしょうか。

私が行っている実務の紹介
1.産業医と主治医を兼任するこ

とは難しい
次に、私が実際どのような産業医活

動をしているかについて述べてみます。
まず本題に入る前に、私は「少なく

ともメンタルヘルスの領域では、産業
医と主治医を同一人物が兼任するこ
とはメリットよりもデメリットが上回る」
と考えていることをお話します。その
理由としては、一般的に主治医の立
場では患者の利益をどちらかというと
優先して考えます。しかし、産業医
の立場としては、業務遂行可能性や
業務能力、職場の受け入れ態勢、と
いった会社組織の枠組みでの判断を
優先させる場合が多くなり、時に利
害が相反することがあるからです。

また、主治医も産業医も等しく守
秘義務があるものの、兼務すること

で自己矛盾をおこして苦しい立場に追
い込まれることもあるからです。従っ
て、できるだけ避けたほうが無難だ
と思います。

2.メンタルヘルス相談
さて、実務の話に戻ります。
それぞれが重複する場合もありま

すが、1現在治療中の職員のフォロー
アップ、2就業制限の判定、3 復職判
定、4管理監督者からの相談が含ま
れます。

3.メンタルヘルス教育・啓蒙
新入社員、管理監督者、健康管理

スタッフに対して実施しています。
特に管理監督者向けの講演では、

「メンタルヘルス活動は管理監督者の
業務である」と位置付け、事例の早
期発見の重要性を強調してきました。

部下のちょっとした変化（事例性）
に気づくため、所属する集団の平均
からのズレという軸と今までのその人
個人からのズレという軸に着目します。
管理監督者には決して病気の有無を
判断したり、診断することを要求する
ものではないことをお話しています。

具体的な事例性としては、①遅
刻、欠勤が増える、②休みの連絡が
ない、③業務パフォーマンスが低下し
ている、④残業、休日出勤が増える、
⑤ミスや事故（小さなケガ）が目立つ、
⑥報告や相談、会話がなくなる、⑦
気分が落ち込み、ふさぎこんでいる、
⑧気分が高揚し、興奮しているがあ
げられます。

管理監督者は事例性のある部下へ
声かけをし、自分が話を聞くか産業
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医に話をすることを勧め、本人がど
ちらも希望しない場合は、状況によ
っては管理監督者自身が産業医に相
談する必要がでてきます。また、管
理監督者には予見可能性（精神疾患
になる可能性があることを予知・予見
できたか）と結果回避可能性（予見し
た上で、適切な対応は取れたか）が
問われます。その際、過去の裁判の
判例から、単なる「声かけ」だけで
はだめで、具体的な行動による対処
が要求されます。実際どのような対応
を取ったらよいのかはケースバイケー
スで、産業医に相談して欲しいとお
話しています。

一方、健康管理スタッフへの教育・
啓蒙としては、私の訪問日に面接した
ケースを始め、職場や人事労務上処
遇に困難を感じるケースをあげてもら
い、ブリーフィングを行っています。

最近困難を感じていること
1.パーソナリティの病理を持つ

ケースの増加
私が1999年に論文にまとめたこと

があるのですが、メンタルヘルスの
領域では、パーソナリティの病理（特
に自己愛の病理）が病態の本質と考え
られるケースが増加しています。

典型的なパターンは、現実と理想
のギャップに直面し、本人のプライド
が傷つけられる状況（≒挫折。ここの
あたりは本人が認識していない場合
が多い）を経験し、そこからの簡単
かつ早い段階での逃避や退却（一言
でいえば現実逃避）がおきるケースで

す。その特徴を表に示します。
事例性という観点で見れば、いと

も簡単に、葛藤もなく欠勤してしまう
のが特徴です。DSM-IV（アメリカ精
神医学会）やICD-10（WHO）といった
操作的診断基準に準拠すれば、「適
応障害」や「気分変調症などの気分
障害圏」に属してしまうと考えられま
す。従来診断では退却神経症や逃避
型うつ病といえるでしょう。

