
えているのではないかと思います。それによって産

業保健の対応も変わってきて、メンタルヘルスの問

題、あるいは腰痛をはじめとした骨格系の問題も大

きくなってきていると思います。

　そしてもう一つ、労働者の高齢化です。健康診断

では、毎年のように有所見率が増えていますが、こ

の一部は高齢化を反映しているものだと思います。

近年の高年齢者の働き方などを踏まえると、週２～

３日働くというスタイルが主体になる可能性もあり

ます。さらに、労働の多様化、女性の社会進出もあり、

今後は在宅勤務など自宅で仕事をする機会も増えて

くると思います。そうしますと今後の中小企業にお

ける産業保健活動を支援するためには、地域産業保

健センターによる職域保健だけではなく、地域保健

と連携することがますます必要になってくるように

思います。　

　今日は、そういったことも含めまして、各界の専

門家、実務家の皆様にご参集いただきました。まずは、

自己紹介を兼ねまして、日常の活動や取組みについ
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○座長：相澤好治（以下、相澤）　最近の産業形態は、

全国的に第二次産業よりも第三次産業が多くなって

きておりまして、特に商業や流通、サービス業が増

今後の産業保健をめぐる
スムーズな連携
～中小企業の産業保健活動への
　支援のあり方～
　産業保健活動を推進するには、産業保健スタッフだけではなく、事業者、管理監督者、
人事、労務、主治医、従業員、そして家族や地域など、さまざまな立場の協力が必要
不可欠である。
　今回は、産業保健管理体制の整備が難しいといわれている中小企業に焦点を当て、
中小企業における産業保健活動の『連携』やその重要性、体制の構築等について、以下
の専門家・実務家の方々にご議論いただいた。

特
集─

座
談
会

参加者が取り組む産業保健の現状

座長：相澤好治　　北里大学名誉教授、専門は公衆衛生学。国の労働安全
衛生施策に関する多数の検討会・委員会において委員や座長を務める。本
誌の編集委員長でもある。

座長：相澤好治 （北里大学名誉教授）
土屋　譲 （土屋クリニック　労働衛生コンサルタント事務所長）
鈴木仁一 （相模原市保健所長）
森　有三 （堺地域産業保健センター　コーディネーター）
黒柳正美 （MMCテクニカルサービス株式会社　CSR室長）



連絡会）を立ち上げました。労働衛生に取り組まれて

いる地域産業保健センター（以下、地産保）や労働基

準監督署（以下、労基署）、商工会議所、協会けんぽ、

大学の先生、そして市からは保健所、精神保健福祉セ

ンターなどの関係者が集まり、どういった連携が図れ

るか検討する連絡会になります。

　連絡会では、現状を知るために調査を最初に行いま

した。すると、本日、まさしく話題になっております

が、50人未満の事業場で健康診断の実施が遅れてい

ることや、事業主の意識によって取り組み方が違うと

いうことがわかりました。そこで、今後のことを考え、

平成22年３月に健康づくりのための事業計画を立て、

「事業主や従業員の方に関心を持ってもらう」「お互い

協力し合える職場をつくる」など、いくつかの指標を

つくって取り組み、シンポジウムや研修会も開催し、

意識の向上を図ってきました。

　また、小規模事業場の事業主の方から、「健康づく

りについて、どうすればいいかわからない」「相談相

手がいない」という声が出た際には、保健所の専門職

種が対応を行っております。

○相澤　どうもありがとうございました。それでは、

中小企業の労働者への健康管理支援ということで、大

阪府の堺地産保の森コーディネーターからお願いい

たします。

○森有三（以下、森）　私は、もともと橋梁メーカーの
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てお伺いいたしたいと思います。

