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「長時間労働」に関する
産業医の役割について

「長時間労働」に関する産業医の役割について

財団法人 杜の都産業保健会
附属仙台健診センター所長

洞口

正之

厚労省は、「長時間労働と脳・心臓疾患発症に関連

あり、課題として今後はより「申出」のしやすい状況を

性が強い」という医学的知見から、長時間労働による

生み出すことが検討されている模様です。併せて厚労

疲労の蓄積した労働者に対し、医師による面接指導の

省は、
「労災認定された自殺事案に、長時間労働であっ

実施を事業者に義務付けました（労働安全衛生法 : 平

たものも多い」という点を踏まえ、メンタルヘルス面

成 18 年 4 月 1 日より適用、但し常時 50 人未満の労

への配慮も呼びかけております。

働者を使用する事業場は平成 20 年 4 月 1 日より）。

皆様既にご承知のように、当杜の都産業保健会は労

具体的には、
「月 100 時間超の時間外・休日労働（休

働安全衛生法に基づき職場健診を主に行う健診機関で

憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超え労働させた

あり、東北地区に本拠地を置く初の厚生労働大臣認可

場合におけるその超えた労働時間）を行い疲労の蓄積

の総合的労働衛生機関であります。当会の加美山理事

が認められる者は申出により医師による面接指導を受

長はこの労働衛生学の大家でありますが、私も健診セ

ける」
、同様に「月 80 時間超の時間外・休日労働によ

ンター所長としての職責を全うすべく、一昨年自治医

り疲労の蓄積が認められ、または健康上の不安を有す

大で開催されました 7 日間に亘る第二回産業医学研修

る者は申出により医師による面接指導、または保健師

会（日本医師会認定産業医制度）を修了し産業医とな

による保健指導や、チェックリストにより疲労蓄積度

りました。

の把握等を行う」としております。これらの場合医師

この産業医学研修会では、「労働衛生の 3 管理（作

は、
「面接指導後に必要な措置を意見し、必要な場合

業環境管理・作業管理・健康管理）等を通じ、事業者に

は適切な事後措置を実施すること」となっております。

は労働者に対する安全配慮義務の徹底を促し、労働者

また「月 45 時間超の時間外・休日労働により、健康へ

自らにも健康を守る意識改革を求める」ことが説かれ、

の配慮が必要と思われる者が面接指導の対象となるよ

「労働基準法から労働安全衛生法に主軸の移行した産

う基準を設定し、面接指導の実施に努め必要な場合、

業保健の光が、大企業に偏らず小規模事業場にも当た

適切な事後措置を行う」とも謳われております。

るべく積極的に活躍せよ」と指導されました。また、

この産業医による面接指導制度につき厚労省は事業

一連の講義の中で、近年の労働衛生の様々な課題のう

者に、
「面接指導の内容を記録に残し、医師から面接

ち、「メンタルヘルス不調」および「長時間労働による

結果に基づく就業上の措置を聴取すること、必要に応

健康障害」の重要性が何度と無く強調されておりまし

じ措置を講ずること、医師からの意見を衛生委員会等

たので、私も「やっと若葉マークの外れた産業医」とし

に報告すること（第 66 条の 8）」、その他「健康上の配

てこの領域の勉強に努め、多少なりとも皆様のお役に

慮が必要な者に対しても適当な措置を行うよう努める

立ちたいと考えております。

こと（第 66 条の 9）」を義務付けております。しかし、
この制度も対象者からの「申出」が無ければ対象外で
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平成20年度産業安全衛生宮城大会開催される
「MC － FAN」を使った血液流動分析を開始しました

平成 20 年度産業安全衛生
宮城大会開催される

「MC － FAN（エムシーファン）」を使った血液
流動分析（血液サラサラ検査）を開始しました

「平成 20 年度産業安全衛生宮城大会」が平成 20 年
7 月 3 日㈭、仙台国際センター大ホールにおいて、当
会を含む 7 団体共催で開催され、各企業の安全衛生担
当者など約 730 人が参加しました。
始めに、社団法人宮城労働基準協会の鷲尾幸司会長
が開会の挨拶を述べ、続いて、宮城労働局の小泉万里
子局長から祝辞を頂きました。
次に表彰式が行われ、厚生労働大臣奨励賞を東海
カーボン株式会社石巻工場、また、宮城労働局長優良
賞を東日本コンクリート株式会社亘理 PC 工場と石巻
埠頭サイロ株式会社がそれぞれ受賞しました。
講演に先立ち、労働安全衛生マネジメントシステム
の構築など、真に安全で安心して健康に働くことので
きる職場の実現に向けて最大限の努力をしなければな
らないことを決意した大会宣言を採択しました。
基調講演は、宮城労働局の髙城久雄労働基準部長が
「最近の労働安全衛生行政の動向について」を演題と
し、全国や宮城県における労働災害の動向、リスクア
セスメント・リスクマネジメントの概要、安全週間の
歴代スローガンとその時代背景などについて分かりや
すく説明しました。引き続き、特別講演に移り、仙台
大学の岡村輝一教授が「心とカラダの人育て－オリン
ピックと私－」を演題とし、オリンピック・ミュンヘン
大会の体験談や指導者としての考え方などについて話
をしました。
最後に、本年は、すべての働く人々の安全と健康確
保の実現を目指して策定された「第 11 次労働災害防
止計画」
の初年度であり、この計画の理念に従い、限り
なく「危険ゼロ」の実現に向けて努力するとともに、心
を新たにして「安全」
「健康」
「快適」な職場づくりに向
け、全員の英知と力を結集し、全力を挙げて邁進する
ことを決意し、盛会裏に大会を終了しました。