実際に心療内科の外来を受診した
患者を調べてみると、これに当てはま
るケースは30歳前後の独身の成人男
性で、第一の主訴を出社困難感とし、
身体症状を合併する場合がほとんど
でした。発症のきっかけは職場の対
人関係上の葛藤が多く、特徴は「部
分的・選択的うつ状態」でした。「部
分的、選択的うつ状態」とは、例え
ば朝会社に行くのはおっくうなのにも
かかわらず、休日は朝からデートを楽
しんだり趣味のスポーツに参加できる
というものです。

欠勤は、「引きこもる」という陰性
の行動化とも言え、職場から逃避・
退却することにより自己愛のさらなる
傷つきを回避する意味合いを持ちま
す。またとてもか弱い自己は現実を
強力に否認するため、欠勤という事
態にも違和感を感じず、切迫感がな
く、あたかも他人事のように振る舞っ
てしまうことになります。場合によっ
ては欠勤の理由を他人のせいにすら
してしまいます。そのプロセスは他者
には理解困難であり、職場の同僚の
共感を妨げることになります。

本人が問題解決・現実打開のため
に当事者になっていない以上、治療
的介入は困難を極めます。まずは本
人と治療関係を築きつつ、本人のペ
ースに付き合いながら直面化の時期
を待つということになり、必然的に時
間がかかることになります。

冒頭でも述べた、長期休務・頻回
休務となるケースはここで述べた特
徴をしばしば持っていると思います。

2.メンタルヘルスヘルス不全の
方がいる職場のメンタルヘルス
職場のメンタルヘルスというと、メ

ンタルヘルス不全の方の早期発見や
処遇が話題の中心になることが多い
のですが、私はそれらの方たちが所
属するグループの管理監督者やスタ
ッフのメンタルヘルスも重要であると
実感しています。その理由は、特に
管理監督者が往々にして孤軍奮闘し
て、その対応のためにかなりのエネ
ルギーを費やしている場合が少なく
ないからです。

そのため、私はメンタルヘルス不
全の方を抱えた職場の、まずは管理
監督者のサポーターになるように心
がけています。そのためにコミュニケ
ーションを図り、疎通性を良くするよ
うにしています。先ほどもお話しまし
たように、共感困難なケースも多々あ
り、どのように理解し、対処していっ
たらよいかを管理監督者の苦労に共
感しつつ一緒に考えていく事が大事
ではないかと思っています。

おわりに
私の産業医活動の実際と最近苦労

していることの一端をご紹介しまし
た。特に病態の本質がパーソナリテ
ィの病理にあるケースが、往々にして

「うつ病」として他の典型的なうつ病
のケースと同等に処遇されている場
合も見られますが、対応が異なりま
すので見極めることが大事かと思い
ます。

■ 表：パーソナリティの病理を持つ
　　　長期休務・頻回休務となるケースの特徴

① 様々な身体症状(いわゆる不定愁訴)を呈する
② 問題行動(欠勤・アルコール依存・自傷など)が長引く
③ 薬が効きづらい
④ 本人に治療意欲や病気に対する認識が乏しい(他人事のよう)
⑤ そのため治療が進展しない
⑥ 治療からの脱落が起きやすい
⑦ その結果、職場復帰が容易でない
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はじめに
ライオン（株）小田原工場は、昭

和 39 年に竣工し、歯磨・化粧品・
医薬品を生産しています。従業員は、
232 人、平均年齢は 40.5 歳です。福
利厚生施設として、体育館・グランド

（野球、サッカー）、テニスコート、ク
ラブハウス（茶道、華道）ヘルスアッ
プコーナー、食堂があります。体育館、
グラウンドについては休日一般の方へ
も開放しています。

