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新年明けましておめでとうございます。
神奈川産業保健推進センターは昨年 4月に独立行政法人労働者健康福祉機構の
組織として衣更えをしましたが、今年の 5月には早いもので発足以来10 年目の節目
を迎えます。この節目の年に当たり、従来にも増して、産業保健関係者の様々な希
望・ニーズに的確に応えるとともに、勤労者の健康の確保・増進に取り組んでいか
なければと心を新たにしております。

神奈川産業保健推進センター

所長

今年も神奈川産業保健推進センターをどうぞよろしくお願い申し上げます。

石渡 弘一
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神奈川産業保健強調期間推進研修会
平成 16 年 11 月 19( 金 )
「労働基準法と女性の健康問題について」
講師 : 神奈川労働局労働衛生課長

星野 直 氏

於 : はまぎんホール ヴィアマーレ

「産業保健と個人情報」
講師 : 聖マリアンナ医師大学講師
当センター相談員

杉森 祐樹 氏

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

神奈川県医師会理事

神奈川労働局労働基準部長

神奈川労務安全衛生協会専務理事

近藤 正樹 氏

名須川 信雄氏

西谷 義徳氏

平成 16 年度神奈川産業保健強調期間推進研修会が 11月19日（金）、はまぎんホールヴィアマーレで産業医
をはじめ産業保健関係者等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、神奈川県医師会の近藤正樹理事より挨拶があり、次いで神奈川労働局の名須川
信雄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。

労働基準法と女性の健康問題について
講 師 : 神奈川労働局労働衛生課長 星野 直 氏
座 長 : 産業保健相談員 野上茂樹
はじめに、 女 性労 働の現 状について、 雇 用労 働 者
5300万人のうち女性が2200万人（約40%）であるが、結婚・
出産・育児のため 30 才台で就業率が低下し、年代別の就
業率をグラフにするとアルファベットのM 字型となってい
る。また、パートタイム労働など非正規雇用の割合が高い
ことが特徴である。
法令上の女子の保護規定であるが、
①労働基準法では雇用機会の確保、平等化の視点から
旧法での女性保護規定を撤廃し、妊産婦の保護に特
化している
②雇用機会均等法では母子保健法による保健指導、健
康診査受診のための時間の確保や妊娠中や出産後の
勤務の軽減等（勤務時間の短縮、作業の制限、休憩時
間の延長・回数の増加、時差通勤など通勤緩和）の措
置を講じることを求めており、このため、
「母性健康管
理指導事項連絡カード」の利用を推奨している。
③育児・介護休業法では育児・介護休業制度と残業・深
夜業の制限、勤務時間の短縮等の規定が盛り込まれて
いる。
しかし、女性の働き方に関連して、女子労働者の比率
の高いパートタイム労働、派遣労働、在宅勤務の場合の
健康診断実施をはじめとする健康管理についてまだまだ
事業者の認識が十分とはいえない状況である。

今後とも、時代の要請にこたえて、母性保護、有害環
境対策、疲労・ストレスなど女性と産業保健の課題につい
て取り組む必要がある。

産業保健と個人情報
講 師 : 聖マリアンナ医科大学講師 杉森 裕樹 氏
座 長 : 所長 石渡 弘一
個人健康情報の保護は今日益々重要になってきている。
その理由は高度情報化社会の到来に伴い、個人情報を大
量に、かつ瞬時に自動的に取扱えるようになったことと、
遺伝（ゲノム）情報科学の進展にある。つまり究極の個人
情報を瞬時に大量に地球の裏側でも送ることが可能な社
会になっているからである。これに伴いプライバシーの概
念も「一人にしておいてもらう権利」という従来のいわば
消極的な概念から、自己に関する情報をコントロールし決
定する権利（自己決定権）へと変貌してきている。
個人健康情報の取扱いの基本原則は、①情報の取得・
保存・利用について、原則として本人のインフォームド・コ
ンセント
（説明と同意）が必要、②漏洩などがないよう適切
な安全保護措置を講じることが必要、③本人の求めがあ
れば開示、第三者への開示は本人の同意が必要、である。
平成 17年 4 月に個人情報保護法が全面施行されるが、
産業保健の場ではさまざまの個人健康情報を取扱うこと
から、労働者の健康保持のために健康状態を把握する義
務と調和するように以上の原則を踏まえた社内のルールを
策定整備し、個人情報の保護を図る必要がある。
（文責 高橋）
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「心の健康問題により休業した労働者の
職場復帰支援の手引き」について
神奈川労働局 労働基準部 労働衛生課

はじめに
本手引きは、厚生労働省において、
職場におけるメンタルヘルス対策推進
のための一環として、心の健康問題
により休業した労働者の職場復帰支
援のための事業場向けマニュアルとし
て、平成 16 年 10月に取りまとめられ
たものです。
なお、この手引きは 13 ページにわ
たるものなので、ここでは、手引きの
趣旨を中心に、その他特に注意すべ
き部分のみ記載しましたので、是非
原本をご覧下さい。

1. 趣旨
心の健康問題により休業している
労働者が増加していることから、平
成 12 年に策定された「事業場におけ
る労働者の心の健康づくりのための
指針」において、事業者が行うこと
が望ましいメンタルヘルスケアが総合
的に示されました。その具体的進め
方の中で、心の健康問題により休業
中の労働者の職場復帰について、事
業場内産業保健スタッフ等は管理監
督者及び事業場外資源と協力しなが
ら指導及び支援を行うこととされてい
ました。
心の健康問題で休業していた労働
者が円滑に職場に復帰し、業務が継
続できるようにするためには、休業の
開始から通常業務への復帰までの流
れをあらかじめ明確にしておくことが
必要です。
この手引きは、心の健康問題によ
る休業者で、医学的に業務に復帰す
るのに問題がない程度に回復した労
働者を対象としたものです。

2

本手引きは総合的に ■〈図〉職場復帰支援の流れ
示しており、事業者は、
これを参考にしながら、
個々の事業場の実態に
即した 形で、
「事業場
職場復帰支援プログラ
ム」を策定し、それが
組織的かつ計画的に行
われるよう積極的に取
り組むことが必要です。
さらに、職場復帰支援
に関する体制や規定の
整備を行い、教育等の
実 施により労 働 者 へ、
その周知をはかる必要
があります。
また、 職 場 復 帰 支
援プログラムの実施に
おいては、労働者のプ
ライバシーに十分配慮
しながら、事業場内保
健スタッフ等を中心に、
労働者、管理監督者が
互いに十分な連携を図
るとともに、主治医と
の連携を図りつつ取り
組むことが重要です。

2. 職場復帰支援の流れ
本手引きによる職場復帰支援の流
れは、病気休業開始から職場復帰後
のフォローアップまでの 5 つのステッ
プからなっています。 右図参照〉

3. 職場復帰支援の
各ステップ
第1ステップ
第 2 ステップ

第 3 ステップ
本手引きの中心的な役割を果たす
ものであり、事業場内産業保健スタ
ッフ等を中心に、管理監督者、当該
労働者の間で十分に話し合い、良く
連携しながら進めていく必要があり
ます。
職場復帰の可否及び「職場復帰支
援プラン」に関する話し合いの結果
については、
「職場復帰支援に関する

面談記録票」 様式例 2〉等を利用 ■〈様式例1〉
■〈様式例 2〉
職場復帰支援に関する情報提供依頼書
職場復帰支援に関する面談記録票
して記録にまとめ、関係者がそ
の内容を互いに確認しながらそ
の後の職場復帰支援を進めてい
くことが望まれます。
その他、イ（ロ）
「産業医等に
よる主治医からの意見収集」で
は、産業医等は労働者の同意を
得た上で、必要な内容について
主治医からの情報や意見を積極
的に収集し、この際には、
「職場
復帰支援に関する情報提供依頼
書」様式例1〉
等を用いるなどして、
労働者のプライバシーに十分配慮
することが重要です。
また、イ（ハ）
「労働者の状態
等の評価」としては、治療状況
及び病状の回復状況の確認、業
務遂行能力についての評価、今後の
就業に関する労働者の考え、家族か
らの情報などがあります。
さらに、イ
（ニ）
「職場環境の評価」
としては、業務及び職場との適合性、
作業管理及び作業管理に関する評
価、職場側による支援準備状況など
があります。

第 4ステップ
事業者による最終的な
職場復帰の決定の際、産
業医等が職場復帰に関す
る意見及び就業上の措置
等についてとりまとめた
「職
場復帰に関する意見書」様
式例 3〉等をもとに関係者
間で内容を確認しながら
手続きを進めていくことが
望まれます。
また、職場復帰につい
ての事業場の対応や就業

第 5ステップ

4.管理監督者及び事業場
内産業保健スタッフ等の
役割

「必要最小限」
「労働者の同意」
「漏洩防止」
「取扱いルールの策定」
「法令・指針等の遵守」等

6.その他
「まずは現職へ復帰」の原則
心理的支援の大切さ 等

5.プライバシーの保護
（健康情報等）
「厳格に保護」
「慎重な取り扱い」

■〈様式例 3〉
職場復帰に関する意見書

■〈様式例 4〉職場復帰及び
就業措置に関する情報提供書

上の措置の内容等につい
ては、
「 職 場 復 帰及び 就
業措置に関する情報提供
書」 様式例 4〉等の書面に
よって、労働者を通じて主
治医に的確に伝わること
が望まれます。
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産業保健の背景因子としての
高齢化社会
社団法人 神奈川県医師会 産業医部会 幹事（社団法人 中郡医師会理事）脇