○土屋譲（以下、土屋）　私は現在、土屋クリニック

という一般の内科・消化器科のクリニックを開業し

ている傍ら、労働衛生コンサルタント事務所を併設

しております。産業保健に深くかかわるきっかけは、

平成11年から足立・荒川地域産業保健センターの運

営協議会委員に就任したことです。産業医の経験と

しては、電気や水道、運送、金融、建設などのさま

ざまな業種、そして規模は、50人を満たすかぐらい

の小規模から2,000人以上の大規模事業場も経験して

まいりました。

　その経験でわかったことは、やはり大きな事業場と

小さな事業場の対応がまったく異なるということで

す。（安全）衛生委員会の進め方もまったく違います。

産業医として、衛生委員会の中にどれほど関与すれば

いいのか、あるいは、衛生委員会をどのように進めて

いけばいいのかと迷うことも度々ございました。

　今日のテーマは『スムーズな連携』ですが、連携と

いうのは自分一人でできないことを人にお願いする

ことから始まるわけですね。これからストレスチェッ

クも含めてメンタルヘルスに関する活動が非常に多

くなっていくと思いますが、メンタル疾患をすべて

の産業医が扱えるわけではないですから、やはり連

携の機会や役目が今後増えていくのではないかと考

えております。

　安全・衛生管理者も保健師も労務担当者も、それ

ぞれの立場から自分の業務をきちんと円滑に進め、

小規模事業場の連携をいかにスムーズに図っていく

かが一番課題になっているところです。

○相澤　ありがとうございました。それでは、地域

の健康を支える立場を代表いたしまして、相模原市

保健所の鈴木所長、お願いいたします。

○鈴木仁一（以下、鈴木）　相模原市は、神奈川県北

部に位置し、人口72万人の政令指定都市です。事業

場は約25,000あり、うち93.5％が30人以下の規模の中

小企業です。

　相模原市では「保健健康都市宣言」を行い、平成12

年から市民の健康づくりに取り組んでおりますが、

働く世代の健康課題を考慮した上で、平成20年に「働

く人の健康づくり地域・職域連携推進連絡会」（以下、

　特集 〈座談会〉　今後の産業保健をめぐるスムーズな連携 

土屋　譲　　医療法人社団杏音会土屋クリニックおよび土屋労働衛生コンサ
ルタント事務所長。荒川区医師会長や足立・荒川地域産業保健センター代表、
東京産業保健総合支援センター相談員を務める。これまで、電気・水道・運送・
金融・建設業など、さまざまな業種や規模の企業で産業医を歴任。
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安全衛生担当部署におり、安全衛生活動に従事して