血液は体のすみずみに栄養や酸素を運んだり、老廃
物の排泄をする役割を持っています。血管が動脈硬化
（老化現象のひとつで、血管の壁が硬くなり、もろくな
る状態）によって狭くなったり、血液そのものが流れ
にくい状態になると、体に必要な栄養や酸素などを送
ることができなくなります。血液が健康な状態であれ
ば、赤血球は細い血管の中でも形を変えながら、白血
球は血管の壁に強くこすりながら流れていきます。し
かし、何らかの原因で赤血球の形を変える能力が失わ
れたり、出血を止める役割がある血小板が集まって固
まると、血液が流れにくくなってしまいます。これが
「血液ドロドロ」といわれる状態です。
このように血液がドロドロになる状態は、生活習慣
と深いかかわりがあり、睡眠不足やストレス、喫煙、
暴飲暴食などによって引き起こされます。この状態
が続くと血管が詰まってしまい、心筋梗塞や脳梗塞と
いった病気を引き起こす可能性があります。
そのため、血液の流れやすさは、健康を推し量るバ
ロメーターのひとつになると考えられています。
「MC － FAN」は、100 マイクロリットルの血液を
シリコンチップの中の毛細血管と同じ太さの溝に通す
ことによって、血液が通過する時間の計算と血液の流
動性を見る検査です。
この検査は少量の血液を採り、血液が流れている状
態をご自分で見ることができるため、健康意識を高め、
生活習慣を見直すよいきっかけとなることも期待でき
ます。
当会では、平成20年8月に「MC － FAN」を導入し、
ご好評をいただいております。詳細につきましては、
当会までお問い合わせください。
お問い合わせ先
㈶杜の都産業保健会 健診企画部
TEL 022（251）1505

MC − FAN（本体）
岡村輝一教授の特別講演

画像（血液の流動状態）
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喫煙とメタボリック
シンドロームの関係

喫煙とメタボリックシンドロームの関係
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「平成20年度健康運動指導士スキルアップ研修会」に参加して
マンモグラフィ検診を受けましょう

「平成20年度健康運動指導士
スキルアップ研修会」に参加して
健康推進課

田畑

マンモグラフィ検診を
受けましょう
学

乳がんは、1996 年以降、他の部位のがんを抜き日

今年度から実施された「特定健診・特定保健指導」に

本女性のがん罹患率第 1 位になっています。死亡者

対応するため、平成 20 年 8 月 2 日㈯ 、
「財団法人健康・

数も年々増え続け、特に 30 歳から 50 歳の女性では、

体力づくり事業財団」主催の研修会に参加しました。

がんによる死亡原因のトップです。しかし、乳がんは、

健康運動指導士には、脱メタボとなる運動の効果やそ

早期に発見出来れば助かる病気です。厚生労働省では、

の方法について、対象者が目標を立て、分かりやすく、

この死亡率を減少させるために、40 歳以降の女性に

楽しく、
かつ安全に行える正しい指導が求められます。

対して最低 2 年に 1 度のマンモグラフィ検診を推奨し

実際の指導では、健康診断の結果や生活記録・問診

ています。

を基に、様々な対象者の状況をとらえ、運動を始める

マンモグラフィとは、乳房専用の X 線撮影のことを

きっかけ作りや動機付けをし、コミュニケーションを

言います。触診では判らない小さなしこりや、乳がん

とる能力が求められます。その視点から指導技法に使

の初期症状である「微細な石灰化」
を写し出すことが出

われるカウンセリングやコーチングスキルは重要な能

来ます。撮影する時は、専用の装置で乳房を挟み込み、

力であり、指導方法も一つではなく、あらゆる視点で

できるだけ薄く引き延ばします。個人差もありますが、

対応できる応用力や、多くの回数を重ね経験を積んで

痛くないとは言えません。ですがより少ない X 線の量

いくことも必要です。

で細かな所までよく見える写真を撮るため、早期の乳

そこで指導者が気をつけておきたいことは、限られ

がんを発見するためには、とても大切なことです。

た時間で十分な聞き取りができずに一方的な指導に

現在、日本では、約 20 人に 1 人の女性が乳がんを

陥ってしまうことです。対象者は一人ひとり違う環境

経験すると言われています。死亡者数は、年間約 1 万

にいて、様々な問題を抱えています。対象者を主体に

人、1 日に約 30 人もの人が命を落としています。

話を聞き出し、どう問題に対処していくか、一緒に考

あなたも、ぜひ「マンモグラフィ検診」
を受けてください。

えサポートしていけるか、そのためには、信頼関係を

「マンモグラフィ検診」の詳しい内容については、当

いかに短時間で築けるかということも重要になってい
くと感じました。
まだ始まったばかりなので、出てきていない問題も
多くあると思いますが、今後の状況にすばやい対応が

