神奈川産業保健総合支援センター通信 第６３号
＜平成 30 年 1 月 1 日発行＞
神奈川健康づくり推進会議主催による「産業保健フォーラム in YOKOHAMA 2017」は平成 29 年 11 月
30 日（木）
、横浜市開港記念会館において、事業場で産業保健活動に携わる産業医、産業看護職、衛生管理
者をはじめ、事業主、人事労務担当者など４００名を超える参加者で盛況に開催されました。
神奈川健康づくり推進会議は、神奈川労働局（労働基準部 健康課）をはじめとする関係（行政）機関、
労働災害防止団体及び当センターを含む 13 団体で構成しています。目的は、事業場における健康づくり活
動の推進を図るため、毎年、各種テーマを基に研修会を開催してきましたが、平成２９年度は、
“産業保健
フォーラム”という内容に変え記念すべき第１回目の開催となりました。
｢働き方改革｣による実行計画では、労働時間制度の見直し、労働分配率の上昇による労働生産性の向上、
子育て･介護や病気の治療と仕事の両立に向けたダイバーシティの促進が求められる中、働く人の視点から
企業文化･風土の変革を進めていく｢健康経営｣という企業経営の考え方に注目が集まっている中で、
「産業
保健フォーラム in YOKOHAMA 2017」のテーマとして、
『 ｢健康経営｣ってナニ？ ～"健康経営"ですす
める"働き方改革"＆健康職場づくり 』を掲げ、｢健康経営｣と産業保健関係者の役割、｢健康経営｣で先進的
な取組を進めている企業の事例紹介まで、著名な講師の先生方からのご講演をいただきましたので、講演
プログラム、講師及び講演テーマ・要旨をご紹介します。

◎プログラム
主催者挨拶 神奈川健康づくり推進会議 議長
（公社）神奈川労務安全衛生協会 専務理事・事務局長
【特別講演１】

｢健康経営の動向と産業保健スタッフの役割｣
【特別講演２】

｢横浜健康経営認証制度について～産業保健の視点
からの展望｣
【健康経営企業の事例１】

大塚製薬（株）
“健康経営”
【健康経営企業の事例２】

三井化学（株）の健康経営
～健康経営実行のポイントとその効果～

産業保健フォーラム
In YOKOHAMA 2017
日 時
会 場
主 催

平成29年11月30日(木) 13:15～
横浜市開港記念会館 1F 講堂 横浜市中区
神奈川健康づくり推進会議

〔構成団体〕 神奈川労働局、神奈川県、横浜市、神奈川産業保健総合支援センター
公益社団法人神奈川県医師会、一般社団法人神奈川県歯科医師会、公益財団法人かながわ健康財団
公益社団法人神奈川労務安全衛生協会、建設業労働災害防止協会神奈川支部、陸上貨物運送事業労働
災害防止協会神奈川県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会神奈川総支部、林業･木材製造業労働
災害防止協会神奈川県支部、中央労働災害防止協会関東安全衛生サービスセンター
神奈川健康づくり推進会議は上記13団体の構成団体により、「産業保健フォーラム in YOKOHAMA
2017」が開催され、神奈川県内外から400人を超える多くの産業保健関係者が参加されました。

横浜市開港記念会館１階講堂（講演状況）

講師紹介、講演テーマ・講演要旨をご紹介します。
特別講演 河野 啓子
四日市看護医療大学 名誉学長 日本産業看護学会 理事長
帝京大学 大学院 公衆衛生学研究科 客員教授
講演テーマ：健康経営の動向と産業保健スタッフの役割
要旨：超高齢社会を迎え、労働力人口の減少・高齢化が進んでいます。そ
のため、企業（組織）の活力や生産性の低下が危惧されています。そこで
近年、健康経営がクローズアップされ、国をはじめさまざまな機関で、そ
の推進に向けての施策が展開されています。その動向と産業保健スタッフ
の役割について。

特別講演 荒木田 美香子
国際医療福祉大学 小田原保健医療学部 副学部長 看護学科 学科長
講演テーマ：横浜健康経営認証制度について
～産業保健の視点からの展望～
要旨：横浜市は、今後は一気に高齢者数が増加するという課題を持ってい
ます。“今”、健康に取り組む企業を増やさなければ手遅れになってしま
いうという危機感を持っています。横浜健康経営認証制度は「健康横浜21」
に基づいて、健康経営を推進する仕組みであり、よこはまウォーキングポ
イント事業などのツールも作っています。本制度の委員長として、横浜市
の取り組みと企業の受け止め方などについて。