健康は個人の幸せづくりにとって
大変重要であるとともに、企業の活
力を維持し創造性を増進するために
も大切なものだと考え以下の施策を
推進してきました。

健康管理推進計画
ライオン（株）は、2000年に全社の

「健康管理基本方針」〜「健康管理
センター中期5 ヵ年計画」を策定し
各地区の個別計画とすり合わせ健康
づくり活動を進めています。

これまで当社の健康管理活動は健
康保持増進などの一次予防活動によ
り、病気になった従業員の疾病管理
が中心になっていました。従業員のイ
メージは「健康管理室は病気になっ
た時に相談する所」に定着していま
した。つまり予防に対する認識が弱
く自己管理能力が育ちにくい環境と
なっていたのです。

この計画はいかに自ら予防するこ
とが大切かを従業員に認識してもら
うことに重点をおき、健康増進内容
の充実と健康スタッフのサポート体制
強化を図るための計画としました。

THP推進チームによる　
健康づくり体制

THP推進チームは、従業員一人ひ
とりが「自分の健康」に対する意識
を深め、自分自身のQOL（Quality 
of Life）の向上に向けて計画的かつ
継続的な心身両面におけるサポート
体制を構築することを目的に1996年
に運動や快適職場づくりを目的とし
て組織されたチームで、産業保健推
進者（リーダー）、看護職2名、ヘルス
ケアリーダー 1名、各職場推薦6名で
構成し、全社の計画を基本に工場独
自の発想による企画実行を推進して
います。

THP推進チームの基本的な考え方は、
①推進組織は、工場会議体の一部

に位置づける。
②労働衛生行政指導事項に加え、独

自の企画事項の推進を行う。
③企画実行の推進に当たってはスケ

ジュール管理のもと、継続性を重
視した展開を行う。

④評価基準の策定とフォロー体制を
確立し、従業員自らが自発的管理
が出来るシステムを構築する。
これを受けて活動として、施設・

環境整備、運動指導、啓発（情報誌・
講話等）、健康イベント、メンタルヘ
ルス施策、分煙を推進しています。

メンタルヘルス対応
近年メンタルヘルス対策は最も重要

な課題の一つとされており、早期に心
の健康変化に気づく事が重要な事か
ら、管理監督者の理解が不可欠と考
え、1998年よりチームリーダー以上の
職制を対象に、管理監督者研修、管
理監督者座談会等を行ってきました。

その結果、管理監督者からの部
下に関する相談や情報提供、また
本人からの相談も徐々に増えてきて
います。

また、2001年より、全国労働衛生
週間に合わせ、従業員に職業性スト
レス簡易調査票によるストレスチェッ
クを実施しています。

チェック票は、健康管理室で回収
し回答をストレスプロフィールという
結果にし、個人へフィードバックして
います。この結果は、職場別に解析し、
職制に対ししてもフィードバックしてい
ます。

“いやし”を求めて
メンタルヘルス、健康増進面から“い

やし”は重要なターゲットポイントと
考え、
①工場敷地内の一部を畑として従業

員へ開放。

快
介

紹
場

職
適

健康保持増進対策に関する取り組み
ライオン（株）小田原工場

平成17年度全国労働安全衛生週間 厚生労働大臣優良賞 受賞事業場
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②社員による憩いの広場造成（地下水
が流れる小さな滝、東屋・バーベ
キューガーデン）

