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■ストレス・マネジメント
｢大切なものを忘れていませんか？｣
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■時間外労働等の労働時間管理について
(長時間労働者に対する面接指導に関連して)
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■災害事例 平成17年に発生した有機溶剤による中毒 �

■南九州ブロック共同編集事業場紹介
大和ハウス工業株式会社 鹿児島工場 ��#$% & ' ( …�

■面接指導実施のポイントＱ＆Ａ ��

■行政情報 石綿障害予防規則・労働安全衛生法施行令
の一部が改正されました｡ ��

■行政情報 働く女性・事業主・医師・助産師のみなさん
｢母性健康管理指導事項連絡カード｣を利用しましょう �	

■平成18年度熊本県における労働衛生の現状 (概要) �


■母性健康管理研修会のお知らせ ��

■厚生労働省委託事業に係る研修会
｢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｣ のご案内 ��

｢精神科医等のための産業保健研修会｣ のご案内 ��

■｢仕事と生活を考えるシンポジウム｣ ご案内
｢第44回熊本県精神保健福祉大会｣ ご案内 ��

■随想 忘れ得ぬこと⑤ )*+,%-./0��1234 4 5 6 7 …��

■熊本産業保健推進センターをご活用ください
ホームページのご案内 �	

…………………………

…………………………………………………

…………………………………………

…………

……………………………

…………………………………………………

…
………………………………

………………………………………

……………………………………………………………

表紙画の言葉 嬉野市民家 (祥棲家)
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～ストレス・マネジメント～
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どれくらい進んでる？時間がとれたら後で打合
せを少ししておいたほうがいいと思うんだけれ
ど良いかな｡ 都合つけてくれるかな｡ 資料は出
来てるところまでで良いからね｡ 時間が決まっ
たら連絡してください｡ 場所は僕のほうで会議
室を予約しておきます｡�������/A1*
��K��3L�A+MNOP'QR�S T

U5VW���5TU�XY��XZ'[S�

\A]^'_%@�`!'ab�cd�eSf

�6H*A9gh�ijklm'59n�]^

op�q�r�!�'FGH*+

!����st�u�vwm��xy��z

 {|m}~'���������vw���

m��'��q� �%@\�]^5_6H�

I+\X����A5�%H�I'���A9

a�����z �n>?3 �%@��!�

�����3L�A+�������'�2�

�6�����6�2����q�'����

��_���nH*+� ¡�2�6¢���£

�3H*'��CD����6¤2¥����6¤

2���¤ ¡�¦5�§� � ¡��¨©

ª¢�q�'z ����3L�+

«�s¬�������	����!��

®w��*����¯°��±²�2'¯°3

 ���³�H*+2¥����6A9	��

´®w�µ1��H��������¶�6·

¸��*�!�'±h�*'�����¹ºv

��6�3 �%@®w��»�¼½¾w¿\

��z Àz ���3L�+]^�ÁÂ6A

9�\�op5ÃH%H�I+ÄÅ�'ÆE�

�Ç~�ÈSF*&É���aÅ����vw

���'Ê9%�1%@�6H�I+Ë�ÌÍ

ÎÏÐ�Ñc�ÒÓ�Ô% ��yÕ���Ö

ÄÅ��¶6×6�Ø�\'�1�Az&�A�

Ù\'ÚÛ3 �&�A�ÜK�*%@ÝAz

&�A����!��相手が自ずと気づくよう

な指導�W01 Þ3�5��*+\�5�3

�n�ßc�àáX��6!`'�CD���

â�ãäå�*+

æ�2�Xçè�éê'ë��z ����

Jìí'î%`�µA9��AJ��A�ï�ð

n�1%@��ÒÓ'�S����AJñò'

��íA9�1%@�`�ñ�ó!�A9ô�

 ��µõ����z&ìíØW�ÒÓ�MÉ

y�3 3H�H*+ÒÓ��ö¢5�÷¢5

øÉ9%�ùú��ûü�����mýwj¶

þl����}~}�')øÔ%H*+ä��

ë����}�.�ÒÓ�3 ��q56�5�

ìí�a�'`�ñò��8���Ío3&T

�MÉ�1%@�É�*�w��À�5���z

 3H�H*+Ç~�¶6·3���3�1%

@�9�����!���6����¥5AA

6�¶�X5�� 3H�H*+

´®w�����	�����vw���
w

���¼����3 5Ý�5�µ1%K�)

���()����Ú()������É�

�Z'Ú���_����!�+`3 �`%

�T�`��Ô¶�	�Ío3&T�
�3�

1%@�1��
w��_����!�+�	

Ô��	'�Ø�����z ��5��_�

���!��Õ�í�z&T�
��1%@

�9��
w��_���n9%H*+

�*A9�	�������時にはフェイス

Toフェイスで感情の信号を確認しあったり､ ス

トレスの度合いを測ったりして言葉以外の何か

を感じ取る‘眼力＝感性’を大切にしてほしい

と思います｡

��'������3�ìí�����3

 !`��ÒÓ'FGH*+a�����Ñè�

Å����3���'9�Å���³��3

_�!��*+`%��É ��!���z �

����vw������±h�5��¤CD

���'âA%��µ���!��î%���

���Z3&��³z �H*+

さんぽ vol.47

3



�����������	
���
���������������������

�������	
������� 藤 田 泰 生

������
�������� �!"#

$�%&'()*�+,-./01234�5

6789:�;:9<=
�!"2�>?@�

ABCDED��FG.HI!JK12L�M

NOP�QRSTU9
�VW���
�VW

�XY5Z[\:�]^����
�_`a

!,b$cd!"2efgh.ij12;k.