おりました。平成12年に定年退職した際に大阪労働

局からの依頼を受けて、堺地産保のコーディネーター

になりました。地産保ができたのが平成５年で、拡

充センターになったのが平成11年ですから、その翌

年から携わらせていただいてます。

　堺地産保では、事業場訪問による産業保健指導に

力を入れており、今年（2015年）１～９月末までで40

事業場、450人の方々に対して医師による意見聴取を

実施しています。また、相談窓口として、今年（2015年）

は９月までに351人の相談に乗っています。堺市内の

大手百貨店・スーパー、府の施設、市の施設などを

お借りしまして、平日は17～ 19時、土曜日は14～

16時に健康相談を開催しております。対象に制限は

ありません。本来ならば、われわれの事業は50人未

満の企業の従業員を対象としているのですが、会社

で安心して働くためには、ご家族の皆さんも元気で

あることが必要です。働く方々をバックアップして

いる家族の皆さんからの相談を含めた相談窓口の開

設が労働者の健康につながるということで、実施し

ております。

　こちらの現状や課題につきましては、また後ほど

お話しさせていただきたいと思います。

○相澤　大変活発な活動をご紹介いただき、ありが

とうございました。

　それでは、実際に中小企業の担当者から職場の現

状や課題等についてご意見をいただければと思いま

すので、MMCテクニカルサービス株式会社（以下、

MTECS）の黒柳様、お願いいたします。

○黒柳正美（以下、黒柳）　当社は、三菱自動車グルー

プの一員として、工場建設・営繕工事をはじめ、工

場内の電気・ガス・水道等の動力源の供給や工具の

研磨などの生産サポートを行っています。社員数は

400人ほどで、事業場は京都、東京、名古屋、岡山の４ヵ

所です。

　当社は三菱自動車と親子関係にあるものですか

ら、中小企業の皆様方の代弁とはならないかと思い

ますが、三菱自動車京都工場内の、構内協力事業場

（約40社）の安全衛生協議会の会長を８年間務めさせ

ていただき、中小企業の皆様方とお付き合いさせて

いただいた経験に基づいて本日はお話させていただ

きます。

　先ほどお伝えした通り、当社は三菱自動車の関連

子会社であるため、産業保健に関するいろいろな取

り組み方もほぼ親会社の仕組みをそのまま使ってお

りますが、社内の産業保健関連従事者に専門の者は

おりません。衛生管理者は社員400人に対して16名、

ヘルプラインの受付窓口は、名古屋、京都、岡山の

各地区に１名ずつの計３名です。私はCSR室長でご

ざいますが、事務局が２名、これらは全員兼務であ

ります。

　当社でもここ数年、メンタルヘルス不調に関する

事案が発生するようになりました。東京、名古屋、

京都、岡山とそれぞれの職場からメンタルヘルス問

題が勃発し、いわゆるモグラたたき的な対応になっ

ており、かねてより抜本的な対応が必要と思ってお

りました。そこで、平成26年から「健康いきいき職場

づくり」活動をスタートいたしまして、一次予防への

取組みを現在活発化させているところです（本誌82号

特集参照）。

○相澤　早速ですが、黒柳さん、中小企業における

産業保健活動を行う上で感じる課題や問題を教えて

中小企業として感じる課題

鈴木仁一　　相模原市保健所長。千葉県や厚生労働省にて公衆衛生行政に
携わった後、神奈川県内の数ヵ所の保健所を経て、現職。産業医資格も持っ
ており、県の事業場の産業保健活動に取り組んだ経験もある。
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○黒柳　そこがなかなかできていないと反省してお

ります。

○土屋　見えない部分の配慮、難しいところですね。

○相澤　連携の方法について議論を深めたいと思い

ます。連携についてはバリア（壁）もあるのではないか

と思うのです。例えば外部医療機関と産業医との関係

など壁をどうやって乗り越えていくかなど、お気づき

の点はありますか？ 

○土屋　企業のレベルや事業主の意識によって安全

あるいは衛生に対する対策が変わってくるというお

話がありましたが、規模が小さくなればなるほど安全

衛生対策が疎かになる傾向は私も感じております。

　産業医の立場としては、先ほど黒柳様のお話があっ

たように、なかなか外部に研修に行く時間がないと、

企業の方々への説得といいますか、安全衛生の重要性

を説く機会が少なくなってしまいます。そうすると、

やはり産業保健総合支援センター（以下、産保セン

ター）や地産保を利用していただくのがいいと思うの

です。MTECSさんは、センター等の利用は？

○黒柳　当社は、メンタルヘルス研修等で京都産保セ

ンターなどにお世話になっております。ただ、「この

組織は、こんな活動をしている」ということを承知し

ください。

○黒柳　本日参加するにあたって、安全衛生協議会

の方々とも話してきたのですけれども、はっきり言っ

て、財務体質が脆弱です。さらに慢性的な人手不足

もあって産業保健に関する情報を仕入れたり、外部

機関へ勉強に行くという時間もなかなかとれません。

したがって、結果的にはメンタルヘルスも健康管理

も事後対応になってしまいがちです。社内での対応

にも限界があり、外部機関に依存せざるを得ない状

況ですので、地産保の訪問指導は非常にありがたい

なと思って聞いておりました。当社もそうなのです

が、予算や人手が足りない企業においては、問題が

起こってからでないと、産業医や産業保健スタッフ

と関与し合えないので、日常からの連携はあまりと

れていない気がします。

　今後、ストレスチェックの義務化によって、高スト

レス有所見者が現在より顕在化するとなると、外部機

関においても人手が足りなくなるのではないかと思

います。そういったマンパワーの問題がこれから出て

くるのではないでしょうか。現時点ですら外部機関と

の連携が希薄であるのに、今後さらに人手が足りなく

なると、連携がもっと希薄化してしまうのではないか

という懸念があります。

　また、「安全衛生」と一括りに言っておりますが、「安

全」と「衛生」というのは現場において力の入れ方に結

構差があります。特に産業保健を軽んじているわけで

はないのですが、お客様からの指摘を受けやすい「安

全」活動に比べ、優先順序からするとついつい後手に

回ってしまったところがあり、自分自身、大変反省し

ております。

○土屋　今のお話の中で、「安全」はしっかり取り組

んでも、「衛生」はなかなか難しいということですが、

「安全」というのは、例えば上から物が落ちてきて頭

をけがする――要するに、原因と結果がすぐリアル

にわかります。ところが、衛生、特に健康障害ですと、

じん肺など発症するまでに何年も何十年もかかる。

そして、発症してから気づいても遅いので、見えな

いところに配慮する必要がある。ですから、安全と

衛生というのは常に車の両輪で対処しなければなら

ないと考えております。

　　特集 〈座談会〉　今後の産業保健をめぐるスムーズな連携 

壁を乗り越えた連携の方法

黒柳正美　　MMCテクニカルサービス株式会社ＣＳＲ室長。三菱自動車京
都工場の構内協力事業場（約40社）の安全衛生協議会長を８年間務め、近
年は「健康いきいき職場づくり」活動を会社一体となって取り組む。
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ていれば、もっと利用しやすいのですが、まだセン