③精神的なリフレッシュを目的に従業
員による蛍の飛び交う川の造成と
蛍の育成。

健康づくり・健康指導支援
自己管理能力を高めて行く手段と

して、工場の健康管理室が中心とな
り以下の業務を推進している。
①栄養指導:個別指導、4〜6人/月
②口腔ケア:歯科衛生士による個別ブ

ラッシング指導、歯石除去、36人/月
③体力測定 :持久力テストを含む7項

目、測定終了後に個別指導

④メンタルヘルス管理監督者研修 :産
業医・精神科医・保健師がストレ
スマネージメントの考え、社内の体
制等について説明

⑤看護職面接: 生活習慣の見直しな
どを目的として、全従業員を対象
に実施。

⑥衛生講話 :産業医・管理栄養士・
歯科衛生士などにより全国週間に
合わせてタイムリーなテーマを選ぶ 
3回程度/年

⑦機関紙:「へるしいたいむ」発行 4
回/年・臨時発行

健康習慣の定着化
“楽しみながら健康づく

り”を行いたいと

の思いから、工場施設を活用した各
種運動イベントの推進（運動指導、エ
アロビクス教室、ドッヂボール、バド
ミントン等々）また、自然環境に恵ま
れた立地条件を生かし、休日には家
族の方も巻き込んだイベント（ウォー
クラリー、イチゴ狩り、ぶどう狩り、
ハイキング等々）を行っています。

今回、厚生労働大臣優良賞を受賞
させていただきましたが、この受賞を
ステップに今後も身体のみならず、心
の健康も重要な課題として、心身両
面からの健康づくりにとりくんで行き
ます。

社員による憩いの広場造成

口腔ケア

各種運動イベント
の推進

ヘルスアップコーナー



��

事業所概要
住友電気工業（株）は、創業以来1世紀

を超える歴史をもっております。社会基
盤を支える電線・ケーブルの製造・販売
を事業の柱として、また、同時に、電線
ケーブルの製造・材料技術をベースに、
情報通信機器、産業用素材、エレクトロ
ニクス、ハーネス、ブレーキ等の自動車
部品など社会のニーズに応えた製品・技
術を生み出し事業を発展させてまいりま
した。弊社の製作所は、横浜の他に大阪・
伊丹の計3 ヶ所、連結の国内関係会社
121社、海外関係会社146 社であり、住
友電気工業（株）の従業員数は約12,000 
人、グループ全体では約10万人であります。

当製作所は、横浜市の南端、鎌倉のほど近くに位置し、
弊社初の関東地区における生産拠点として1961年に開所
し、通信ケーブルの生産を開始しました。現在では光ファ
イバ・ケーブルをはじめ、光コネクタ、融着接続機、光ア
ンプや光伝送  デバイスなどを主とした情報通信関連製品
の生産拠点となっています。また、従業員数は約1,900人
であります。

安全衛生管理体制
横浜製作所長を「総括安全衛生管理者」に選任し、5

つの現業部門長（安全管理者）及び関係会社で構成する安
全衛生管理委員会、その下に安全衛生専門委員会（衛生
管理者含む）等を設置しています。法定管理者としては、
安全管理者、産業医、衛生工学衛生管理者、衛生管理
者を選任しています。また関係会社や安全衛生協力会な
どと連携をとれる体制にしています。

誕生月健診
当製作所の定期健康診断は誕生月健診を採用してお

り、人間ドックによる代用も認められています。誕生月健
診のメリットは年間を通して健診が行われているため、業
務の都合で受診月にチャンスを逸しても翌月には受診出来

るとことです。中でも一番のメリットは健診結果を素早く
受診者にフイードバック出来ることであり、健診翌月には
受診結果に対する事後措置が行われ、産業医面談により
必要な指導、再検査等が出来ることです。

保健指導では、社員の離席時間も考慮して保健師によ
る職場への訪問指導等を行っており、ライフスタイルの見
直しや生活習慣改善に向けた指導を実施しています。こ
れら生活習慣改善に関する動機付けとして専門医による
健康管理講演会も毎年開催しており、日頃から生活習慣
の見直しに向けた社員への啓蒙活動を行っています。

そして、これらの誕生月健診を含め健康管理を行う上

個別訪問産業保健指導（作業場巡視）

住友電気工業（株）横浜製作所
専任衛生管理者(安全環境グループ) 飯島 輝夫

衛生管理者訪問衛生管理者訪問

保健師による保健指導

横浜製作所
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第4回健康ウォーク(鎌倉海浜公園)

で大きく寄与しているのは当社が導入しているヘルスマネ
ージメントシステムです。社員の健診結果はもちろんのこと、
受診管理、健康指導の履歴や内容も蓄積されており、そ
れらのデータは本人の経過確認や健診以降の診療、事後
措置、保健指導に大いに役立っています。