会にお問い合わせください。
お問い合わせ先
㈶杜の都産業保健会
TEL

健診企画部

022（251）1505

できるように、柔軟な態勢を整えておきたいと感じま
した。

運動指導の風景

マンモグラフィ撮影装置
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職場のメンタルヘルスケア

職場のメンタルヘルスケア
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「ISO9001 認証」取得・奨励賞受賞
第 25 回親善ゴルフ大会

杜の都産業保健懇話会
第 25 回親善ゴルフ大会開催

「ISO9001 の認証」を取得しました
当会は、平成 21 年 1 月 16 日付で、品質マネジメン

杜の都産業保健懇話会（会長 佐々木茂範 東北特殊

トシステムの国際規格である「ISO9001 の認証」を

鋼株式会社取締役企画管理部長）は、平成 20 年 10 月

取得しました。

25 日㈯、花の杜ゴルフクラブにおいて、第 25 回親善

これからもより質の高いサービス（健康診断、保健

ゴルフ大会を開催しました。

指導、産業医活動、作業環境測定など）を提供できます

開会式では、佐々木懇話会会長と当懇話会顧問であ

よう、継続的な改善を実施し、品質の向上に努めてま

ります、財団法人杜の都産業保健会の錦戸会長が挨拶

いります。

をし、参加者 51 人のプレーヤーが日ごろ鍛えた腕前
を競い合いました。大会は、18 ホール、ストローク
プレー、ハンディは、ダブルペリア方式の競技で行わ
れました。始球式は、アウトスタート組を佐々木懇話
会会長、インスタート組を当会の斎藤専務理事が行い
スタートとなりました。
結果は、宮城県市町村職員年金者連盟の小松英喜様
がアウト 45、イン 42、グロス 87、ハンディキャップ
15.6、ネット 71.4 でみごと優勝し、優勝杯と副賞を
手にしました。そのほか、
ベストグロス賞、
ドラコン賞、
ニアピン賞などのアトラクションがあり、参加者全員
に多くの賞品が手渡されました。当日は曇り模様でし

全国労働衛生団体連合会より澤藤環境測定課長、
和泉情報処理課長補佐 奨励賞受賞

た が、参

㈳全国労働衛生団体連合会主催の平成 20 年度全衛

いた皆様

連運営研究協議会が平成 20 年 11 月 13 日㈭、東京・

は、さ わ

品川プリンスホテルで開催され、当会からは、澤藤環

やかな汗

境測定課長と和泉情報処理課長補佐が出席しました。

をかきな

協議会の席上において奨励賞の表彰式が行われ、澤

がら親睦

藤環境測定課長と和泉情報処理課長補佐が「永きにわ

を深めま

たり労働衛生管理業務に従事し、その向上に貢献をし

した。

加いただ

開会式で挨拶をする錦戸会長

た」
として表彰されました。
2 人は、この受賞に際し「労働衛生の業務に携わる
者として、今までの経験を十分に生かし、職務に専念
したいと思います」と抱負を述べ、今後ますますの活
躍が期待され

㈶杜の都産業保健会 全国労働衛生週間 標語入選者の紹介
優秀賞
リラックス

上手に取り入れ 快適職場
環境測定課 横山

佳 作
健診を受けて見直す

ます。

環境測定課長
澤藤 武則

情報処理課長補佐
和泉 直人

裕紀

生活習慣
正すあなたに 輝く明日 !
看護Ⅱ課 山内まゆみ
からだ引き締め 健康づくり
こころのゆとり 快適職場
健康推進課 田畑
学
元気がいちばん ! 健康がつなげる 家族の笑顔
総務課 千葉裕美子
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財団法人

杜の都産業保健会

〒 983-0031 仙台市宮城野区小鶴一丁目 21 番 8 号
TEL 022（251）7261（代表） FAX 022（251）7291
ホームページ http://www.morisanho.or.jp

至青森

小鶴停留所

利府街道
（松島線）
小鶴停留所

至利府・松島

仙台バイパス

至市内中心部方面

●

市営バス
東仙台営業所

㈶杜の都産業保健会
附属仙台健診センター

山崎
交差点

⬅東仙台方面
JR 東仙台駅

至東京

当会の基本理念
私たちは、公益法人の役割を認識し
働きがいのある明るい職場づくりに努め
お客様のニーズに的確に応えて、
労働衛生の発展と心豊かな社会福祉に貢献します。
お客様が求めているより良い健康診断、さらには社会が求めている
真の心豊かな生活の実現のため、斬新な発想と技術をもって、お手伝
いをさせていただくことが当会の普遍の “ 心 ” です。
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