ター等の活動内容をよくご存じない事業主さんもい

らっしゃいます。また、せっかく情報提供があっても、

忙しくて利用できず、活動内容を知らないままに過ぎ

ている企業もあります。無料で活用できるサービスさ

えも受けられていない、というのが実態のようです。

○土屋　私が感じているのは、例えば地産保があち

こちにありますけれども、非常に忙しいところと忙

しくないところの差があり過ぎるのはなぜか？要す

るにいかに連携をしていくかという話になっていく

と思うのです。

○相澤　アンマッチがありますね。求められている

ところに支援が届いていない。

○黒柳　森コーディネーターの先ほどのお話で、今

年もうすでに450人でしたか、非常にたくさんの方々

をご指導されているという話を聞かせていただいて

びっくりしているのですけれども、訪問企業の順番

なり優先順序みたいなものはどうやって決めるので

すか。

○森　まず、堺労基署が、査察（臨検監督）として企

業を回られます。労基署が企業に対して指導をする

際に、「地域産業保健センターというところがあるか

らそこに電話しなさい」と地産保を紹介してくれるの

で、その企業から連絡をいただき支援をし、健診の

事後措置についてお聞きしたりして、支援に行くと

いうこともあります。

○黒柳　労基署との連携がうまくできているのです

ね。

○森　そうですね。特に現在の堺労基署長は、地域

産業保健事業は非常に大事だと一生懸命取り組んで

おられて、その恩恵にわれわれがあずかっていると

いうことになります。

○黒柳　連携のきっかけをつかむためには、コーディ

ネーターの方が企業訪問をされて、ヒアリングや現

場の実態を見られて問題を見つけ、そこに手を入れ

ていくというのが一番有効かと思います。自分たち

も甘えていてはいけないと思うのですけれども、こ

れまで「忙しくて行けない、人もいない」という理由

を正当化しているところがありましたので、外部機

関が暖かい手を差しのべて企業を訪問し、チェック

やアドバイスをしていただけるとありがたいと思い

ます。堺地産保では、今、まさしくそれができてい

らっしゃると聞きましたので、そこがあるべき姿な

のかなと思いました。

○相澤　コーディネーターの方が「直接企業に行って

指導しますよ」と言うと嫌がられるという話も聞きま

すよね。その辺りはどうなのですか。やはり労基署

の力を借りるというか、それをやられたほうがいい

のでしょうか？

○土屋　足立・荒川地産保でも、「労基署から言われ

た」というきっかけでの利用が一番多いです。労基署

も順番に企業を回っていると思いますが、人数が少

ないものですから、１回来ると、その後３年位は来

ません。できれば中小企業の方が自ら進んで相談に

来ていただけるような、入りやすい地産保を目指し

ていきたいと考えています。

○相澤　そうですね。その辺が非常に大事なところ

でしょうね。

○鈴木　役所の立場からすると、「役所に言われたか

ら嫌々行く・相談をする」というのはなかなか継続性

につながりにくいです。今、土屋先生がおっしゃら

れたように、言われなくてもやってくださいという

のが理想だと思うのです。

○土屋　確かに。役所から言われて来る企業はリピー

ターが少ないです。

○黒柳　おっしゃるとおりです。当社で取り組んで
森　有三　　堺地域産業保健センター コーディネーター。橋梁メーカーの安
全衛生担当として長年安全衛生活動に従事した後に、平成12年より現職。
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いる「健康いきいき職場づくり」においてもやらされ