��_!lmnopq9:rmst

uvw!x���y&zT
�5RO{{��.

|}2���
�_!,b$x�~���m�

!"��cd!"2efgh.ijm`q:�

`�r��trs�RP{��.|}2]^��

��
�_!lm$�efgh�x;:!��

2��.��2��no5��_!��9:r

mst

��y&zT
�5RO{{��.|}2kb+

�x���x�}9:`b���
��1t�

�2�q���
�k`9`b"+!
���

��.12��5��r1t

��y&zT
�5R����.|}����

�5�7`2�a�� ���
!"�%&'

()*�+,-./01234�5 ¡12k

\:$br1t

��y&zT
�5RO{{��.|}2���


�kx�a+¢£12��m¤+Ut
��

��zT���y&zT
�x
�¥���x

a+X^\:$b2��m¤+Ut


���5ST¦��S§�{���zT5¨

§©&TªTkb+«W§z¬T���®��

RO{{�����y&zT
�.12kms9�

a+b+
��i¯k`2U¢£m$°rm¤

+t

±kR�
�T²5³OT�zT5´T�®µ

!���y
�.¶b#·b12km$�S

T¸���¹�.O�T�m$�����zT
�

.ST¦��ºT�m$�»���µ¢O{O��k

`�r1t¹��`bTx¼T�«W!zTk

m$½v.z¾2Txs#s�¬T�mU��

r��t

RO{{�����y&zT
�kx;+b+¿

¯`��1t

S�
�¥���x�ÀÁ_x
�_!zÂ�

�.Ãb$�S§�!,b$�{��.|}$


�\�$x`9`btS§��ÄT!,b

$xST¦��.|}$
�\�$x`9`

bkX^\:$br1t

s�m���O{�HÅ�
�_.ÀÁ12

Æ��ÇÈ&ÉÊ������ËÌfÍÎ

Ï�	ÐÑlÒ��®��S§���^
�

��x����k\:$br1t

;;�b+S§�kxÓ�XYÔ�ÕÖ!

^¾2;k5�×r15�^¾5`b®µx

TªTU9©ªTr��S§�kØ\:$b

r1t

Ó�XYÔ�^¾�
ÀÙ^.ÚÛm�Ü

Ý
�¥�Þßà�áâ�.1:��S�ã

ä�åæ
����SRãä�åæ
��

�.k��ST¦��.|}�xS§�{�

�.|}$
�\�2;k5��r1tmU

m�S§Mç�
���x�{��.|}2;

kx��r��tÙ^âqxèé5^¾9:

$br1t

uvw!x�Ñ}�åæê�ë�
���

�ìíxî�ï�"+!`�r1t

4

さんぽvol.47



�������	
�������	
��

������������������

���������� !"�����##$

	
���%&'(�)*+&',-./0

1234#

5�6%�7�89:;<�%�=�'>-.

=%?@AB9C1D9E2FG4

9H�6%;����IJ$HK.��L

MN9K<�;O1.KP%'KK�QR;

*.S%�TUV�0TWXY2�#�Y�

��6Z'KK234

[���\]��������^��6%'

�_.K23N�`1'aBP�b��^

6%��'cdef*.KP<���gE2

FG4

�h��i�'*.�jk��\]lmn

o$i�pq'pCq1Dr�i��stu

��b��^6%��'OFP`;Nqv

234

w�xyz{^|CP`;�qv9K }

�~���NgP"�$��\]lmno

���'�C.�b��^6%��'��

9��$HK.��`;Nqv234`�"

���'�CP�N9K"�� W$��

9:pC'qFD�K`;$9�.K234

=��b���6%��$�3Pi��K�

�P��i�;K�1.KP<���h��N

r� !"�������&���3P��

��NgP"��r�����;�9K"�

�r� !"�������&'��3P�

;i�*+�hi�����W$jk��\

]lmno$pq'3P��NgE234

��i���_Pu��

��bw�6%��N��9� ¡ }

¢������!M�£&

¤�%$¥K.�¦o�90§$%'¨B

[©�?u���ª§�«�$¥K.�¦

o�

¬6%��'��%;r�!�®!¯

°i��±²��

��i�������b���6%��'

��FP`;$¥K.³ ´µ'¶�19K

+_�<��gE����$�b���6

%��'·-�¸ @<���$¹�FP+

_$����IJ^®!ºR���iJ»$

r�¼½;9P�_N��;9E234

¾���i���_P�b����&���

$¥K.��¿����¦o���»$�3

P\]ÀN�_01.HE234

	 
 � � >y� !" ���� !"