メンタルヘルス対策
当製作所のメンタルヘルス対策はラインケアを中心に行

っており、社内教育としては管理職を対象としたメンタル
ヘルス教育、新任の監督者、指導者等への階層別教育
があります。その他の教育としては、外部講師による管
理者への傾聴法やセルフケアへの支援等を念頭に置いた
ストレスへの気づき・対処方法等、それぞれの受講者の
立場に応じたメニューを用意し、毎年メンタルヘルス研修
を実施しております。これらの教育と並行してカウンセリ
ングを含めた相談対応の充実と、職場への支援に努めて
います。

具体的には職場復帰から復職後のフォローアップまで
産業医、保健師、人事労務管理スタッフ一体となり、支
援体制づくりと充実に向け注力しています。また、イント
ラネットを活用した健康管理センターのホームページには
自主的に相談しやすい環境を作るために相談窓口を設置
しており、定期的にメンタルヘルスコラムを掲載して、社員
のメンタルヘルス知識の啓発にも努めています。

健康づくりの経過と実践
健康づくり活動は住友電工健康保険組合との共同事業

として2000年から3年計画で活動を開始しました。その
内容は体力向上等の自主健康づくりの一環として、まず
歩くことから始めようと結成した「ウォーキングクラブ」で
450名もの参加があり、各自目標達成に向けた活動を3年
間継続しました。目標値は1日1万歩、年間365万歩です。

クラブ結成以降、最寄りの駅から会社まで徒歩で通勤
する人の姿が大変多くなり、健康づくりに対する関心が高
まると同時に意識も大きく変わったと言えます。活動の効
果向上を図るため、クラブ会員の希望者には健診後も保
健指導を行い継続して経過観察を行う等の活動を行なっ
てきました。その後、3 年間の活動終了後も一部の方は
継続されており、昼休みに開放された健康管理センター
で、血圧、体重、体脂肪測定等を行なっています。それ
らの結果をトレンド管理しながら、現在も医療スタッフが
食事や生活習慣等の健康相談に応じています。

また、同時期にスタートした春と秋に行われる健康ウォ
ークには従業員の家族も含め、毎回大勢の方が参加しま
す。鎌倉、江ノ島等の名所を約2時間、家族、同僚と一
緒に楽しめることもあって人気があり、現在では恒例とな
っています。

健康管理センターの
ホームページ
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健康意識が高まった
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受けるようになった
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はじめに
相模原・津久井地域産業保健セン

ターでは、設立10年目となった昨年
アンケート調査を実施しました。また、
本年度より「働き盛り層のメンタルヘ
ルスケア支援事業」活動を開始しま
した。

そこで、今回は、この2 活動につ
いて報告します。

1. アンケート調査
開設以来相模原労働基準監督署、

相模原市、津久井郡両医師会、そ
の他関係団体のご協力により、業務
は順調に推移してきました。しかし、
社会状況の変化とそれに伴う利用事
業場の要求の多様化に応える体制の
構築が求められています。

そこで、将来の体制づくりを目的と
して、産業保健サービス等に対する
満足度と事業場の管理体制等につい
て調査しました。

調査方法
240を超える登録事業場に調査票

を出したが閉鎖、移転、不明、規模
拡大等により、50事業場が対象外と
なり193 事業場が対象となった。95
事業場から回答があった。

回答事業場の規模
10人ごとの分布に大きな差はない。

健康相談の満足度
回答事業主の85%が満足しており、

相談を受けた従業員では95%の人が
満足している。満足していないと回答
した理由は、事業主では、「相談後
の生活習慣が変わっていない」「対象
者を集めるのに苦労した」等であり、
従業員は「見えるような効果が出てい
ない」「時間がかかりすぎ」等の不満