感があると絶対に長続きしません。

　先日、何社かに産業保健活動について実態を聞い

て回ったのですが、「なかなか積極的に取り組めない

事情がある」という企業も現実にはあり、それが本音

かなと思います。特に50人未満の企業は、安全衛生

委員会を作らなくてもよいなど行政的な強制力が働

かない位置づけにあるため、それが結果的には、自

ら積極的な活動を始められない一つの要因になって

いるのではないかとも思うのです。スタートは労基

署の査察であってもよいと思います。きっかけは何

でもいいので、まず、産業保健活動にしっかり取り

組むことを自ら始めて、社員の方が元気になってい

きいき仕事ができ、結果的に業績も上がっていけば、

それこそよいサイクルが回るようになると思うので

す。

○相澤　先ほど、鈴木先生がおっしゃっていた地域

職域連携というのは、国を挙げてやろうとしている

わけですけれども、相模原市では、どういう動機で

始められたのですか。

○鈴木　地域の中で市民の方の健康状況を見て、30

～ 40歳代の働き盛りの人たちの健康づくりに対する

意識が低いとわかったことが大きなきっかけです。

市の職員でどうしたらいいか考え、職場との連携を

深めるのが一番いいということになりました。です

から、無理やり「職域と連携しなければいけない」と

いうよりは、「働いている方も市民なのだから、その

人たちの健康状況を改善するにはどうしたらいいか」

という考えから出てきた連絡会です。

○相澤　働いている期間はすごく長いですしね。病

気をして地域に帰ってくると負担になるというのは

わかります。連絡会は主に中小企業を対象としてい

るということなのですよね。

○鈴木　そうですね。

○相澤　目標というところでは、かなり地産保と似

ているわけですね。

○鈴木　狙っているところはまさしく同じようなと

ころだと思うのです。だから、地産保が支援してい

る内容がしっかりと機能していれば、連絡会は補足

的でいいわけですが、なかなか十分手が届かないの

です。それぞれの持っている強みを活かして、率直

にみんなで意見を出し合って考えていければいいの

かなとは思います。

○土屋　法律的に言いますと、労働安全衛生法（以下、

安衛法）と高齢者の医療の確保に関する法律（以下、

高確法）ということになりますよね。働いているうち

は安衛法で見ていって、退職後は特定健診と高確法

で高齢者として見ていく。そこに地域の中でつながっ

ていけばうまくいくと思いますけれども。

○鈴木　まさしくおっしゃるとおりで、働いている

ときから「健康づくり」が頭の中にあればリタイアし

た後もそのまま継続できるのですが、働いていると

きにさぼっていると、いざ地域に出たときに「やりま

しょう」と言ってもちょっと遅いわけです。関係者全

員がそういう連携をうまくやることが大事だという

共通認識を持っているかどうか、お互い意見を交わ

すというのが今は一番大事かなとは思いますね。

○相澤　次のテーマとして、地産保や産保センター

の活用のメリットやコツを教えていただければと思

います。これは事務局からも何かご意見が。

○事務局　ご存知のとおり、平成26年度から産保セ

ンターが各都道府県に設置されて、産業保健推進セ

ンター事業、地域産業保健事業、メンタルヘルス対

策支援事業の３事業一元化で事業を推進していくと

いう形になりました。それぞれ別の組織だった地産

保と産業保健推進センターも、相談や支援等をワン

ストップサービスで提供できることになりました。

　また、その中でも特に小規模事業場に対しての産

業保健活動を充実させてまいります。このため、な

るべく事業場に訪問して直接指導していくことが重

要であるとの認識から、これらの活動の活性化に、今、

取り組んでおります。また、最終的には産業医の皆

様には、その地域の事業場のかかりつけ医的なもの

になっていただくことが理想であり、重要であると

思っており、特に森さんをはじめコーディネーター

　特集 〈座談会〉　今後の産業保健をめぐるスムーズな連携 

地域との連携　
意見交換の場を設ける

外部機関の活用と課題
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の皆様に行っていただいている活動が、そのきっか