健康経営企業の事例 田中 静江
大塚製薬 ㈱ 人事部 部長補佐
ダイバーシティ推進プロジェクトリーダー 健康管理室長
講演テーマ：大塚製薬㈱の“健康経営”
要旨：大塚製薬は、社員一人ひとりが健康に生き生きと働けることが大切
だと考え、社員自らが健康について理解し、疾病の予防や健康維持・増進
に積極的に取り組めるよう、健康セミナーや運動プログラムの提供など
多様な活動を実施している主な施策等の紹介について。

健康経営企業の事例 土肥 誠太郎
三井化学（株）本社 健康管理室長 統括産業医
講演テーマ：三井化学㈱の健康経営
～健康経営実行のポイントとその効果～
要旨：健康経営は1990年代に米国で提唱され経営概念に始まります。しかし、
日本の労働安全衛生法の努力義務を含めて企業が着実に実行すれば、日本型
の健康経営になります。健康経営を推進するためには、経営システムに社員
の健康を組み込み、自社の課題を抽出し指標を定めPDCAを回すことが重要で
す。そして健康経営は地道に続けて効果が出てきます。その後に企業にとっ
て経済的メリットがついてくると考えることの大切さについて。

セミナーのお知らせ （無料）
≪実測値を用いた化学物質リスクアセスメントセミナー≫
実測値を用いた手法による化学物質ＲＡの事業場での実用に向けて
日
時
場
所
申込方法
申込締切
主
催

平成 30 年 2 月 9 日(金) 13 時 15 分～
横浜第 2 合同庁舎 1F 共用第 1 会議室
(横浜市中区北仲通 5-57)
センターホームページに掲載しています（http://www.kanagawas.johas.go.jp/）
※FAX(神奈川労働局 健康課 045-211-0048)でお送りください。
定員(120 名)に達し次第、申込を締め切らせていただきます。
神奈川労働局 労働基準部 健康課
(独)労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター

≪事業場における治療と職業生活両立支援対策促進セミナー≫
病気と仕事-働き続けるために～企業と患者へのメッセージ
日
時
場
所
申込方法
申込締切
主
催

平成 30 年 2 月 14 日(水) 13 時 00 分～
横浜第 2 合同庁舎 1F 共用第 1 会議室
(横浜市中区北仲通 5-57)
センターホームページに掲載しています（http://www.kanagawas.johas.go.jp/）
※FAX(神奈川労働局 健康課 045-211-0048)でお送りください。
定員(120 名)に達し次第、申込を締め切らせていただきます。
事業場における治療と職業生活の両立支援対策神奈川県推進連絡会議
≪神奈川県両立支援推進チーム≫ 神奈川労働局（労働基準部健康課：記者発表資料 29.12.1 ）
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/120101.pdf

≪メンタルヘルス対策セミナー≫
～ストレスチェックで進める「輝く健康職場！」～
日
時
場
所
申込方法
申込締切
主
催

平成 30 年 2 月 21 日(水) 13 時 00 分～
横浜第 2 合同庁舎 1F 共用第 1 会議室
(横浜市中区北仲通 5-57)
センターホームページに掲載しています（http://www.kanagawas.johas.go.jp/）
※FAX(神奈川労働局 健康課 045-211-0048)でお送りください。
定員(120 名)に達し次第、申込を締め切らせていただきます。
神奈川労働局 労働基準部 健康課
(独)労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター

1 月・2 月の産業保健セミナー （無料）
日 時
1/22(月)13:30～16:30
1/24(水)14:00～16:00

テーマ

場 所

「障害がある方が能力を発揮して働くために」 神奈川産業保健総合支援センター
事例検討
横浜市神奈川区鶴屋町 3-29-1
「カウンセリングとコンサルテーション」
第 6 安田ビル 3F

1/25(木)14:00～16:00

「大人のＡＤＨＤ（注意欠陥/多動性障害）」

2/5(月）14:00～16:00

「アルコール依存症」

2/19(月）14:00～16:00 「睡眠」

〈詳細・申込方法〉

センターホームページで確認してください
https://www.kanagawas.johas.go.jp/kensyu/