を回答している。
次に相談を受けてよかった理由は

事業主では、「健康意識が高まった」
「健康診断を進んで受けるようになっ
た」が多く、従業員では、「健康の大
切さが分かった」が最も多かった。

健康診断以外の効果として、事業
主が「会社側と従業員との相互理解
が深まった」、従業員の「会社への信
頼感が増した」が高い回答があった
のは意義深い。「生産性があがった」
とういう回答も事業主にあった。

健康相談の実施時間帯について
予想していた就業後が意外と少な

く、就業中の午後の2 時間以内とい
う回答が半数以上あった。就業後を
希望した職種は、運輸業、建設業に
多かった。

協力医について
高い評価を得ているが、事業主よ

り、相談を受けた従業員から厳しい
評価が少数あった。

事務局の対応について
おおむね良い評価を得ているが「分

かりにくい」「親身でない」という回
答もあり、事務局への警鐘として捉
えたい。

地域産業保健センターへの要望
「今後も相談を受けたい」「健康管理

（メンタルを含む）相談、講演会を実施
してほしい」等の回答が多くあった。

まとめ
当地域産業保健センターの活動へ

の期待が大きいことが今回の調査で
確認できた。今後もその期待応える
ためには、常に事業場の声に耳を傾
け、要望の実現を目指し効率よい活
動を展開して行かなければならない。

アンケート調査と働き盛り層の
メンタルヘルスケア支援事業活動

相模原・津久井地域産業保健センター長 中島 克 

 相模原・津久井地域産業保健センター

■ 満足度

■センターへの要望

■事業所規模
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2.働き盛り層のメンタル
ヘルスケア支援事業

平成16年度より活動を開始した内
容を若干手直して、「働き盛り層のメ
ンタルヘルスケア実施要綱」に沿っ
た活動を展開しています。

主な、事業を下記に示します。

1）労働者と家族を対象としたメン
タルヘルスケア支援セミナーの
実施

2）メンタルヘルス不調の労働者や
家族を対象とした個別相談会の
実施

3）地域産業保健センターにおける
個別相談の随時実施

4）情報交換会の実施

5）広報活動

具体的活動内容は次の通りです。

1）労働者と家族を対象としたメ
ンタルヘルスケア支援セミナ
ーの実施

下記団体等と共催しています。

労働者対象のセミナー
①工業団地
②災害防止団体
③協力会社
④中小事業場委員会（神奈川労務 

      安全衛生協会相模原支部）

家族対象セミナー
①相模原市の諸団体 

      （あじさいメイツ等）
テーマは、労働者に対しては、講

師と相談のうえ参加者に対応した選
択をし、家族に対しては、要望され

たものを実施することを基本としてい
ます。時間は、講義 90 分、質疑応
答30分の計2時間です。

2）メンタルヘルス不調の労働者
や家族を対象とした個別相談
会の実施

開催形式は、次の3種類です。
①1）の支援セミナーの終了後
②定期開催日（心の健康相談室と

して第2,4火曜日に開催）
③その他（健康相談協力医等の要

請により随時開催）

3）地域産業保健センターにおけ
る個別相談の随時実施

開催形式は、本人、家族、企業関
係者からの要請に応じ直ちに実施す
ことを基本姿勢としている。しかし、
相談担当者の調整ができない場合
は、2）の相談窓口開催日にお願いし
ています。