��������%# XÁXÂ�� XÃÃÂÄ�

�������X%# XÁÁÂX� XÅ�ÂÃ�

=���� X��Â�� XÁ�Â��

X�%�� ÄÁÂX� �YÂÃ�

� � � �  �

��� X��

5�� YÄ�

=�� ���

�©�� �Y�

5©�� ÁÄ�

[©�� XX��

�«� �Y��

����N[©�'aBP�«���	


�����������"�

cÆ����"�

� � � �  �

��� XÄ�

5�� YÁ�

=�� ���

�©�� �Ä�

5©�� ÃX�

[©�� XY��

�«� ����

さんぽ vol.47

5



�������	
����������

����������������� !"#

$%�&'!"�()�*+,-./01

2�3�$%!"43�56�78�$%,/

9:;��<=>?@ABCDEFGH.I1

<=>?�<=J�K�L�MNH�I1

<=>?�O��(PMQ >?��(RS

TU�QVK�>?@W�9X��>?FY

.-.I1

Z[\]^

_`a]^

bcd]^

efghi]^

jkl]^

mn!�ABo-9>?

pqrs@tu v"wM�ABo- >?

<=>?�O�x��

<=>?yz(PMQ >?�q!"^H>

?y{|!"#$%!"}{~q�!"#$

%�<=J��56$%!"}{~q�56

$%�<=J��78$%!"}{78$%

�<=J�

MQH.I1

����:���$%!"4��56F3�$

%!"43�56M��:;��!"#�5

6$%�<=>?�3��<=>?@ABo

QU-�QH./0F���$%!"4��

56F3�$%!"43�56M���� 

:;��u�������!�F�!����

!�5�!"Fq!"���:�:;����

!����!.��q!"�3��$%!"M

QH$%()3�<=>?@ABC���G

H./01��M��`��$%!"�>?

@ABu����M�Q���.I1���

$%����� ������-9>?yF

G :;�¡����-9>?y�¢�Au

GH./01QN�£¤¥��<=>?@A

BC��:F¦��C�I1

��§!"$%¨�©I ª«¬®'�� 

!"#�56$%!"�O�¯3�K�`H

�I1°��v6@±��~�u�>?²³

6�´oQU-�QH./01

q�s^9H�!"#�56$%!"}z

qrs�µ$%!"}¶~·Ov"~qrs

"��µ¸6}¹��{º»

MQH.I1

��O�¯3@¼u�3�$%!"M��

$%!"F½Q��� ��:�¾¿À�·

O�Á.I1

ÂÃ��C��$¼"���@����Ä�

$%()ÅÆÇ§�ÈÉ@I-��!"#�5

6$%@,/ �MFÉÊ.I1����$%

¨FËÌ��ÍÎ@ÏÐ�Ñ��%V9����

Ò�MÓÔ�ÕÖ×ØFÙ³�I1ÏÐQ5h�

5ÚFDE�I1

*ÛQ$�ÜÝ@´��!"#$%456$

%@Q ÞVßQV��à,�1áC��¾´

o/ :;�âãäØå�MQ�Q��C�*

Û�!"ÜÝ@´��$%¨�æ$�ØçèØ

F9.�Q��C���à,�1

!"#$% éêëÂÃ

78$% éêëÂÃ

56$% �êëÂÃ

!"#$%�78$% ê»ëÂÃ

56$%�78$% �»ëÂÃ

さんぽvol.47

6



7

�������	
�

��������
��� ��� ��� ���

さんぽ vol.47

� � � ���� � � 	
�� ��� � � � �

������� �������������� !"#$�%&#'(�	


)*+",,- !./0123456789.:��;

�5<$78=�>�789�?@A��BCDE9.FG

HBI$J�%&#KLM*NOA��PQ�	
)KRF

:STU.V:H��WXYBJ

>Z[\ +",,-

 !

]RF:STU^V:

_LM`a1

bcded

f�

g� =��#���#hijiik�lmijiink$op�$qr<s

'e$#t$u�=�.	
)*+",,- !./012

34u�v.:��NY��Bw��+",,- !.FG

HBI$Jxy=�z�����	
)KRF:STU.V

:H��WXYBJ@B�xy��/*	
)�{H�CD

E9�{34|}~���.��H��PQ�xy=���

4=���.�H��WXYBJ

>Z[\ +",,-

 !