はじめに
私自身は現在これといった産業医
活動を行っておりませんが、中郡医
師会で在宅医療に関する委員活動に
も就いております。そうした活動の中
で、高齢化した親族の在宅介護など
が、労働者の家庭環境問題の一つと
して今後の重要なテーマだと思います
ので、述べさせていただきます。
高齢化社会を迎えて、両親及び親
族が65歳以上の高齢者である労働者
も多くなっていると思われます。中郡
である大磯町ならびに二宮町では高
齢化率（全人口に対する65 歳以上の
方の割合）が県平均より高く、平成 16
年 2月現在 21% を超える超高齢化社
会を既に迎えています。
表に大磯町での要介護度別の申請
者の状況を示しました。
これは平成 14 年度に大磯町（人口
32,463 人 65 歳以上 6,890人 高齢化
率 21.2%）で介護認定審査を受けた
943 人の高齢 者のうち、私自身が平
■〈表

成 14 年 4 月から 9 月の 6 ヶ月間に認
定審査に関わった 153人の申請時の
状況を認定調査員の特記事項などか
ら私が判断したものであります。要
介護度別に申請者の状況を居宅、介
護施設などへの入所、医療機関入院
に分け、介護度別に居宅の方の占め
る割合を（ ）内に示しました。なお大
磯町における、平成 14 年度の認定率
（65 歳以上の人口に占める認定者の
割合）は14%でありました。また、大
磯町全体の統計における構成率その
他と、表に示した分布とは有意差は
ありませんでした。
表に示したように、要介護者全体
の153 名中 116 名の約 75% が居宅で
生活しています。介護度の軽い要支
援・要介護度 I 及び II のほとんどの
方が居宅であるのは当然としても、
要介護 III で半数以上、要介護 IVや
Vの重度介護者でも約 2 割から約 3 割
の方が在宅で療養していることにな
ります。また、この数値はあくまで認
定申請時の状況であり、医療機関に

入院中の方の多くはその後居宅ない
しは介護施設（介護療養型医療施設
も含む）に移っていると思われますの
で、実際には居宅の方の人数はもう
少し多いと推測されます。
要 介護 IV ないしV である重介護
者全体の 2 〜3 割が在宅で療養して
いる事を、多いと見るか少ないと見る
かは議論の分かれるとこであります。
しかし、医療費削減政策からくる入
院期間の短縮や介護入所施設の需要
の増大などから、今後更なる高齢化
社会を迎えるにあたり、この数値は
増えることはあっても減ることはない
と思われます。在宅療養ならびに在
宅医療の主役は、介護する家族であ
ります。訪問看護・通所介護・ホーム
ヘルプなど様々な介護サービスを受
けていても、その維持ならびに継続
は家族の努力と愛情に因るところが
大です。核家族化し両親との同居率
が低下しているとはいえ、現役の労
働者にとっては高齢化し介護支援な

要介護度別の状況

居宅 （％）

介護施設入所 医療機関入院

合計

要支援

30（100）

0

0

30

要介護Ⅰ

52 （90）

6

0

58

要介護Ⅱ

16 （89）

2

0

18

要介護Ⅲ

10 （56）

3

5

18

要介護Ⅳ

5 （33）

7

3

15

要介護Ⅴ

3 （21）

4

7

14

22

15

153

合計

4

和雄

116 （76）

どを要する親族の存在は身体的にも
精神的にも更には経済的にも大きな
負担となっているのも現実であると思
われます。
私の診療所を受診した方や、私が
訪問診療に伺った際にご家族などか
らの聴取した労働者の健康管理に関
連する訴えを順不同で列記してみると
以下のようでありました。
帰宅 後、ほぼ 寝たきりの父 親と
同室で夜間を過ごしオムツの交換
などをしている。
毎日通 勤の前後に、近 所で独 居
している母親の安否を確認する。
日中は主に妻が介護しているが、
その妻は介護 疲れが原因でうつ
状態になった。
自 宅 には要 介 護 者 が い る ので、
職場にいた方が楽だと思う。
隣県に住む高齢の両親を休日に
は必ず訪れる。
同居の父親の痴呆が進み昼夜逆
転や徘徊で夜間殆ど眠れない。
介護並びに在宅医療費に経費が
かかり、家計を圧迫している。
職 場と家庭での疲労が相乗して
蓄積している。
介護のために早期退職に応じた。
以上のように過重労働の基準とな
る1 ヶ月平均 80 時間とか100 時間を
超える時間外労働に匹敵する様な状
況は少なからず見られる問題であり、
労働者が睡眠不足や過重なストレス
にさらされているのがわかります。職
場でのメンタルヘルスおよび過重労働
による健康障害といった問題が、最
近の産業労働衛生においては重要な
課題になっています。しかし一部の
労働者においては、安息の場である
べき家庭での生活でも親族の介護と
いった心身両面に負担となる状況に
おかれている事にも配慮する必要が

あると思われます。実際、臨床の場
においても介護者がうつ状態となる
ことは、よく経験されることでありま
す。近い将来更なる高齢化社会とな
り、ますます家庭などに要介護者の
親族を持つ労働者が増加する時 代
がやって来ます。より良くより楽しい
在宅医療を推し進める上でも、労働
者自身はより一層の自己健康管理を
しなければなりませんが、産業保健
関係者及び事業者としてもこのよう
な点を十分に理解し労働者を支えて
いく必要があると思われます。また、
介護休暇制度（要介護状態にある家
族を介護するために休暇を取得でき
る制度）はもっと労働者に利用しや
すいように見直されるべきかもしれ
ません。

おわりに
平均寿命の延びと出生率の低下
により、神奈川県は、2010 年には県
民 の 19.5% が、2020 年 には 県 民 の
25.1% が高齢者という社会になると予
測されています。
専属産業医、事業場の産業保 健
看護職、衛生管理者などのかたがた
には馴染みの薄いテーマと思われま
したが、高齢化社会となり増加しつ
つある在宅介護ならびに在宅医療と
労働者の関わりについて記させてい
ただきました。今後の、労働衛生管
理活動の一助となれば幸いです。
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健康指標に係わる調査研究報告（2）

- 健康確保対策に関する実態調査 （社）神奈川労務安全衛生協会 保健対策委員会委員 相鉄グループ 産業医
保健対策委員会では隔年で従業員
数 50人以上の当協会会員事業場にア
ンケートを送らせて頂き、産業医活
動の実態、各種産業保 健活動の現
状、在職者死亡などを調査してきて
おります。このたび平成 15 年度の調
査結果がまとまりましたので、第 26
号からその概要を紹介させて頂いて

です。全体では、
「認証あり」28 件
件（37.9%）で前回の調査時（30.1%）
（2.9%）と「認証なし」64 件
（6.6%）を
よりも増 加し、
「 未実 施 」 は 439 件
合わせると
「導入済み」は 92 件（9.5%） （45.2%）で前回
（50.8%）よりも減少し
となり前回調査時（6.2%）よりも若干
ています。 図表 2
増加しています。しかし、
「予定なし」
規 模別では分 類した全ての群で
518 件
（53.3%）も前回調査時
（42.6%） 「実施している」の回答が増加してい
より増加しており、システムの導入が
るものの、300人を境に実施率には
見送られていることが予想されます。 依然、
大きな格差が認められています。

図表 1
おります。
今回はその 2 回目といたしまして
規模別では、規模が大きくなるほ
「健康確保対策に関する調査結果」 ど「導入済み」、
「予定あり」の回答
について紹介します。尚、回答状況
が多くなる傾向がありますが、300人
については前回の内容と同じですが、 未満の事業場においては
「予定なし」、
健康確保対策に関する質問の集計は 「知らない」の回答がまだまだ 3 分の
有効回答 974 通
（44.0%）のうち従業員
2 以上を占める状態で、他の健康確
数が判明している971事業場を対象と
保対策に比較し優先順位は低いよう
して行いました。
です。 図表 1

労働安全衛生マネジメン
トシステム（OHSMS）
導入状況
旧労働省で平成 11年に労働安全
衛生マネジメントシステムの指針が公
表されてから 4 年が経過しましたが、
システムの導入は依然停滞気味です。
971事業場の集計結果は以下の通り
■〈図表 1〉ＯＨＳＭＳ導入状況

谷口 志穂

図表 2

また、
「実施している」と回答した
368 事業場の具体的な内容は、
「管
理監督者に対する教育（図表中 = 管
理職教育）」が 229 件
（62.2%）で最も
多く、次いで「一般従業員に対する
教育（図表中 = 一般職教育）」、
「産業
保健スタッフによる相談（図表中 =ス
タッフによる相談）」、
「外部専門機関
との連携（図表中 = 外部との連携）」、
メンタルヘルスケア
「産業保健スタッフのレベルアップ教
育
（図表中 =スタッフ教育）」の順でし
実施状況
図表 3
た。
社会事情、経済状況の煽りを受け、
事業場におけるメンタルヘルスケアへ
過重労働対策
の取り組みは年々重要性を増している
過重労働対策は、長期間にわたる
ようで、今回の調査結果にもその様
長時間労働が疲労を蓄積させ、脳・
子が反映されていると思います。
全体では、
「実施している」が 368