けづくりとなっていると思っております。

　中小規模事業場は全国に何十万とありますが、ま

だまだその活動が一部に留まっております。今後ど

うやって、体制を充実させて活動を広げるか、継続

させていくか、地域の産業医の皆様をはじめ産業保

健関係者の方々につないでいくか──などがわれわ

れの課題であると感じています。

○相澤　ありがとうございます。「継続」というキー

ワードが出てきました。「きっかけ」もなかなか難しい

ので、きっかけがうまくいかないと継続性もうまく保

てないというようなこともあると思うのですが、森

コーディネーター、その辺はいかがでしょう？

○森　労基署の例もありましたが、われわれが努力

しないことには地産保の活動というのは停滞してし

まいます。地産保の利用を継続していただくために

は、信頼関係の構築と時間の有効活用が大切です。

堺市にある企業の約98％は中小企業です。その中小

企業の中でも20～ 30人の小企業が78％ですから、全

体から見ますと76％が小企業の町です。

　例えば、堺市は大手の企業さんの下請の会社が多

く、少人数で、単価を下げて、そして生産性を上げ

ないといけない。このような状況で事業場訪問をし

ても、「森さんに来てもらっても、健康相談の10分・

15分の時間がもったいないんや。機械は急に止めら

れしません」と言われます。「いや、社長さん、そん

な無理言いません」と説明し、長いつき合いの信頼関

係で、健診結果を預からせていただきます。そして

産業医の先生に面談する人をチェックしてもらい、

改めて産業医の先生と企業へ行きます。その際に、「こ

れ（健診結果）、ありがとうございました。実は、こ

の付箋を貼ってある方々を呼んでくれますか。別に

慌てて来んでもよろしいで」とお願いすると、事業主

の方にも理解していただき、従業員の方を呼んでい

ただけます。皆さん機械油の付いた手を洗って、顔

を洗って、前掛けをとって、来てくださいます。

　事業主の方にも、再検査や経過観察、業務上の配

慮が必要な方についての説明をしっかりと行い、事後

措置を記した用紙をコピーして、健康診断の結果票と

一緒にファイルをしておいてもらうようにお願いし

ます。その際に「労基署にも、これだったら安心して

提出できますよ」と伝えると納得してもらえます。

　また、従業員の方も毎年同じ産業医から指導をさ

れると、従業員と産業医の信頼関係ができ、「来年の

結果が楽しみや」なんてやりとりも生まれます。事業

主さんの健康に対する考え方もだんだん変わって、

理解も得られるようになるので、とにかく時間を有

効に使うように努めています。

○相澤　その後のフォローアップを登録産業医だけ

でなく、地域の開業医の先生にやっていただくとか、

やり方次第ではそういうケースも出てくるわけです

ね。それはいい地域連携になり得ると思います。

○土屋　森コーディネーターの事例は、いわゆる産

業医が頑張っている企業と同じレベルのことをされ

ていて、非常にいいと思っていたのですが、やはり

多くの小規模事業場では、なかなか職場巡視もでき

ません。地産保の登録産業医は、相談されても職場

を見ていなければ答えようがないということもよく

あります。企業と契約している産業医であれば職場

巡視もしていますから、健診結果を見て大体想像は

つくのですが、地産保のようにいきなり持ってこら

れた健診結果票だけで判断するというのは無理なの

で、できればそこで職場を見ておきたいと考えてい

るのです。地産保による職場巡視は、以前一度でき

なくなったのですが、平成26年度の３事業一元化で

できるようになったので、それは非常にいいと思う

のです。

　例えば、作業者の「手が黒い」とわかった場合、巡

視の際にどういう職場でどんな汚染をされているか

を見ることもできるので、非常に重要です。ですから、

地産保においても、今後、職場巡視を中心にやって

いければよいのではと考えています。

○森　職場巡視については、われわれも生産の工場

を持っておられる事業場に対して職場巡視をお願い

しています。われわれは労基署とは違いますから、「あ

くまでも産業医の先生が勉強のために」とお願いして

います。実際に銀行や証券会社、また、鉄工所の産

業医の先生もおられます。ですから、いろいろなと

職場巡視について
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ころを見させてもらって先生たちにも勉強しても