]��C��$��`�

_���M<s^�s

�|}~���^��

�=�/�)^��

�RF:STU^V:

����d

edf�

�� ��#$5�������	
)*���!2�V92 ¡

9.¢£HB�V:56.:��=�.NY��Bw���

��!.FGHBI$Jxy=�z�	
)KRF:STU

.V:H��B*����M<s$¤¥¦§*¨©ª«¬(

®�LM*`a1W�¯�YBJ

>Z[\ ���! ]LM`a1

_=�/�)°±`²N

³´µY

¶·�

g� ���$¸¹������	
)*tWº$»A.¡¼e½¾

¿ÀÁ�.ÂnÃ?C34ÄÅvÆ.:��ÇÈ34=�.NY

��Bw��CDE9.FGHBI$J
���z����¸

¹�#$ÉKÊ���B*�LMK`a1W�¯ËYBJ

>Z[\ ¾¿ÀÁ� ]LM`a1

_��C��$��`�

]RF:STU^V:

_=�/�)^��

�=�ÌÍ^=0

���!Î>Z[\ ÏÐÑ$#Ò.CDE9*GY��4ÓÔD�ÕG34B

Ö�	
)*ÓÔD$×.ÊØB2Ù�ÓÔD#�ÚÛH�

�BCDE9ÜM.FGHBI$Jxy=�z�����	


)KRF:STU.V:H��WXYBJ

Ý� ¡Þ��

]LM`a1

_`ßàWSTU$á:

���C��$��`�

�=�/�)°±`²N

�â",,

�Áã!

>Z[\ u�<s.äåæ134BÖ�<s#�GY��B�â",

,�Áã!$çÙè®=�.NYBé��<s#�êëA�

�B	u�.ì�íî4BÖ�	
)*<s#�GYB2

êï�<s#�ðñH��B�â",,�Áã!.FGHB

I$Jxy=�z�	
)K;Zòó".V:H��B*�

<s#�GY�ô1(FõÑ*ö÷HBI$2ø©mA4J

ù� bcded

f�

]LM`a1

_��C��$��`�

�RF:STU^V:

+",,-

 !

>Z[\ 5<�������789.á:H�úrD'e$5<`U

£û�$5<.7834=�.NY��Bw��789�?

CmA��B+",,- !.FGH�>Z.üêHBI$J

	
)KRF:STU.V:H��WXYBJ

ý� þ��

]LM`a1

_RF:STU^V:

���!>Z[\ ������$��¬$�¬�!�������	
)*�

��!.?C34;�56.:���$;�5<��.NY

��Bw��CDE9.FGHBI$J
���z�����

	
)KRF:STU.V:H��PQ�xy=���KL

M<sK�smA��WXYBJ

i�� �����

]LM`a1

_RF:STU^V:

���C��$��`�

�â",,

�Áã!

>Z�\ �â",,�Áã!ÜM�u�<s*	
HBBÖ�	
)

P*xy<s*�smA��4���#���=�.NY

��4w���â",,�Áã!ÜM.FGHBJ���#

Kij���-���$Ê�'HXW��LM*`a1W�¯�

YBJ@B�	
)PKRF:STU.V:H��WXYBJ

ý� bcded

f�

]LM`a1

_��C��$��`�

�|}~���^��

�=�/�)°±`²N

���!>Z[\ £0��df��#�����������(»AB�.Ç

È34BÖ�	
)*���!.?@¶B��ó.:���

�$�Ùè®=�.NY��B2Ù����!.FGHBI

$Jxy=�z�����	
)KRF:STU.V:H�

�WXYBJ

ù� ¡Þ��



大和ハウス工業株式会社 鹿児島工場
衛生管理者

林 秀之

当社は､ 昭和30年の創業以来､ 注文住宅・分譲住宅をはじめ店舗や
オフィスビルなどを含めた各種建築事業のほか､ 都市開発､ 観光事業､
HC (ホームセンター) 事業､ 海外事業などを幅広く展開｡ 高品質な商
品を迅速に提供する ｢建築の工業化｣ を基本理念に､ 快適で安心でき
る環境の創造に努める ｢総合生活産業｣ として邁進しています｡
当工場においては､ 昭和44年に操業を開始し､ 集中・分散生産方式

を実施することで住宅鉄骨生産及び木質製品を九州一円に出荷してい
ます｡
また一部の鉄骨部材については､ 全国工場への供給が平成６年より

開始され､ 住宅部材の集中生産化を図るとともに全国工場への供給拡
大を目指しているところです｡
生産・集積及び輸送は工場内協力会社５社にて行っています｡
又､ マネジメントシステムの導入も行っており､ ISO9001､ ISO14001
の認証もそれぞれ取得し､ 安全衛生はもちろん品質管理､ 環境管理､
設備保全などトータル的な活動を展開しています｡
１. 社員と協力会社一体となった ～ 安全衛生管理体制と取組み

2006年度の本社 ｢安全衛生推進基本方針書｣ に基づき､ 当工場内
の大和ハウス社員と協力会社従業員と一体となった各種安全衛生活
動を展開しております｡
当工場においても2006年度 ｢安全衛生管理計画書｣ を作成し､ そ

れに基づいて製造ラインの作業では､ 協力会社の作業者が大半を占
めていることから､ 当社はもちろん､ 協力会社独自での安全衛生活
動も活発に展開されています｡
まず､ 工場の会議体として､ 月１回の安全衛生委員会や､ 協力会

社と一体となった安全衛生協議会を実施し､ ライン型の安全衛生管
理体制を構築｡ これに加え､ 安全担当のスタッフを配置し､ 各ライン管
理者による安全衛生活動を支援する体制をとっています｡【図－１】
さらに､ 当社の社員が行う巡察パトロールでは､ 従来､ 男性メン