心臓疾患の発症に影響を及ぼすとの

■〈図表 3〉規模別メンタルヘルスケア・具体策
1000人‑

500‑999人

300‑499人

■〈図表 2〉メンタルヘルスケア実施状況

外部との連携
100‑299人

50‑99人

スタッフ教育
スタッフによる相談
管理者教育

‑49人
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一般職教育

観点から、平成 14 年 2月に「過重労
全体では、
「何も実施していない」
働による健康障害防止のための総合
と回答した 39 件（31.6%）と回答の無
対策」として通達が出されましたので、 かった 39 件
（4.0%）を除く627 事業場
今回から質問項目に加えました。
（64.6%）
で何らかの対策を行っている
全 体 で は、「 取 り 組 み あ り 」 が
との回答が得られました。 図表 6
447 件（46.0%）で「検討中」の 132 件
規模別では事業場規模が大きくな
（13.6%）と合わせると過半数を超え
るほど、何らかの対策を行っている
ており各企業の関心が高いことが
割合が高くなる傾向が認められまし
示唆されます。 図表 4
た。 図表 6
規模別では事業場規模が大きくな
また、具体的な内容については「適
るほど、
「取り組みあり」の割合が高
切な作業方法の指導（図表中 = 作業
くなる傾向が認められました。図表4
方法指導）」、
「作業環境の改善」の
また、
「取り組みあり」と回答した
項目で規 模による差が 認められず、
447 事業場に対しその具体的な内容
高い実施率でした。しかし、
「VDT
を質問したところ、労働時間の把握
健康診断の実施（図表中 =VDT 健診
（図表中 = 労働時間把握）」が 349 件
の実施）」に関しては小規模事業場
（78.1%）で最も多く、次いで「健康診
での実施率は低めでした。 図表 7

全体では「利用したことがある」の
回答が 155 件
（16.0%）で前回の11.8%
を上回りました。特に従業員 500人
以上の事業場においては 500人未満
の事業場と比較して前回に比べ利用
率の上昇が大きくなっています。 図表
8 これは緩やかではありますが、推
進センターの認知度が着実に高まって
いることを示すものと思われますが、
健康確保対策などの導入を検討して
いる段階の 500人未満の事業場にお
いても更にその利用率が上昇すること
が望まれます。

断の実施」、
「時間外労働の削減（図
表中 = 時間外労働削減）」、
「産業医
による面談（図表中 = 産業医面談）」、
「有給休暇取得促進」、
「看護職によ
る面談（図表中 = 看護職面談）」の順
でした。 図表 5

場を対象として地域産業保健センター
利用状況を事業場規模別に集計しま
した。 図表 9
全体では「利用したことがある」の
回答が 42 件（4.3%）と低めでしたが、
本来のサービス対象である50人未満
の事業場においては「利用したことが
ある」が 11.3%と前回の 2.4% を大き
く上回っています。ただし、50人未
満の事業場は本来、今回の調査対象
ではなく、アンケート送付後に 50人を
下回ってしまったことが判明した事業
場の集計ですので、残念ながら正確
な傾向としてみることはできません。

VDT作業における
労働衛生管理
昭和 60 年に出された「VDT 作業
のための労働衛生上の指針」が平成
14 年に「VDT 作業に関するガイドラ
イン」としてリニューアルされました
が、その後の状況を把握するために
今回から質問項目に加えました。
■
〈図表 4〉過重労働対策実施状況

健 康診断の実施に関しては費用
の問題や有効性の認識なども影響し
ているものと思われますが、職場の
パソコン使用台数が急激に増加して
VDT 作業が広く行われるようになっ
たことが VDT作業における労働衛生
管理全般の高い実施率につながった
ものと思われます。

産業保健推進センター
利用状況
従業員数が判明している971事業
場を対象として産業保健推進センタ
ー利用状況を事業場規模別に集計し
ました。 図表 8
■〈図表 5〉
過重労働対策
（具体策）

地域産業保健センター
利用状況
従業員数が判明している971事業

■〈図表 7〉
VDT作業における
労働衛生管理の内容

■〈図表 8〉産業保健推進センター
利用状況
1000人‑
500‑999人

1000人‑

1000人‑

500‑999人

500‑999人

300‑499人

300‑499人

100‑299人

100‑299人

50‑99人

50‑99人

300‑499人
100‑299人

■
〈図表 6〉VDT作業における労働衛生管理状況

50‑99人
‑49人
0%

20%

40%

60%

利用したことがある
知っているが利用していない

80%

100%

知らない
未記入

■〈図表 9〉地域産業保健センター
利用状況
1000人‑
500‑999人

‑49人

‑49人

300‑499人
100‑299人

看護職面談
産業医面談
健康診断
有給休暇
時間外労働削減
労働時間把握

労働衛生教育
VDT健診の実施
機器の維持管理
作業方法の指導
作業環境の改善
作業区分の調査

50‑99人
‑49人
0%

20%

40%

利用したことがある
知っているが利用していない

60%

80%

100%

知らない
未記入
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平成16 年度

作業環境測定評価推進大会を開催
社団法人 日本作業環境測定協会神奈川支部 技術専門委員会代表幹事

神奈川支部では、平成 16 年度作
業環境測定評価推進大会を去る9月
7日（火）、ローズホテル横浜で開催し
た。本大会は毎年開催されており、
今年で18 回目を迎えた。
推進大会には、神奈川労働局の星
野直労働衛生課長および高橋宏幸労
働衛生専門官らのご出席をいただい

対策等は賃金不払い残業をなくすこ
とであり、一般的にはサービス残業
のことである。特に、ホワイトカラー
の人たちに多く、ほとんど自己申告制
のところで発生している。後で述べる
が、多くの労働者の有給休暇取得率
が半分程度と考えると、これも拡大
解釈するとサービス残業といえない事

がある場合には労災補償が認められ
るようになった。
次に、労働衛生行政の重点施策は、
以前は有害業務に起因する対策が主
なものであったが、ここ10 年は、健
康の保持増進対策、快 適職場の形
成、過重労働対策、メンタルヘルス、
産業医の専門性の活用などに重点が

た。参加者は自社・機関会員・非会
員など合わせて約 40 名。

もない。安全確保対策は、死亡災害
をなくそうということである。昭和 40
年代には県下で 400人以上の死亡災
害が 発生したが、平成 14 年には 64
人と過去最低を示し、15 年は 86人と、
以前と比べるとかなり減少してきてい
る。そのうち、建設業で約 4 割、交
通災害で 3 割を占めている。労災補
償対策については、怪我、死亡災害
等に対する補償を迅速に行うことで
ある。近頃は、自殺も増加しており、
遺書がある場合などは以前は認定が
認められなかったが、合理的な理由

移ってきている。
安全衛生対策としては、大規模な
製造業における重大災害である。今
までですと、事故が起こると、新し
い指針などをだして対策をたてること
が通例であったが、これからは、企
業自らがリスクを把 握し、 評 価し、
事前に対策をする、といったいわゆ
る労働衛生マネジメントシステムの活
用を図っていくことが重要である。
作業環境測定についてみると、企
業はどんなものでもよけいな金は使
わない、ということが定着しつつある
ので、測定も例外ではない。したが
って、測定の必要性や重要性につい
て、企業側に再認識していただく努
力を払っていただきたい。そのために
は、企業の担当者と一緒に測定をし
たり、安全衛生委員会へ参画したり、
さらには測定結果と労働者の健康管
理と結び付けるような配慮をしていた
だき、測定をしている皆さん方と企業
の担当者とが今以上に連携を図る必
要があろう。
最後に、労働衛生管理を進めるた
めには、様々な情報を収集し総合的
に評価していく必要があり、その中
で、作業環境測定は大きな役割を担
っている。と締めくくられた。

基調講演
最近の労働衛生行政の動向
星野 直
（神奈川労働局労働衛生課長）

平成 16 年度の神奈川労働局労働
基準行政の重点施策は、①一般労働
条件確保・改善対策等 ②安全確保
対策等 ③労災補償対策等 である。
そのうち、一般労働条件確保・改善
基調講演される星野直労働衛生課長
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芦田 敏文

濃度等検討会議における専門家によ
る検討を踏まえ、原則として、日本産
業衛生学会の許容濃度とACGIHの
ばく露限界が一致している場合には、
その値を採用し、また、両者の値が
異なっている場合には、いずれか一
方の値を管理濃度とする。
（2）管理濃度の設定が必要な物質
管理濃 度が 設定されていない11
物質のうち、日本産業衛生学会及び
ACGIH が許容濃度等を勧告してい
る2 物質
（3）管理濃度の見直しが必要な物質
日本産業 衛生学会が 勧告してい
る許容濃度（暫定値及び過剰発がん
リスクレベルに対応した評価値を含

管理濃度の変更とそれに伴う測定上の
諸問題について講演される名古屋 俊士 教授

特別講演
管理濃度の変更とそれに伴う
測定上の諸問題
名古屋 俊士
（早稲田大学理工学部資源工学科教授）

はじめに

平成 14 年 3月19日に第 1回管理濃
度検討委員会が設置され、管理濃度
の設定・見直しの検討が行われ、平
成 15 年 7月29日の第 9 回管理濃度検
討委員会をもって終了した。今回の
特徴は、通常の管理濃度の改正以外
に、新たに三酸化ヒ素の管理濃度設
定や、1993 年以降諸外国の吸入性粉
じんの分 粒特性が「4μm、50% カ
ット」に変更されたていたが、日本だ
けが従来の「5μm、50%カット」で
あった分粒特性の変更が検討された
ことである。
ここでは、管理濃度の改正の流れ
について詳解する。