4）情報交換会の実施
平成16年にメンタルヘルス活動開

始前および活動期間中に関係者によ
る情報交換会を開催したところ、運
営等に貴重なご意見をいただいた経
緯から継続した事業です。

①労安協相模原支部の産業保健
活動委員会のメンバー及び市の
保健師の構成

②事業場の経営者、管理監督者
等の構成。

の2通りあります。①は、当センタ
ーのメンタルヘルス活動の支援の期待
とメンバーの能力向上を目的としてい
ます。②はメンタルヘルス活動に対す

るチェックとアドバイスをお願いしてい
ます。従って、②のメンバーは固定さ
れていません。

5）広報活動
メンタルヘルスの広報活動を下記

に示します
① 「心の健康相談室」の開催案

内を各種団体（労務安全衛生協
会、災害防止団体、法人会、
商工会議所等）への配布

②商工会議所、あじさいメイツ等
の団体刊行物への開催案内の
掲載

③各種団体の総会、安全および
衛生推進大会での案内

④その他

本年度の実施状況（10月31日現在）

下記の通りとなっています
 計画 実績
 セミナー 10回 4回（123名）
 個別相談 24回 16回（128件）
＊セミナーは、当センターが主管したケース

を計上しています。
＊個別相談の中にセミナー終了後の個別相

談も含まれています。
＊個別相談の件数は、28 ケースで重複者

が含まれています。
まとめ

相談する人もなく、一人悩み苦しん
でいる人が多くいます。
「働き盛り層のメンタルヘルスケア

支援事業」がより充実されサービス
が広く行き渡ることが望まれます。

その実現のために常に事業の見直
しと改善を図り推進する所存です。

文責 相模原・津久井地域産業保健センター
コーディネーター 後藤昌弘

支援セミナー ：工業団地協同組合（9月20日）

個別相談：企業衛生管理スタッフ支援セミナー ：神奈川労務安全衛生協会相模原
支部中小事業場委員会（9月20日）



「過重労働・メンタルヘルス対策及び
健康情報に関する研修会」のご案内 

厚生労働省委託事業

■ 主　催　（財）産業医学振興財団・（社）神奈川県医師会
■ 対　象　産業医等の医師
■ 定　員　200 名程度
■ 参加費　無　料

■ 開催日・会場
平成 18 年 2 月 5 日（日）

神奈川県総合医療会館（神奈川県医師会）　7 階 大会議室
横浜市中区富士見町 3-1

■ 研修時間・内容
 ◦ 13 : 30 〜 13 : 40　開講挨拶
 ◦ 13 : 40 〜 15 : 10　過重労働対策の進め方
 ◦ 15 : 20 〜 16 : 20　医師による面接指導の手法
 ◦ 16 : 30 〜 18 : 30　メンタルヘルス対策の進め方
 ◦ 18 : 40 〜 19 : 40　個人情報保護法に基づく健康情報の保護

■ 申込方法　インターネット（http://www.zsisz.or.jp）又は
FAX（下記の申込書に必要事項を記入）にてお申込ください。

■ 申込期限　定員まで先着順に申込受理いたします。
なお定員に達しない場合でも開催日の 7 日前を申込期限といたします。

■ そ の 他　駐車場及び昼食はご用意できませんのでご注意ください。
■ 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
 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-5-1 東邦ビル 3 階
TEL. 03-3584-5421  FAX. 03-3584-5426

労働者の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の適切な推進のため、また個人情報
保護法の趣旨に沿って適正に労働者の健康情報を取り扱うために、産業医等の医師の方々を対象にこれ
らの課題を理解していただく標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。

送信先：03-3584-5426
過重労働・メンタルヘルス対策及び健康情報保護に関する研修会申込書

神 奈 川 会 場

なお、この研修会は日本医師会認定産業医制度における指定研修会として申請中です。
（基礎研修（後期研修 5.5 単位）・生涯研修（更新研修 5.5 単位））

認定産業医手帳発行元
都道府県医師会名

受講者氏名

ふりがな
会　場

性　別 男　・　女 年　齢

連  絡  先

TEL FAX 

1.  有り     2.  無し認定産業医資格の有無

〒

�0



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。

TopicsTopics

地域産業保健センターをご利用ください
従業員50人未満で産業医の選任義務のない職場の事業主や従業員の皆様に対し、健康相談・保健指導のサービスを行います。

●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

業務内容

神奈川県内の地域産業保健センター

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

湘南地域産業保健センター（拡充）
〒251-0032 藤沢市片瀬339-1 藤沢市医師会館内
TEL.0466-27-6238　FAX.0466-27-6238
コーディネーター：堀 洪允、 野渡 忠
〔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