バーのみで行っていた同パトロールを平成14年度から女性社員をメ
ンバーに入れて毎日実施するなど､ 新たな取組みも開始しています｡
女性は細かい点にも気がつくので､“女性ならでは”の視点による

指摘が数多く出ています｡
また､ 協力会社の活動としては､ 協力会社の集合体である ｢協力

会連合会｣ による ｢連合会パトロール｣ や､ 協力会社で組織する
｢安全衛生推進委員会｣ の各部会による個別パトロールなど様々です｡
このほかにも､ 各社ごとに実施される安全衛生委員会､ 作業開始

前の職場体操､ TBM､ KYKなどによる安全衛生意識の高揚を図っ
ており【図－２】､ さらには､ 各協力会社ごとの ｢ヒヤリ・ハット｣
の提出､ 安全衛生関係の各種改善提案制度 (報奨金制度) などが実
施されています｡
前段でも述べましたが､ 現場での実作業に当るのが協力会社の作

業者であり､ 協力会社独自の自発的な安全衛生活動が､ 各社ごとに､
また連合会単位で活発に展開されています｡

２. 毎月２回､ 産業医が各社を巡視～個別の健康相談などを実施
労働衛生活動については､ 産業医による月２回の職場巡視 (協力

会社単位) の実施をしており巡視時に健康相談を行うことで､ 個々
の労働者が抱える健康上の問題点などをチェックすることができま
す｡
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図－２

当社他工場への鉄骨部材の出荷エリア

図－１

鹿児島工場
(正門より)



また､ 毎月１回の安全衛生委員会で産業医による ｢生活習慣病｣ や ｢健
康増進｣ に関するアドバイスや指導も行っています｡
毎年､ 10月の全国労働衛生週間には､ 全体朝礼で衛生講話をして頂いて

います｡
３. 夏場の暑さ対策～熱中症対策

夏場の暑さ対策として､ 工場建屋の屋根への散水､ 暑熱作業場所への大
型送風機､ スポットクーラーの設置など工夫を凝らした様々な活動を展開
しています｡
また､ 水分補給や塩分補給のため各作業ライン詰所には冷水､ 梅干､ 黒

砂糖などを置き､ 作業者がいつでも補給できるようにしています｡
４. 健康相談・健康増進 ～ 社内イントラネットの活用
その他に､ 社内のイントラネットにて､ 労働者の疲労蓄積度自己診断チェッ
クリストを公開し自己診断ができるシステムを取り入れました｡
そして､ 社員向けの健康に関する相談 ｢24時間電話無料相談｣ を開設し､

いろいろな情報が検索できるシステムになっています｡
１. 健康診断結果に対する相談
２. 気になる体の症状についての相談
３. 治療に関する相談
４. 出産・育児に関する相談
５. 家庭看護・介護に関する相談
６. ストレス｡ メンタルヘルスに関する相談
７. 病気の予防・健康増進に関する相談

定期健康診断の有所見者を徹底フォローし､ 社員に医療機関情報を広報
し､ 二次精密検査受診の為､ 定期健診機関から所見者に自動的に紹介状を
提供するシステムを構築し､ 精密検査受診確認のアンケートも実施してい
ます｡ 病気の早期発見・完治の為､ 定期健康診断の有所見者は必ず､ 医療
機関で受診するように呼びかけています｡
職場のメンタルヘルスにおいて､ 従業員の精神的な問題を早期に発見し､

適切に対処することは､ 精神疾患からの早期の回復や予防のためにとても
重要な活動です｡
精神疾患の７割は､ その上司が第一発見者であるというデータがありま

す｡ 日常､ 従業員と接している管理監督者が部下の精神的問題に気づき､
適切な対処ができることは､ とても重要で､ 管理監督者が部下の精神的問
題に気づいた時にまずどのように対処すべきかについて､ わかりやすく教
育研修をするため管理職向けのメンタルヘルス教育 ｢シュミレーションゲー
ム｣ も取り入れております｡
５. 環境保全活動にも尽力～快適職場づくり

月１回の全体朝礼時に社員､ 協力会社全員でラジオ体操を行い､ 体調を整
え毎日のラジオ体操も各社ごとに行っており日々欠かすことはありません｡
快適職場作りとして､ 騒音作業場所における騒音発生箇所の隔離､ 溶接

光遮蔽板の設置など改善活動も活発に実施されています｡
安全衛生保護具は個人別に殺菌用保管庫で管理し､ 工場内では畳敷きの

｢ふれあい広場｣ で体をリフレッシュし､ 又､ シャワー室で汗を流すなどメ
ンタル的にも有効な施設を設置しています｡
また､ 月１回の ｢環境デー｣ を設定､ 工場内及び外周の清掃をし､ 地域

活動も行っています｡
消防訓練は自衛消防隊を組織化し年１回の避難訓練を実施､ 地区の消防

組合と連携して活動を行い､ 協力会社とともに徹底した安全衛生活動を展
開し､ 社会貢献できる企業を目指しています｡
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産業医による衛生講話