管理理濃度の設定
・見直しの検討
作業環境測定の実施義務
労働安 全 衛生法においては、事

業者に対し、職業上のばく露により、
労働者に健康障害を生じさせるおそ
れのある物質のうち、有害性が高く、
罰則付きの管理措置が必要なもの及
び罰則付きの製造許可が必要なもの
について、作業環境測定の実施を義
務づけている
（安衛法第 66 条
（安衛法
施行令第 21 条））。現在、92 の物質
が対象となっている。

管理濃度の設定
安衛法においては、事業者に対し、
作業環境測定の結果を作業環境評価
基準に基づき評価することを義務付
けている
（安衛法第 65 条の 2 第 2 項）。
その作業環境評価基準において、物
質ごとに「管理濃度」を定めている。
なお、現在、作業環境測定の対象と
なっている92 物質のうち 81物質につ
いて管理濃度が定められている。

管理濃度の設定・見直し作業
設定の基本方針
管理濃度は、次の値を指針として
設定する。①日本産業衛生学会が勧
告している許容濃度 ②米国産業衛生
専門家会議
（ACGIH）が提言している
ばく露限界（許容濃度）であり、管理

む。）又は ACGIH が提言しているばく
露限界
（暫定値を含む。）の値と比較し
て管理濃度の値が高い 34 物質。日
本産業衛生学会が勧告している許容
濃度（暫定値及び過剰発がんリスクレ
ベルに対応した評価値を含む。）及び
ACGIH が提言しているばく露限一界
（暫定値を含む。）の値と比較して管理
濃度の値が低い1物質などについて、
OHPを使用しながら、わかりやすく
管理濃度の変更とそれに伴う測定上
の諸問題について一時間半以上にわ
たるご講演をいただいた。最後に先
生のご講演に対して盛大な拍手が鳴
り響き、平成 16 年度神奈川支部推進
大会は盛会裏のうちに終了した。
なお、一般講演として、芦田 敏文
より「新ガイドラインに基づく効果的
な禁煙・分煙環境の作り方」があった。

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
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平成16 年度
支部・事業部総会を開催（6/11）
安全衛生診断実施研修会も開催（11/24）
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

支部・事業部総会
平成16 年 6月11日
平成 16 年度の支部の定期・事業
部の総会は、6月11日
（金）午後に「ワ
ークピア横浜」で開催された。
麝嶋支部長の挨拶後、議長を選出
して議事に入った。第一号議案から
第五号議案≪平成 15・16 年度の事業
報告・事業計画や収支決算・予算に
関する件・田中前本部専務理事の神
奈川支部顧問委嘱についての件≫な
どを承認した。
続いて来賓の祝辞に入り、県労働
局名須川労働基準部長・県商工労働
部林労働福祉課課長代理・
（社）県医

安全衛生診断実地研修会
平成16 年11月24 日 ＜事業部＞
本年度の安全 衛生診断実地研修
会は、平成 16 年11月24日
（水）午後 1
時すぎから、県下 H 工業で10 数名が
参加して、事業部主催で開催された。
本事務所及び工場は、ゴムを主原
料とする精密弾性機能部品メーカー
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馬嶋 洋一

師会近藤理事・
（社）
本部コンサルタント
会沼野副会長の挨
拶 祝 辞をいただい
た。
続いて情報交 換
会に入り、盛会の中
無事終了した。
本年度の基本方
針は、
「労働災害に
よる死傷者数は 減
少傾向ではあるが、
グローバル化時代になり、安全衛生
についても統合管理に対応した施策
が要請されており、OSHMS・フェー
ルセーフ技術メンタルヘルス・化学物

質による健康障害の指導と生涯研修
制度への支援を積極的に実施する」
ことですので、協力をよろしくお願い
します。

で、事務機（プリンター、複写機等）
に使用されている各種ロール（給紙ロ
ール・現像ロール・帯電ロールなど）
をゴム生地から一貫生産している加
工 産 業 で、 従 業 員は 約 400 人。 そ
の内請負社員 3/4 割をしめ、請負の
41% が日本人、59% が日系人との事
でした。有害業務は、有機溶剤
（酢酸
エチル・イソプロピルアル
コールなど）。
年間で数件、帯電ロー
ル・押出しプレス・原料注
入成形工程などで、突切
機・刃物を使 用して請 負
社員が指先事故を起こし
ているとの事でした。
そのほか、工業内全体
での騒音が問題になって
いる。

課長さんのプレゼンテーションの
後、1・2・3 階の各工場診断を3 班に
分けて、実施した。
3 階の現像ロールの加工工程、ロ
ールの突切部・研磨・有機溶剤の塗装
現場では、①突切器の光センサー感
知の位置の問題。②第一石油類の消
防法での危険物の問題。③耳せん装
着者が全員でない事。④安全通路を
ペットボトルを飲みながら移動してい
る人もいる
（工場内が暑いので）点が問
題であると思われた。
1 階のEP 帯電成型工程・ミキシン
グロール・現像ロールの加工部では、
リストバンドによる巻きこまれ防止な
ど最新部品導入などが積極的に行わ
れていて、巻きこまれ事故は 20 年間
無いとの事で、安全体制がよく管理さ
れていると思います。

ロールのバリを除去する為、床のゴミの清
掃が不十分と思われた。
（清掃専門業者が 1日
2 回回収するとの事でしたが）。2 階の回転ロ
ール工程では、安全通路ラインの表示が消え
ていた部分もあった。
3 階の事務室に戻り、質疑応答を行った。
会員からの問題点は、①作業手順書が日
本語が多く、ポルトガル語が無い点②機械の
裏面の危険性及びレイアウトの問題③ストッパ
ーの有る台車と無い台車があり安全性の問題
点④長年続いている第 2 管理区分と有所見者
数などについて⑤請負人を一人前にする為の
年間安全衛生教育についてなどが質問され無
事終了した。

平成 16 年度 後期事業部研修会の開催について
平成 16 年度 後期事業部研修会を下記のとおり開催します。
参加をご希望のかたは、「参加希望」欄に○印付し、事務局へ申し込んで下さい。
記

1. 研修会スケジュール
回 数

5

期

日

テ ー マ

2. 会
講

師

①労働災害防止特別安全衛生診断災害統計からの安全診
断指導の急所
「災害の最多起因物は食品加工機械→作業床→フォークリフ 小川 朝男
ト、最多不安全行動は稼働中の機械清掃→稼働中の機械に
1 月 29 日
（土） 触れる」等々
②溶接作業と環境改善
「CO2」シールドガスアーク溶接作業において発生するヒュー 早川 義久
ム、
ガスの捕集
（プッシュプル、
局排、
ヒューム吸引等）
の比較」

6

①事業場における化学物質管理
「
（原材料から製品、廃棄物まで）化学反応の視点からの事故 浜田 哲夫
2 月 26 日
（土） 災害防止対策」

参加希望

場

かながわ労働プラザ 7 階
共用 C 会議室

3. 時

間

①のテーマ 13：30〜15：00
②のテーマ 15：00〜16：30

4. C P D
①及び②のテーマを研修し、
3CPD とする。

5. 会

費

３,５００円（資料代 500 円を含む。）

②有機溶剤取扱い作業の環境改善
「工業用洗剤を製造する工場の環境改善手法を事例を用いて報告」 早川 義久
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東海大学医学部からの産業保健情報について
東海大学医学部公衆衛生・社会医学

日本産業ストレス学会を
終えて

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

去る11月26日から28日まで横浜市開
港記念会館で第 12 回日本産業ストレス
学会
（会長 岡崎 勲、事務局長 相川浩幸）
を東海大学医学部でお世話し開催しまし
た。産業の現場においては、うつ病をは
じめ自殺の問題が大きな社会問題になっ
ており、その根源としてのストレス問題を
議論しました。
今回の学会は、第 1日は第 20 回日本ス
トレス学会
（会長 相澤好治）と合同で開催
し、共通のストレス問題を取り上げました。
すなわち、合同シンポジウム「対応迫ら
れるストレスによる社会問題」および市
民公開シンポジウム「生活習慣とストレス」
は、目的、視点は大いに違いますが、今
日の我々の社会が当面する社会問題を扱
ったものです。第 2日は、3 つのシンポジ
ウム「職場のうつ病対策 : ストレス・マネ
ージメントと効果評価」、
「自殺予防のた
めの教育プログラム・マニュアルの開発」
および「睡眠は職場のストレスと事故を軽
減させるか」、パネルディスカッション「パ
ートナーとしての職場理解と職場エンパワ
ーメント: 産業保健スタッフによる自主対
応型メンタルヘルス向上への支援」、そし
て学会として最も大切な新しい研究が 23
〈写真1〉
演題発表されました。
晴天に恵まれたことも幸いして、研修
会を入れて 3 日間で約 400 名の参加者が
あり、2 日目は 3 会場でほぼ 満席で熱心
な議論がなされました。いかにこの問題
の対策が社会に急務であるかが分かり
ます。
学会報告の詳細は、産業医学ジャー
ナルに掲載予定ですので、ここでは産業
保健情報の発信にとどめ、詳しい情報は
抄録集をご覧頂き、直接発表者に連絡い
ただきたいと思います。抄録はまだ残部
がありますので必要な方は 2,000 円同封
の上、事務局長の相川浩幸講師までお願
いいたします。
市民公開シンポジウム「生活習慣とス
トレス」で注目を集めたのが「代謝症候
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岡崎 勲