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.045-317-5475　FAX.045-317-5476
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 厚木市メジカルセンター内
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 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。

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。

●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17年12月 第30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

メンタルヘルス交流会

神奈川産業保健交流会

衛生管理実務講座

●日　時 平成18年2月4日（土）
 14：00～17：00
●場　所 神奈川産業保健推進センター会議室

●テーマ 「ＩＴ眼症の実際とその治療法」
●講　師　神奈川歯科大学 眼科教授　原 直人 氏

●日　時 平成18年3月7日（火）
 13：30～16：30
●場　所 横浜市健康福祉総合センター ４階ホール

●内　容 「労働衛生行政の動向について」
 「石綿にかかる労働衛生対策について」
 「これからの健康管理と生活習慣病について」
 （１２月中旬に確定の予定）

●日　時 平成18年1月21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 「運動の仕組みと効用」
●講　師　人間総合科学大学 助教授　 鈴木 はる江 氏

認定産業医研修（実地研修）

地域・職域看護職研修会
平成１７年9月16日（金）
於：横浜市健康福祉
     総合センター
講師：（社）北里研究所
           東洋医学総合研究所
           所長 花輪 壽彦氏

平成１７年10月19日（水）
於：株式会社アサヒ

本来ならば安全な建物を設計するはずの、またそれが誇りであ
り、生きがいのはずの建築士が耐震強度が著しく低い強度計
算を偽造するなど、今年もモラルハザードを思わせる出来事が
今年もありました。その一方で、４月２５日に発生した尼崎市の

ＪＲ福知山線の事故など、あらためて様々なことを深く考えさせ
られる出来事もありました。
来年は、石綿に対する取組みに加え、改正労働安全衛生法の
施行が大きな課題になります。従来にも増した神奈川産業保健
推進センターのご利用とご支援をお願いたします。

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。

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。

●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

健 康 相 談 窓 口 の 開 設

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。

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。

　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

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。

●場 所：メルパルク横浜 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

◇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。

平成17年10月20日（木） 開会10：00～閉会17：30

●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

●過重労働・健康管理に関するシンポジウム 19：30～11：05
●個別発表 11：15～12：30
●産業保健活動に関するシンポジウム 13：30～15：05

平成17年10月21日（金） 開会9：30～閉会15：35

平成17年度産業保健調査研究発表会 参加申込書
（この頁をコピーのうえFAXにてお申込み下さい）

宛  

先

参
加
者

労働者健康福祉機構 産業保健部　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

所属・役職

氏　　名 資格区分

電話番号 FAX番号

●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 　045-317-5475

●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

平成17年度産業保健調査研究発表会開催のお知らせ

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。

「石綿問題の現状と今後の対応」 厚生労働省労働衛生課長 阿部 重一
「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
「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
10：15～11：45

「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 

 〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 東邦ビル3階
 FAX. 03-3584-5426

※参加費はすべて無料です。

サンドブラスト室

講演：横浜労災病院
           内科部長
           アスベストセンター長
         武内浩一郎氏

石綿（アスベスト）健康講演・相談会

平成17年8月29日（月）
於：横須賀市立勤労福祉会館
    「ヴェルクよこすか」6階ホール

平成17年10月4日（火）
於：鶴見大学会館
     メインホール

＜神奈川労働局と共催＞

��
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産業保健情報誌

神奈川産業保健

 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

みなとみらい
出入口

国道16号線

←横浜

桜木町駅

首都高速横羽線

さ
く
ら
通
り

け
や
き
通
り

い
ち
ょ
う
通
り

みなとみらい大通り

横浜美術館

クイーンズスクエア横浜

三菱重工横浜ビル

動
く
歩
道

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。

平成17年12月
30No.

神奈川県下の産業保健関係機関情報

＜快適職場紹介＞ライオン（株）小田原工場

＜衛生管理者訪問＞住友電気工業（株）横浜製作所

地域産業保健センター活動紹介