スポットクーラー (冷気噴出し口)

ふれあい広場

シャワー室

全員でのラジオ体操

疲労蓄積度自己診断チェックリスト
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今年４月１日から長時間労働者への医師による面接指導制度がスタートしましたが､ 今

号から､ 数回にわたって面接指導実施のポイントについて､ Ｑ＆Ａ形式でご紹介します｡
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第１ 吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置
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第２ 石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置
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第３ 足場､ 器具､ 工具等の持出し禁止
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② 規制の対象となる有害物の範囲の拡大
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○石綿障害防止規則の改正

○労働安全衛生施行令の改正
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の一部が改正されました｡
平成18年９月１日から施行

石綿障害予防規則

労働安全衛生法施行令
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建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系

建 築 物 に お け る 施 工 部 位 の 例
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働く女性・事業主・医師・助産師のみなさん

｢母性健康管理指導事項連絡カード｣を
利用しましょう

仕事を持つ妊産婦が主治医等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合､ その指
導内容が事業主に的確に伝えられるようにするため､ ｢母性健康管理指導事項連絡カー
ド｣ (以下 ｢母健連絡カード｣ といいます｡) を利用してください｡
女性労働者からこのカードが提出された場合､ 事業主はカードの記載内容に応じた
適切な措置を講じる必要があります｡

｢母健連絡カード｣ については､

○厚生労働省ホームページから様式をダウンロードすることができます｡
(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.html)

○ほとんどの母子健康手帳に様式の記載があります｡

�

��

�

さんぽvol.47



イ ｢母健連絡カード｣ の趣旨
�������	
����������������������� !"�#$%&

'�(��)*+�,%-.�/�01�����23�4567�#89:���01�;

3�67%<=�>?@ABCD

<�&'�E��	
����������F�-.G(��HI�JKL-.�/ M%

<=�B:%,N�C%&'�����#89:���OC%-PQ�E��RSTUVQ�

WX�Y'Z7�[\CD

ロ ｢母健連絡カード｣ の使用方法

� �)*+(���	\&(����L���������HI+�]^�通勤緩和や勤
務時間短縮等の措置が必要であると認められる程度の指導事項がある場合�_A`�/ a
b��c�\CDde�fg

� ��	G(����L��(�����<���RSTUV h������ i��

\CDdjg

� ���(���RSTUV�ab�/�kl�mnopqnrstuv+��� #$\

CDdwg
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主治医
妊娠中又は出産
後の働く女性

事業主

②カードの発行

①受 診

③カードを提出し､
措置を申し出

④措 置

���������������������������������������������������������������

男女雇用機会均等法では､ 働く妊産婦の母性健康管理について次のように定めています｡
事業主は､ 女性労働者が妊産婦のための健康診査等を受診するために必要な時間を確保すること

ができるようにしなければなりません｡ (第22条)

①妊娠中の健康診査等の回数 (ただし､ 主治医等がこれと異なる指示をした場合はその指示による｡)

妊娠23週までは４週間に１回

妊娠24週から35週までは２週間に１回

妊娠36週以後出産までは１週間に１回

②産後 (出産後１年以内) の健康診査等については､ 主治医等の指示に従って必要な時間を確保する｡

事業主は､ 女性労働者からの ｢母性健康管理指導事項連絡カード｣ の提出等により､ 健康診査等

の結果主治医等から指導を受けた旨の申し出があった場合には､ 同カードの記載内容等に沿って

必要な措置を講じなければなりません｡ (第23条)

●指導事項に応じた措置には次のようなものが考えられます｡

①妊娠中の通勤緩和→時差通勤､ 勤務時間の短縮等の措置

②妊娠中の休憩→休憩時間の延長､ 休憩回数の増加等の措置

③妊娠中又は出産後の症状等への対応→作業の制限､ 勤務時間の短縮､ 休業等の措置

●主治医等の具体的な指導がない場合や必要な措置が不明確な場合は､ 事業主は､ 女性労働者を介して主

治医等と連絡を取ったり､ 産業医等の産業保健スタッフに相談するなどして適切な措置を取って下さい｡

母性健康管理指導事項連絡カード､ 働く女性の母性健康管理についてのお問い合わせは､

熊本労働局雇用均等室 (TEL ���－���－����) へ｡

さんぽ vol.47
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１. 開催日時

平成18年11月15日 (水)
13：30～17：00

２. 開催場所

熊本交通センターホテル (６階 椿の間)
熊本市桜町３番10号
TEL 096－326－8828

３. 参加対象者

産業医､ 医師､ 保健師､ 助産師､ 看護師
衛生管理者､ 機会均等推進責任者等

４. 定 員

50名

５. 研修カリキュラム

６. 共 催 熊本産業保健推進センター､ 熊本県医師会

７. 後 援 社団法人日本医師会､ 財団法人女性労働協会

８. 申し込み・問い合わせ 熊本産業保健推進センター

〒860－0806 熊本市花畑町１番７号 MY熊本ビル8階

ＴＥＬ096－353－5480 ＦＡＸ096－359－6506

時間 研 修 内 容 講 師

１

13：30～ �管内の動く女性の現状
�男女雇用機会均等法における母性健
康管理の措置

�労働基準法における母性保護規程

熊本労働局 雇用均等室長

齊田 三枝子

２
14：30～ �母子保健の理念

�妊娠中の症状等に対する措置
母性健康管理指導医 (熊本労働局)