管疾患で死亡する頻度の高い独立
した疾患です。
Reaven GM（1988）は高インスリ
ン血症、高トリグリセリド血症、低
HDL コレステロール血症、高血圧、
線溶系の低下などを合併するもの
は、単独の危険因子を有する場合
より冠動脈疾患をきたす発症率が
高いことを示し、これら危険因子を
全て有する者をSyndrome X と命名しま
した。Kaplan KM（1989）は、 上半 身
肥満、高血圧、糖尿病、高トリグリセリ
ド血症を合併していると動脈硬化危険状
態であることを示し、これを「死の四重
奏（deadly quartet）」と呼びました。こ
うした研究成果から、単に偶然同一人に
冠危険因子が重積してみられるというの
でなく、共通の発症基盤が想定された本
症候群の発症機序としてインスリン抵抗
性病態が根底にあることが明らかにされ
てきました。なかでも松澤による内臓脂
肪型肥満がその原因としてわかってきま
した。
私どもの研究のきっかけは、某銀行医
■〈写真1

務室で肝機能検査異常者だけを管理する
という貴重な経験を14 年ぐらい前にした

群」です。横浜市大栃久保教授が食習慣、
東京医科大学下光教授が運動の観点か
ら詳細に講演下さいました。また会長の
岡崎が「職場で多く見られる代謝症候群
とストレス」を講演し、会員は代謝症候
群についての認識を新たにしていただい
たと思います。

職場に多く見られる
代謝症候群
マルチプルリスク症候群あるいは代謝
症候群とは、従来冠動脈疾患の危険因子
とされてきた肥満、高血圧、高脂血症、
耐糖能異常などが同一人に単に重積して
いるというだけでなく、腹部の脂肪細胞

ことに始まります。大学病院でみてきた慢
性肝疾患患者と理学的に全く違います。
肥満している人は脂肪肝でいいでしよう
が、肥満していない人に、ウイルスでない、
アルコールでない、薬剤でない、自己免
疫でない、いったい何か、ずいぶん考え
ました。慶応の衛生学・公衆衛生学に移
り、講義していてはっと気づいたことは、
これは肝臓疾患ではなくて、循環器疾患
ではないかということです。
全身疾患の代謝症候群による脂肪肝
をみていることを遺伝子研究も行ってあ
る程度証明できたと考えています。特に、
若い人、20 歳代、35 歳時健診でみられ
る肝機能検査値異常は、これによる場合
が多いと考えています。

金子光延博士は、不況で労務から販
売部門に 2 年間出向し、再び労務に戻っ
た人達を対象に研究し、ストレスの多い
生活習慣の乱れる販売部門で肥満・高脂
血症・高血圧・耐糖能異常・肝機能異常
がみられてくること（金子光延、小田 登、
和田則仁、岡崎 勲 : 作業様態と肥満・肝
機能障害・高脂血症との関連に関する研
究ー自動車製造業からの販売店出向者
における検討−. 日本産業衛生学会雑誌
37:33-41,1995）、さらにこれらの症候が
職場の人間関係を始めとするストレスと関
係することを明らかにしました
（金子光延、
原田直子、古屋博行、吉田貴彦、渡辺 哲、
岡崎 勲 : 作業様態の変化による職業性ス
トレスが飲酒習慣および肝機能検査に及
ぼす影響に関する研究 . 日本アルコール
薬物医学会雑誌 31:81-94,1996）。
渡 辺 哲 助 教 授、 村 田 千 里 研 究 員
は、 職 場 でみられ る肝 機 能 異常 者 の
多くが、代謝 症候 群の一 分 症としてみ
られ、こうした人 達の遺伝 子背 景とし
て 倹 約 遺 伝 子 で あ るβ 3-adrenergic
receptor の 多型、アルコール代謝に関
与するALDH2 活 性 型が みられ、 殊に
肥満がなくて代謝症候群をきたし肝機能
障害例は全 例この 2 つの遺伝 子型であ
っ た（Murata C, Watanabe T, Furuya
H, et al. : Aldehyde dehydrogenase
2 and β 3-adrenergic receptor gene
polymorphisms: Their association with
elevated liver enzymes and metabolic
sy nd rome . Met abol ism 2 0 0 3 ; 5 2 :
1096-1101）。
時 代とともに生活 習慣 病も変化しま
す。職域の健康管理で、上半身肥満の診
断に欠かせないウエスト、ヒップの測定
をする必要があります。肥満もなく、これ
らも異常なサイズでなくて多重リスクを有

■〈写真 2

する人には、腹部の内臓肥満の有無を腹
部の CT で撮影して 100cm2 以上の面積
を有する、またはアデポネクチンの低下
がみられるかを測定することが必要です。
代謝症候群をきたす遺伝子の一つと
して 上 述 し たβ3-adrenergic receptor
mutation があります。この遺伝子を持っ
ているのか否かをはっきりさせ、持って
いる人は食生活、運動に十分気をつける。
■〈写真 3
ここで注目すべきは、最近のWHO から
の報告にもあるように、アジアの民族は
肥満がなくても代謝症候群をきたしやす
いことがあげられています。
と理解しています。私どもの教室が、世
β 3-adrenergic receptor mutation
界に誇れる研究・事業として
（1）線維化研
についていえば、 日本人は少なくとも
究、
（2）職場の肝機能障害者の成因研究、
20-30% にみられ、モンゴルからやってき （3）地域・職域における代謝症候群の疫
〈写真 2〉
ているのです。
学と予防、
（4）尿でがん検診、
（5）国際医
二次予防は、健診で代謝症候群の範
療保健協力研修事業です。こうした研究・
疇に入っているか否かを毎年の健診では
事業は、社会が私どもの研究・事業の必
っきりさせる。20 歳代後半で、インスリ
要性を認め、支援してくださった結果とし
ン抵抗性の検査（HOMA-IR）をすること
て社会に成果を出すことができました。い
が有用との報告がスペインから出されて
ずれも10 年以上の歳月をかけて取り組ん
います。体質的に問題の人は検査を受け
できています。
て、インスリン抵抗性がみられればさら
産業保健における線維化研究の重要
に生活習慣の改善に厳しく取り組む指導
性について最後に述べます。業務上疾病
が必要と考えています。
発生は年間8,000件報告され、そのうち
「じ
今回、会長講演を行うに当たって、も
ん肺およびじん肺合併症」は実に 856 件、
う一度金子博士の生データを分析しなお
10% に近いのです。ビルの取り壊しをは
しました。すなわち、代謝症候群の診断
じめとする建設業だけでなく、化学工業
基準がかなりはっきりしてきましたから、 などほとんどの職種が関係しています。
その目で一症例ごとに検討し、販売部門
岡崎は、1974 年 Nature に線維化研究の
での職場のどういうストレスが問題かを
論文を発表し、以来私どもは線維化とい
検討しました。これは近く論文にして報
う病気の本質に迫る研究で国際的業績を
告しますのでまたお知らせします。
あげ、昨年は Academic Pressという最
高レベルの出版社から 500頁におよぶ最
産業保健に果たす
先端の研究をとりまとめた専門書を出版
〈 写 真 3〉線維化は骨髄からの
しました。
大学の役割
幹細胞と関係しており、私どもの研究結
今回、産業保健情報―大学よりーの執
筆依 頼を受けて、大学が産業保健分野
で果たす役割は何かを中
心に、私どもの教室は社
会が大学に求めているも
のに応えているかを考える
よい機 会であり、私ども
が 研究しているあるいは
活動している事業内容に
関連した産業保健情報を
発信することとしました。
大学が果たす最大の任
務は、人材の育成ですが、
社会が求めていることは
国際的にも高く評価される
最先端の研究内容である

果から推測できることは、職業病ではこ
の幹細胞を病巣に誘導しにくく、接着さ
せにくく、ますます病気を徐々に慢性的
に重くしていくと思われます。線維化を起
こしやすい体質の人を遺伝子検査で早期
に検出して予防することを今考えていま

す。この研究はがんの予防にも通じます。
さらに私どもの教室スタッフは臨床医
としても優秀な医師が多く臨床的テーマ
に近い産業保健を大学で教育・研究をし
ています。今回述べた代謝症候群だけで
も基礎から臨床に、遺伝子レベルからス
トレス研究にわたり、それも国際的先端
研究で社会に還元する、それが私どもの
モットーです。

13

相談員エッセイ

明日への健康【家庭から】
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産業医学相談員

倉田 達明

お父さん、僕の頭の中にはタバコのスイッチが
出来ているんだってさ。どうしてだい ? だって、タ
バコの臭いが嫌いでないからさ。子供のときにタ
バコを吸っている人の側にいると、脳の中に、タ
バコっていいものだ、気持ちが落ち着くものだ、
という快感を覚えるスイッチが造られるんだって
さ。お父さんも、お祖父ちゃんがタバコをいっぱ
い吸っていたから、脳の中にいっぱいスイッチが
出来てしまっていて、タバコを何回やめようとして
も出来ないのは、タバコのスイッチが切れないか
らだってさ。お父さんも僕の前でタバコを吸って
いるから、僕にもスイッチがいっぱい出来ている
のかな ?そしたら、僕も大人になってタバコを吸っ
たら、お父さんみたいになかなかタバコが止めら
れなくなってしまうよね。車の中とか、家の中とか、
お前だけではなく子供の前でも、タバコを吸わな
いようにしなければいけないな。そうか、お父さ
んはほかの人とは違って、とっても意志が弱い人
間だと思っていたよ。最近は、会社でタバコを吸
う場所も限られていて、すごく引け目を感じる反
面、半ば開きなおっていたんだよ。お父さんはと
もかく、お前が大人になって同じように悩むよう
になってしまったら、これはお父さんの責任だな。
お母さんからは前々から、
『タバコを止めて !』っ
て言われていたが、最近はもう諦められていたみ
たいだ。しかし、将来お前たちの時代になったら、
タバコがない世界を創るためにも、子供の前では
絶対に吸わないよ ! お父さんも、頭ではわかって
いてもなかなか出来なかったけれど、これからは、
一つ一つスイッチを切る努力をしていくぞ !