竹本 純一

３
15：30～ �職場における妊産婦の健康管理と産

業医等産業保健スタッフの役割
熊本労災看護専門学校校長

鏡 輝雄

１………生涯更新研修 １単位
１～３…基礎後期研修 ３単位 または

２～３…専門研修 ２単位

母母母 性性性 健健健 康康康 管管管 理理理 研研研 修修修 会会会
せせせららら知知知おおおののの

�
�
�
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��X�YZB[\"789:�9;�<=B�]�">5?�@ABFG^/H IJ_`abcBd`�

	efgN
>KKH ^#^ Ohi�9;�jk�"lmEnoH Ip JEqrH ^#NO

■主 催 stuvwx9;csyz{u|sPu789RSTPQ

■対 象 9;

■定 員 }~~�

■参 加 費 �� ��">�abc6�w9;c��789����\
��abcK^/yz{UNO

s��abs��ab�����u|W�abs��ab�����uu

■開催日・会場
��}����}��s�u

vw������ ¡� ¢£ ��� ���¤

vw¥¦§¨©ª«}¬ ®̄ ~�°«±��«±}}~

■研修時間・内容
²}±³�~́ }�³~~ fµ¶H·¸

²}�³~~́ }�³±~ ��������!<

²}�³�~́ }°³�~ ¹º�»�¼*

²}°³�~́ }½³¬~ �����������!<

²}½³±~́ }�³~~ ��&'�()

■申込方法 ����¾¿ÀsÁÂÂÃÄÅÅÆÆÆ�ÇÈÉÈÇ�ÊË�ÌÃuÍ6ÎÏÐsd`�yÑÒ�ÓMÔÕB`Öu�

/�y^Ñ×JI·HO

[µØ���6"ÙÚÛ[µÜÝBÞe#N�U"ßà|á�sâe1�u60ã�E`Ö

äH#NO

■申込期限 �å#Uæçè�yÑ[F^"fg��é�êByÑ�ëKH ^#NO��"�å�ì^

�Híî�6"ï�#U[\ð\#N�U"ñ�ò6óôõöBPQÔ÷ø#U�ùHî4

úJI·HO

■そ の 他 ûüí6"EýþUp#ú��UE�þJI·HO

■お申込み・お問合せ先
PQ*% 789RSTPQ ��@|Ô8@

�}~��~~�¬ ����	
�¢«�«� ����£

®̄ ~±�±�½����¬} ÎÏÐ ~±�±�½����¬°
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厚生労働省委託事業に係る研修会

｢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｣ のご案内

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

受 講 者 氏 名
ふりがな 会場 熊本県会場(１月14日(日))

性別 男 ・ 女 年齢

連 絡 先

〒 － 自宅・勤務先 ←いずれかに○をして下さい｡

住所

TEL － － FAX － －

認定産業医手帳
発行元都道府県
医 師 会 名

医師会 認定産業医
資格の有無 １ 有り ２ 無し
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\kl<me�nop<qr��&&s����KI��Z,[<:t&?(�FG��uv�-.w�uv�

-.x,:;�yz��HG{|��M(\klMd}Jde�nop<~��&)*qrMd?@�A��
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■主 催 ������ILp_�������K���p_���������KVW��p_

�������KVW��p_���HGI�����

■対 象 ��K�����K���W�K�IL

■定 員 ���

■参 加 費  ¡ �)���nop0��ILp¢£HGI¤¥�)4�]£nop&?(�¦§��A

�¨©no�ª«no¬®�_,¯no�°±no¬®��

■開催日・会場
²³ µ́�¶·´̧����

��¹º»¼½¾¿À8 ´́Á ÂÃÄ�Å

��ÆÇÈÉÊËÌ Í́ ÎÏÐ �µÑÌ�ÒÒÌ�́ �́

■研修時間・内容
Ó �́Ô �́Õ �́ÔÍ� qÖUM×�

Ó �́ÔÍ�Õ´̧ÔÒ� HG{|ØÙ_Új-._567898	:;

Ó Ò́Ô��Õ Ñ́Ô�� 567898	FÛnÜ

■申込方法 ½67»ÝÞ
�ßààáâããäääåæçèçæåéêåëá�ì0íîï��ð��ñò�bcFó<ðô��

()�?ñõJ}×MA

öÖ÷£w�0�øùúöÖûü<ý*@����þ�_����*#��0���\ðô

�M@�A

■申込期限 £�@�Z����ñök?�qr�����<�ñ«	&Md?@�A�)�£��
?