ている。この子たちの親は、
こんな時でも一生懸命働い
ているのに。自動販売機が
なければタバコを買うことも
出来ず、世の中何かが間違
っているね。あなた、今日の
お酒はその位にしたら。少
し、くどくなってきているわ
よ。この間の会社の健康診
断 で も、 γ-GTP が 100 を
超えているのでお酒を控え
ましょう、と書いてあったわよ。血圧も少し高め
で、中性脂肪も高いってあったでしょ ! そして糖
尿病の予備軍だって。あなた、仕事が大変なの
は解っていますけれど、毎晩お酒を飲んでいて大
丈夫なの ? 一度先生にちゃんと診てもらったほう
が良いのじゃない ? 解ったよ ! 最近運動もしない
し、休みの日でもごろごろしていて、子供とあま
り遊ばないし、太ってきたし、タバコは止めない
し、これから子供の学費もかかるし、今あなた
に倒れられたら家のローンも払えないし、私たち
どうすればよいの ! もう解ったよ! お前も言い始め
たら引かないから !じゃあどうするの、タバコを止
めてくれるの ! 子供から今日いろいろ教わったし、
止めようと思ったところにそうがみがみ言われた
ら、気持ちを落ち着けるためにまたタバコを吸い
たくなるだろ ! ほらすぐ人の所為にする。イライラ
させてご免なさい。もう貴方も50歳を過ぎたので、
本当に身体のことが心配なの。
医者に行ってきたよ ! 太りすぎで脂肪肝だって

そういえば話は変わるけれども、ペットボトル
が出来てから、若い人が簡単に水代わりに甘いジ
ュースとかコーラだとかを飲んでいたために、糖
尿病患者さんが増えたってことは、タバコの自動
販売機が出来てから、若い人の喫煙者が増えた
事と同じような気がするな。これだけ禁煙活動が
盛んになってきているのに、お金さえ出せばいつ
でもどこでもタバコが買えるのは、何かおかしい
気がするね。中学生・高校生の学校の中での様
子はわからないが、通学途中に、歩きながらと
か自転車に乗りながらタバコを吸っているのをよ
く見かけるし、しかも、ポイ捨てを得意そうにし

さ。最近イライラしませんか ? 気が短くなりません
かって医者に聞かれたよ。この病気のせいだって
さ。そういえば、仕事の能力が落ちたのは年の
せいかと思って、イライラしていたんだよ。だから
お酒も毎晩やっていたし、毎日30 分の運動とア
ルコールを控えればまだまだ頑張れるってさ。ま
ったくお前は医者みたいだ、参ったなぁ !タバコを
吸っていた割には白血球も増えていないし、遊離
脂肪酸も正常だった。そして、動脈硬化の早期
発見のために頸動脈超音波検査で診てもらった。
お医者様に行ってよかったわね。アリガトウ!

相談員エッセイ

自然との共生

産業医学相談員

千葉 宏一

本年度より産業医学に関する相談を担当して
おります千葉宏一と申します。今回は自己紹介も
兼ねて、自分の生い立ちや幼い頃の思い出、日
頃感じていることなどを書かせて頂きます。
私は、宮城県北部の自然豊かな町で生まれま
した。町内を雄大な北上川が流れ、見渡す限り
の田んぼや小高い山々を見ながら育ちました。そ
の後、学童期からは杜の都仙台に移り住み高校
まで過ごしました。仙台も緑豊かな町で、近所
には山も残り友達と秘密基地などを作って遊び
ました。自然や生き物にも興味を覚え、鶏を飼
ったり野菜を育てたりしておりましたが、小学生
の頃卵を親鶏に抱かせ孵化に立ち会えたことは、

になりました。
この10 年間バ
ブル崩壊後の
不況下で、企
業の置かれた
状況は大きく
変 わりました
し、IT化の進
展で従業員の
仕事の仕方も
変化しました。 山行途中自然と共生し 満足げな筆者
高齢化が進む
中で生活習慣病への対応は引き続き重要であり

生命の誕生とそのいとおしさを感じる貴重な体
験でした。運動は下手な野球を続けていました
が、高校生となって進路を選択する際に、生命
に関わる職業として医師を選びました。
大学時代とその後しばらくは、東北から遠く
離れた九州で過ごしました。九州も東北に劣ら
ず自然は豊かですが、魚や野菜など身近な食べ
物も随分違うものだと初めは戸惑いました。学
生時代大学から見える山に登って見ようと思いた
ち、山歩きの楽しさに目覚めました。社会人のグ
ループにも入れて頂き、九州の色々な山に連れ
て行ってもらいましたが、山行の前後や途中で
年齢も職業も異なる諸先輩と話ができたことは
良い社会勉強になりました。
私には二人の弟がおりますが末の弟とは 10 歳
離れており、ごく自然に小さな子供が好きになり
ました。大学も卒業が近づき進路を考える段階

ますが、メンタルヘルスや過重労働問題など根
本的な解決策が見えない中で目先の対応に迫ら
れる課題も多くあります。この様な課題は、どこ
の企業でもある程度共通するものでしょうから、
これまでの経験が少しでもお役に立てればと考
えております。
最後に、私が最 近心配に感じていることを
二三書き記したいと思います。まずは少子化の
問題です。日本はまもなく人口が減り始めますが、
現在論議されている年金や医療など様々な問題
に少子化が重くのしかかっております。子供を産
み育てることは決して容易なことではありません
が、あまり損得で議論されることもどうかと感じ
ます。私も4 人の子供に恵まれまだまだ子育て真
っ最中ですが、案ずるより産むが易しという諺通
り、生まれた後は何とかなるものだと思います。
もう一つは、飽食の中にあって自国では食糧の

で、子供が好きだからという理由で小児科を選
びました。小児科では小児の健全な発育と病気
の予防、小児特有の様々な病気の治療に携わり
ました。約10 年間小児科臨床に従事できたこと
は幸せでしたし、今でも大きな財産です。
私が学んだ産業医科大学は産業医を養成する
ために作られた大学ですので、私もいつかは産
業医になるつもりでおりました。94 年にその機会
を得て神奈川県大和市の日本ビクターに産業医
として赴任しました。産業医になってからは前任
者の野村俊六郎先生始め多くの先生方にご指導
を賜り、地域の医師会の先生方にも大変お世話

半分も作っていないということです。せっかくの
豊かな自然を十分に活用せず、経済合理性だけ
て安易に輸入に頼っているといつか困ることにな
ると思います。その他、モラル・マナーの低下や
犯罪の増加なども突き詰めると「共生」−共に生
きる−という意識の低下・欠如から来ているよう
に感じます。私達産業医の大切な役割は、
「仕事
と健康との調和」言葉を変えれば「会社と従業
員が共により良く生きること」をお手伝いするこ
とだと思っております。私自身これからも、この
「共
生」という言葉を旨に活動して参りますので、ど
うか宜しくお願い申し上げます。
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川崎北地域産業保健センター

最近の活動概要と平成16 年度活動経過
川崎北地域産業保健センター長 川崎市医師会長

はじめに
当センターは、平成 9 年 10月に神
奈川県下で12 番目に開設されました。
健康相談窓口は、JR 南武線武蔵
溝ノ口駅より1 分の場所に設置され
ていましたが、平成 16 年 5月から東
急田園都市線高津駅下車徒歩10 分、
国道 246 号線沿いの川崎市高津休日
急患診療所内に移転いたしました。
移転に伴い、電話番号等が変更さ
れた為、新たにリーフレットの作成や、
（社）神奈川労務安全衛生協会川崎北
支部の機関誌、
『かわきた支部ニュー
ス』にご案内を掲載して頂きました。
駐車場が完備され好評です。只今新
装開店で奮闘中です。

宮川 政久

大 』と『個別訪問による健康相談 』
の利用者増加に、絞込み活動を推進
しています。

新規登録事業所の拡大
広報活動としては、行政運動方針
説明会や全国安全週間川崎北地区推
進大会等、各種説明会での資料配
布といった一般的な PRに加えて、特
に大手の関連企
業
（いわゆる小規
模事業所）にお

川崎市高津休日急患診療所内
川崎北地域産業保健センター

平成16 年度活動経過
健康相談窓口は、センター発足よ
り原則的に毎週水曜日の午後に産業
医が来所され、毎月4 回、年間で 48
回前後を開設して来ました。
〈グラフ1〉は平成 9 年にセンターが
発足してからの健康相談窓口回数と
利用者数の推移です。相談 者
者が
が低
迷を続け苦戦していましたが、平成
14 年度より多少増加傾向にあります。
平成 16 年度から相談窓口の開設を毎
月3 回、年間で 36 回にし、個別訪問
指導に『軸足を置き』活動を展開して
います。
〈表 1〉は平成 16 年度 12 月現在まで
の活動経過で、
（ ）内は計画であります。
お蔭様で、個別訪問は計画の12
件をすでに上回り17件で推移してい

ける連絡会や定
例会に出向き、
センターの PR
を実 施して い
ます。
説明資料は
主に、神奈川
産業保健推
進センターが
作成された、小規模企業の経営者のた
めの『産業保健マニュアル』を教材に、
産業保健サービスの仕組みや利用方法
など、Q&A 方式なので大変わかりや
すく好評です。
平成 16 年度より、川崎北労 働基
準監督署管内の関係団体協議会
（8 団
体）に参加させて頂き、センターの実

ます。
当センターの本年度重点的な取り
組みとして、
『新規登録事業所の拡

情や利用案内を配布し、積極的に活
動を展開しています。
その甲斐あって、本 年度に入り15

■〈表1〉平成16年度 川崎北地域産業保健センター活動経過
項

目

健康相談窓口開設回数
来所健康相談
電話相談
個別訪問健康指導回数
訪問健康相談者数

）計画
計

2
1
2
2
2
3
3
2
3
20
（3） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3） （3）（36）
0
1
2
1
1
81
6
23
1
116
2

3

2

2

2

3

2

2

1

19

0
2
2
2
1
2
3
3
2
17
（1） （1） （1） （1） （1） （1） （1） （1） （1） （1） （1） （1）（12）
0
37 10 19
3
8
34 25 12
148

運営協議会
関係団体協議会

（

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

1
（1）

1
（1）
1
（1）

（1）
（1）

1
（2）
2
（3）

平成16 年12 月現在
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個別訪問指導と個別訪問指導依頼はがき

社が新規に登録されました。知名度は
徐々に上がって来ていると思います。

個別訪問による健康相談

業場につなげて行きたい。

最近の来所健康相談

殊技術を活かす部署のため代替が効
かず無理な勤務を続けていた様だ。
健康診断の結果では肥満の改善が必
要だが、特に異常はないと言うことで、
勤務時間にメリハリをつけ充分な休
養を取れる様上司と相談して下さい。
代替技術者の育成も必要だと指導さ
れていました。

個別訪問、即ち、宅配的による健
康相談については、利用者が若干で
はあるが増加傾向にある事を実感し
ています。
訪問先では、作業衣で気軽に相
談出来、こんなに良い制度ならもっと
早く利用させてもらえばと評価を得て
います。
〈グラフ 2〉は平成 16 年 12 月までの
個別訪問指導回数です。開所依頼、
毎年 4 〜 5 件で推移して来ましたが、
平成 15 年度は 11件で倍増の実績で
した。平成 16 年度に入り前述の通り、
すでに 17 件です。年度 末には 20 件
台を期待している所です。
個別訪問事業所には、必ずコーデ

景気回復の兆しが見え始めたとは
言え、小規模事業場は景気の低迷で
企業の倒産やリストラ等により、労働
者の業務負荷や不安が広まり、健康
管理面まで手が回らない実情にある
と思われます。
〈グラフ 3〉は、平成 16 年 12 月まで
の来所健康相談の内訳です。
その比率は、健診結果に関する相
談が、全体の 78% を占めています。
最近ではメンタルヘルスと過重労働に
よる健康障害防止の相談がそれぞれ
4%と比率的には、少ないですが増え
る兆しがあります。
『ある日』の相談内容を挙げると、
事業主から過重労働に関する電話相
談が有り、本人を相談に行かせたい

ィネーターが事前訪問をさせて頂き、
相談内容の詳細な事項等、について
確認しています。ハガキでも訪問依
頼を出して効果的な相談が出来るよ
うに配慮をしています。産業医から丁

旨の予約が入りました。
健康相談窓口に、健康診断の結果
と勤務管理表を持参し、27 才の男性
が来訪された。
相談の要旨は、仕事が忙しくここ3

います。PR が空振りの時も有ります
が、今は芽を育てている時期だと想
い、近い内に大きな花が咲く事を期
待しています。
また、産業医の諸先生方のご理解

寧に疾病予防等のアドバイスを受ける
と、相談者から来年もよろしくと、声
を掛けて頂いています。この様な流
れを大切に、いわゆるリピーター事

ヶ月、毎月100時間超の残業が続いて、
疲労感もあり自分自身も働き過ぎと感
じていた。
相談に当たった産業医からは、特

とご協力を得て、サービス体制の向上
にも継続的に取り組んでまいります。

■〈グラフ 1〉健康相談窓口と利用者の推移
開設回数
利用人数

9年

10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

（年度）

＊平成16年度は12月現在

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

︵回数︶

︵回数︶

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

その後、事 業主から代替 要員を
育成中である事、仕事量が峠を越え
たことで翌月から通常の勤務に戻り、
元気で働いていると連絡があり、ま
ずはひと安心です。

今後の展望
地域に密着型の産業保健活動を実
践するために、気軽に利用されるよ
うな環境を構築して、地域の関係機
関との連携をより密にしながら積極
的な活動を推進して行きたいと考えて

（文責コーディネーター山屋行孝）

■〈グラフ 2〉個別訪問指導回数の推移

■〈グラフ 3〉
来所健康相談の内訳

回数
過重労働

4％

メンタル

作業環境

2％ その他
3％

4％

私病

9％

9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

（年度）

＊平成16年度は12月現在

健診結果

78％
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衛生管理者訪問

株式会社ニコン 相模原製作所
専任衛生管理者 ( 安全衛生課 ) 前田

事業所概況
（株）ニコン相模原製作所は、
「相
模原市麻溝台工業団地」の一角に位
置しています。昭和 46 年に光学ガラ
ス製造工場として開設され、現在従
業員は約 600 名となります。
事業領域は、高品質、高精度な光
学ガラス、レンズ、プリズムの一貫生
産及び光学技術の技術センターとし
て、ニコングループの事業展開の重
要な一翼を担っています。

安全衛生管理体制
安全衛生組織は、職制管理者とし
て製作所長である総括安全衛生管理
者の基に、部安全衛生管理者、課安
全衛生管理者、安全衛生補おう導者
（チーフ等）、安全衛生担当者（フォア
マン等）、安全衛生推進員（一般従業
員）を置き、特定作業には法定の作
業主任者
（10 種）、製作所規定の作業
責任者（12 種）を選任しています。ま
た、法定管理者としては、安全管理
者、衛生管理者、衛生工学衛生管理
者、産業医を選任しています。
委員会制度としては、全社組織で
ある中央安全衛生委員会、産業医合
同連絡会、事業所安全 衛生担当者
連絡会を設置し、製作所には安全衛
生委員会、職場安全衛生委員会、構
内工事業者安全衛生協議会、特別専
門委員会を設置しています。

安全衛生委員会による
衛生管理の活性化
安全衛生委員会は、製作所長を委
員長として会社側委員12 名、従業員
側委員12 名で構成されています。
審議する議題としては、健康診断、
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啓一

健康の保持増進、メンタルヘルス対
策、分煙対策、取扱い物質の有害性
審査、作業環境測定、新規導入する
機械・原材料の健康障害防止、職場
巡視による要改善点の指摘と処置内
容等であり、それらを議論する中で
安全衛生管理面での活性化を図って
います。
委員会では、労働安全衛生に関す

活動推進にあたっては、職場単位に
「健康づくりリーダー」を選任し、各
職場の意見聴取、集約、事業所運動
の企画、立案、実行に係わらせ、職
場での意識高揚の中核的な役割を狙
ってもらい全員参加の効果を上げる
ことが出来ました。
2 年目は「体制の確立」として、今
後の活動のキーポイントとするため、

る資料を配布して意識を高め、審議
を促進していますが、最近はデジタ
ル写真を盛り込んだパワーポイントに
よる解説や、ビデオの使用でビジュア
ルに訴え、委員の関心を高めること
に努めています。

スタッフの養成、構内施設の充実、
行事の展開を図りました。
スタッフの養成はヘルスケアリーダ
ー、心理相談担当者の養成をし、構
内施設については、運動グラウンド、
テニポンコートなどを設置し、個人個
人が日常気軽に出来る運動の普及・
定着を推進しています。また、健康
診断の充実、健康診断結果に基づく
フォローアップ体制の整備を図ってき
ました。
3 年目は「運動の定着」として、過
去2年間の健康づくり活動の定着を図
り、従業員の健康づくり意識が、そ
れぞれのライフプランの中に取り入ら
れて、具体的な行動として結びついて
いるかを確認するとともに、健康づく
りの活動の効果測定を実施しました。

健康づくり活動の経過
及び実践
当製作所の健康づくり活動は、
「ニ
コンにおける健康づくりの施策 < ニ
コントータルヘルスプロモーション >」
を制定し、それをもとに平成 5 年度
から活動をスタートして10 年を迎えて
おります。
1年目は「意識の高揚」として、当
製作所の健康づくりの特徴である、
各人の自主性、積極性を前面に掲げ、
安全衛生委員会

ますが、現 在非喫 煙者と
時間帯を分けて同一のリフ
レッシュルームを休憩場所
として使用していますので、
今後は段階的に喫煙ルーム
とリフレッシュルームを分
離するように空間分煙、地
区分煙を推進しています。