�M���0���@�ö44@�������0��uv<��F��@�)$M��

�J}×MA

■そ の 他 �	�0�\����@����\��J}×MA

■お申込み・お問合せ先
���� HGI����� ���_FG�

� �́�	��ÒÍ 
������Ì�Ì¶ 
��8¬Á

ÎÏÐ ��Ì�Ò�̧ÌÒ̧Í́ íîï ��Ì�Ò�̧ÌÒ̧ÍÑ
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厚生労働省委託事業に係る研修会

｢精神科医等のための
産業保健研修会｣ のご案内

精神科医等のための産業保健研修会申込書

受 講 者 氏 名
ふりがな 会場 熊本県会場(１月14日(日))

性別 男 ・ 女 年齢

連 絡 先

〒 － 自宅・勤務先 ←いずれかに○をして下さい｡

住所

TEL － － FAX － －

認定産業医手帳
発行元都道府県
医 師 会 名

医師会 認定産業医
資格の有無 １ 有り ２ 無し
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｢仕事と生活を考えるシンポジウム｣ ご案内
－ご参加は無料ですのでどなたでも参加できます－

日 時

平成18年10月19日 (木)
�������	
�������

場 所

ホテル日航熊本５Ｆ����������

申 込 先

(社)全基連熊本県支部 ���������

���������������

主 催

 !"�#$%&�#'(!)*+

�'(,&'(!)-./

内 容

１ ファミリー・フレンドリー企業表彰式

２ 企業の好事例発表

３ 基調講演

堀
ほっ

田
た

力
つとむ

012

�345	6789:;<�

演題 ｢自分を生かす生き方｣

�=>?@AB�CDEFG+H=

	I�H=JKLMB�CN@FO

PHQRS�

!TUV 堀
ほっ

田
た

力
つとむ

W

XYZ[�\��]=JK

^_O`a`%bc�&XY��[�\Hd;efMghijklm]�On

opqrsfteuAvwxyxzx{;|F}w~xM�^�d��%t

euA~��x�;|F��Q&�u�����
H����F�SM�C

�&���dd;�&a�O�f�<qF�eM���[��\H��Q&3

45	67 ¡¢£yx�¤345	6789�F¥¦ILM67&§¨£

©ªg&«¬&®&G+&¯°±²³´µ¶·uM©¸¹ºV»²¼&½

PKC@@¾h£{H¿À?ÁJÂÃ@LM

演 題

｢ストレスと上手に付き合う｣
ÄÅ{¸ÅÆÇÈh£{C:�±ÉÊ`ËÄ

UÌ ÍÎÏO`O`Ð¿ÑG+Ò`ÓÔÒ

ÕÖ×:`ØÙ¯Ú 松木 繁
UV¥Û�ÜÝ��Ä

同時開催

精神障害者作品展���Ý��Ä�

開催日時

平成18年10月26日 (木) ��Ý��Ä��Ý��

Þ¥+Vßà��Ý��Ä

�`áO`Æ£�i£âã%

�¥ä��Ý���

開催会場

熊本県立劇場 演劇ホール
��Oå�æç��� ���è������������

｢第44回熊本県精神保健福祉大会｣ ご案内

[主 催] �#éG9a¿�#êëìí67*+é�#êëÒîÐ*ïðk
[お問い合せ] �#íñ67%òóô$õö÷ ���è�������������øùú����

G9a¿�#êëìí67*+;�, ���è������Ü����Ü
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�������

ÐOÑÒ7ÓÔÕÖ×UØ/Ùw 長 尾 禎 一
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熊本産業保健推進センターをご活用ください

ホームページのご案内
熊本産業保健推進センターホームページアドレス

URL http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo43/

●会社の衛生管理の担当者に選任されたが､ 衛生管理活動をどう進めたらいいのかわからない ●労働者に対する衛
生教育はどうしたらいいのか ●メンタルヘルスや過重労働防止対策について知りたい など
お悩みではありませんか｡ 当センターはそのような産業保健スタッフの方のお手伝いをします｡

産業医や保健師､ 労務・衛生管理者等の産業保健スタッフ
を対象に､ 産業保健に関する専門的かつ実践的な研修を実
施します｡

産業保健に関する様々な問題について､ 専門スタッフがセ
ンターの窓口または電話・メール等で相談に応じ､ 解決方
法を助言します｡

研 修

法的には産業医の選任義務がない労働者50人未満の小規模
事業場が､ 産業医を共同で選任して産業保健活動を実施す
る場合､ 助成金を支給します｡ また､ 深夜業に従事する労
働者が自発的に健康診断を受診した場合､ 助成金を支給し
ます｡

助 成 金 の 支 給

窓 口 相 談

産業保健等に関する図書・ビデオ・作業環境測定用機器の
閲覧・貸出しを行います｡

ビ デ オ 等 の 貸 出

プロジェクター等の教育用機材の貸出しを行います｡

教 育 用 機 材 の 貸 出

関係機関・団体単位で実施する安全衛生大会・研修会等に
講師派遣・紹介を行います｡

講 師 派 遣 ・ 紹 介 情 報 の 提 供
ホームページや情報誌 ｢ゆた～と｣ 等で産業保健に関する
最新情報を提供します｡

※窓口相談､ 研修､ 貸出等は原則無料ですので､ ご利用をお待ちしております｡