安全衛生委員・衛生管理者合同職場巡視

また、健康づくりアドバイスプランを
展開するため、健康診断体制の整備、
健康診断の結果に基づく肥満、高血
圧症、高脂血症等の生活習慣病の要
管理者を中心とした保健指導、運動
指導、栄養指導等健康診断のフォロー
アップ体制の定着を推進しました。

今年度の健康づくり活動
☆ 健康づくり活動としては、従業員
のライフプランの中での軽運動の
習慣化を定着させるため、朝・昼
のストレッチング体操の実施、春
秋の健康づくりウォーキング、イン
ディアカ大会、ソフトボール大会
等を実施しています。
☆ 健康管理の推進として、健康診断
の事後のフォローアップを重点的
に実施するため、産業医、産業
看護師による医学的指導、保健
指導、栄養指導等の個別指導を
実施しています。
☆ メンタルヘルス対策の推進に関し
ては、生活習慣・ストレス測定調
査を実施しハイストレス層に対す
る個別カウンセリング、管理監督
者実務教育、カウンセラーによる
個別面談、新人 6 ヶ月全員面談、
外部機関とのネットワークづくり等
を実施しています。
☆ 分煙化の推進としては、喫煙場所
に喫煙用空気清浄機を設置してい

過重労働による健
康障害防止対策の
取組み
当製作所では、昨年よ
りガイドラインに準拠した社内過重時
間外健診基準を規定して次の手順に
より対策を実施しています。
①過重時間外 勤務者特別健康診断
については、総務課からの過重労
働時間の報告により、健康診断対
象者（6 ヵ月〜2 ヵ月平均 80 時間超
又は当月100 時間超の者）に健康診
断と産業医との面談を実施していま
す。また、対象者の所属長も合わ
せて同等の健康診断、及び産業医
との面談を実施しています。
健康状態調査対象者（45 時間超の
者）は健康状態調査、業務調査を
実施して、産業医が必要と認める
場合に健康診断、産業医との面談
に移行します。
勤怠管理非適用者（専門・管理職）
については部門長の申請により健
康診断を実施しています。
②過重時間外健診にあたっては、過
重時間外 勤務者の上長の意見書
の提出を義務付けて、対象者の業
務内容、繁忙理由、今月の業務量、
来月の業務量見込み、対象者の
疲労度合い、健康状態、所属長と
しての業務負荷の軽減対応、受診
に当たっての連絡事項を調査して
います。

労働時間、健康診断結果、職場巡
視等の提供情報から助言指導を受
けます。

衛生管理でのリスクアセ
スメントの活用
今年度から、リスクアセスメント手
法を導入し、設備機械の安全面だけ
でなく、作業管理、作業環境管理、
健康管理の観点から、健康障害等を
発生させる原因となる危険有害要因
を中心として作業環境や作業負荷か
ら受ける労働衛生面の改善に活用し
ています。
当製作所では、
「危険有害物事前
チェックシステム」により、新規に化
学物品を使用するときは、成分、有
害性、使用方法、使用量、適用関係
法規、作業環境に係る措置等の基本
調査を実施して、それらの内容を所
定の「化学物品使用事前報告書」に
記載し、化学物質等安全データーシ
ート（MSDS）を添付した上で事前審
査による許可を受け、購入手続きす
ることを義務付けています。化学物
質の有害要因を特定した上で、新規
導入の生産工程、設備機械、装置、
レイアウト等と併せて事前の審査を行
い、その結果に基づき安全衛生管理
計画を策定し、これを実施するととも
に、継続的に評価、改善をすること
になります。

ヘルスアップセミナー

③産業医からは、健診結果に基づ
く個別の保健指導と併せて当該
職場業 務についての作業環 境、
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地域産業保健センターをご利用ください
従業員50人未満で産業医の選任義務のない職場の事業主や従業員の皆様に対し、健康相談・保健指導のサービスを行います。

業務内容
健 康 相 談 窓 口 の 開 設

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

職場訪問による産業保健指導の実施

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

産 業 保 健 情 報 の 提 供

日本医師会認定産業医・労働衛生機関などの情報を提供します。

●料金はすべて無料です。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。

神奈川県内の地域産業保健センター
横浜北地域産業保健センター

平塚地域産業保健センター（拡充）

センター長：平塚市医師会会長 小池 裕司
〒254-0054 平塚市中里34-17 平塚市医師会内
TEL.0463-31-0814 FAX.0463-33-7675

センター長：神奈川区医師会会長 堀内 久仁江
〒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

〔 関係医師会〕平塚市医師会・秦野伊勢原医師会・中郡医師会
〔 該当監督署〕平塚労働基準監督署 TEL.0463-32-4600
（担当区域） 平塚市・秦野市・伊勢原市・中郡

〔関係医師会 〕神奈川区医師会・青葉区医師会・港北区医師会
都筑区医師会・西区医師会・緑区医師会
〔該当監督署 〕横浜北労働基準監督署 TEL.045-474-1251
（担当区域） 神奈川区・青葉区・港北区・都筑区・西区・緑区

横浜南地域産業保健センター

湘南地域産業保健センター（拡充）

センター長：藤沢市医師会会長 朝倉 茂夫
〒251-0052 藤沢市藤沢597 藤沢商工会議所内
TEL.0466-27-6238 FAX.0466-27-6238

センター長：南区医師会会長 白木 洋二
〒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

〔 関係医師会〕藤沢市医師会・鎌倉市医師会・茅ヶ崎医師会
〔 該当監督署〕藤沢労働基準監督署 TEL.0466-23-6753
（担当区域） 藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・高座郡

〔関係医師会 〕磯子区医師会・金沢区医師会・港南区医師会
南区医師会・中区医師会
〔該当監督署 〕横浜南労働基準監督署 TEL.045-211-7373
（担当区域） 磯子区・金沢区・港南区・南区・中区

横浜西地域産業保健センター

相模原・津久井地域産業保健センター（拡充）

センター長：相模原市医師会会長 矢島 治
〒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
〔 関係医師会〕相模原市医師会・津久井郡医師会
〔 該当監督署〕相模原労働基準監督署 TEL.042-752-2051
（担当区域） 相模原市・津久井郡

県西地域産業保健センター

三浦半島地域産業保健センター（拡充）

センター長：小田原医師会会長 甫守 正光
〒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
〔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

センター長：横須賀市医師会会長 加藤 弘一
〒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
〔 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

センター長：鶴見区医師会会長 鈴木 高遠
〒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
〔 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

センター長：川崎市医師会会長 宮川 政久
〒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
〔 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

センター長：泉区医師会会長 木下 典治
〒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
〔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

県央地域産業保健センター

センター長：厚木市医師会会長 植原 哲
〒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
〔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

センター長：川崎市医師会会長 宮川 政久
〒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
〔関係医師会 〕川崎市医師会
〔該当監督署 〕川崎北労働基準監督署 TEL. 044-820-3181
（担当区域） 中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区

●健康相談日の開設日は上記の地域産業保健センターにお問い合わせください。

20

Topics

研 修 会・交 流 会 の ご 案 内

平成１６年度衛生管理実務講座
●日 時
●場

所

平成17年2月3日
（木）
13：30〜16：30
フォーラムよこはま 会議室１
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１３階

認定産業医研修

平成16年10月21日
（木）

於

横浜ランドマークタワー32F KAZ

講師：当センター相談員 輿 貴美子

●テーマと講師
「最近の労働衛生の動向について」
神奈川労働局労働衛生課長補佐 村田 博 氏

「事業場におけるメンタルヘルス支援の事例」
労働衛生コンサルタント 三澤 眞理子 氏
「メンタルヘルス対策での衛生管理者の関わり方」
人間総合科学大学人間科学部教授 苅部 ひとみ 氏
● 対象および定員
衛生管理者、衛生推進者、安全衛生推進者 ９０名

韓国産業保健視察団来所

メンタルヘルス交流会
●日 時 平成１７年３月１２日
（土）
13：30〜17：00
●場

平成16年11月25日
（木）
＜写真左より＞
韓国産業安全公団
産業保健支援局
健康支援チーム長

所 神奈川産業保健推進センター会議室

●テーマ 「ライフサイクルと発達心理学Ⅲ」

朴

●講

産業保健支援局長

師

人間総合科学大学助教授 中野 博子 氏

金

東基氏
星鎭氏

当センター所長

石渡弘一

精神科医を対象とした
産業保健に関する研修

当センター副所長

高橋正美

●日 時 平成１７年３月１２日
（土）
１７：３０〜
●場

所 相鉄岩崎学園ビル

●テーマと講師
「産業保健に関する法令」
神奈川労働局労働衛生課長

星野 直 氏

「産業保健情勢と作業関連疾患の予防対策」
神奈川産業保健推進センター所長 石渡 弘一

編 集 後 記
●あらためまして新年明けましておめでとうございます。

新しい時代、
新しいことの始まるとされる酉（とり）
です。
この一

今年最初の「かもめ」
をお届けいたします。

年、
天も地も平穏でやすらかで、
そして希望に満ちた年となるよ

そして新
昨年は夏の記録破りの猛暑や度重なる台風の上陸、

う願っております。
本年も皆様方に気軽にご利用いただける産

潟中越地震、
スマトラ島沖大地震と津波など天変が続きまし

業保健推進センターを目指して努力いたしますので、
本年もど

日本社会ではお馴染みとなったフリーターに加え、
た。一方、

うぞよろしくお願いたします。

ＮＥＥＴなる言葉も生まれました。
今年の干支は夜明けを告げ、

（事務局）

神奈川産業保健「かもめ」平成17年1月 第27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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