らっています。大抵の企業には受けていただけます。

○鈴木　うちに来てほしくないとか、トラブルみた

いなことはあるのですか。私は保健所ですから、食

品の製造会社はよく行くことがあるのですが、入る

ときに衛生上の対応として部外者の人は簡単に入れ

ないような感じになっています。そういうところは

どうなさっているのでしょうか？

○森　もちろんあります。精密機器を扱う事業場な

どでは、「写真はいけません」、「一般の方は遠慮して

いただいています」というところもあります。でも、

それはそれで結構です。正直言いまして、そういう

事業場はきれいです。

○鈴木　なるほど。

○黒柳　森コーディネーターは、非常にすばらしい

活動をされておられると思います。ぜひ森コーディ

ネーターのような方が中小企業へどんどん飛び込ん

で支援していただきたいと思うのですが、今度はニー

ズに対してサポートする側のパワーと言いますか、

森コーディネーターのような方は堺地産保の中では

何名位いらっしゃるんですか。

○森　今、コーディネーターは２人おります。例え

ば去年（2014年）の事業場訪問数は75なのですが、２

人で分担して、私が50ぐらいで、同僚が新しい方な

ので25ぐらい。活動してもらっている産業医は30人、

うち事業場訪問にご協力いただいているのは15人ぐ

らいです。地域に登録産業医の先生は300人位おられ

ますが、実際に活動していただいているのは、１割

ぐらいだと思います。開業医の先生の昼の休憩時間

を利用して事業場訪問をしていただいていますから、

われわれもいろいろ考えて調整しています。また、

医師会の先生方にも協力していただいています。

○黒柳　そうすると、まだ回られていない企業さん

もあるのでしょうね。

○森　あります。

○黒柳　お二人では、マンパワー的には足りないと。

○森　はい。まったく足りません。人員が増えれば

訪問事業場も増やせると思うのですが…。

○相澤　難しいところですね。

○相澤　今日のお話を含めて今後の連携などについ

てご発言、ご提案があったらお願いしたいと思いま

す。

○土屋　今日のお話を伺って、やはり規模によって

も違いますし、地域によっても違います。地産保の

産業医やコーディネーター、それぞれのスタッフも

そうですけれども、その風土に合った対応をしてい

かないと長続きしないのではないか。待っているだ

けでは来ませんし、かといって、どれだけ宣伝して

その効果があるのかというのもまた難しいところで

すね。労基署ばかりに任せていてもいけません。要

するに、「健康はお金では買えない貴重なものだ」「安

全と衛生は車の両輪でどちらが欠けても車は進まな

い」ということを、まずそれぞれの労働者の方、事業

主の方に自覚してもらうように、われわれは努力し

ていかなければならない。そのためには、産業医と

しても常に学んでいかなければなりませんし、社会

の変化に対応できるような対策を地産保としても

とっていかなければならないと考えます。

○相澤　ありがとうございました。鈴木先生はいか

がでしょうか。

○鈴木　「従業員の方の健康を守る」という点では職

域も地域も一致しているとは思うのですけれども、

そこに対するアプローチとして、ただいま土屋先生

からお話があったように、地域ごとに考えていかな

ければいけないのかなと思っています。

　特に、組織的に見ればそれぞれの組織の役割があ

　特集 〈座談会〉　今後の産業保健をめぐるスムーズな連携 

コーディネーター・地域で活動
する産業医不足

まとめ―中小企業の産業保健活
動を活発化させるには―



2016.1　第 83 号10　産業保健 21　

るのですが、うまくやっているところとそうでない

ところでは、必ずしも状況は一緒ではありません。

地域で活用できる資源を最大限に利用しながらアプ

ローチしていくというのがいいのかな、とは思って

いて、今日のお話を聞いて、私どもの連絡会でもそ

ういうお話を参考にさせていただき、もっとうまく

やっていきたいと思いました。

○相澤　ありがとうございました。それでは、森コー

ディネーター、いかがでしょうか。

○森　労基署、市役所、商工会議所、保健所などの

組織を通じてご指導・推薦していただいて、数多く

の事業場訪問ができる環境をつくりたいと思ってい

ます。しかし、先ほど土屋先生もおっしゃいました

ように、労基署の協力だけでなく、われわれも開拓

しなければいけません。底辺は広くありますので、

その辺をまた努力して活動してまいりたいと考えて

おります。

○相澤　どうもありがとうございました。最後、黒

柳様、お願いします。

○黒柳　全般的な意見、要望としては、森コーディ

ネーターからもお話があったように、全体的にマン

パワーが足りないという状況にあるのだろうと思い

ます。その補強策の一つとして、実は、社会保険労

務士の方々は結構身近にいらっしゃって、相談をす

る機会は結構な頻度であるので、産業保健スタッフ

ではありませんが社会保険労務士の方も巻き込んだ

連携プレーというのがあるのかなと思います。

　それから、費用面でもいろいろな産業保健機関ご

とに助成があるのですが、今、土屋先生がおっしゃっ

たように、社員が大事、健康が大事ということは十

分理解しているものの、そういうフォーラムや研修

にさえ行けない、予算がないという会社が多いので

す。だから、もっと助成なり、単純に言うと割引など、

いろいろな拡大をお願いできたらありがたいと思い

ます。

　さらに、土屋先生がおっしゃっていた、守りから

攻めへと言いますか、待ち受けではなくて積極的に

企業へ訪問するといったサービスがもっと広がるの

が理想だと思います。例えば、森コーディネーター

はお一人ですけれども、複数の企業同士のコミュニ

ティを作って、一堂に会して教育を受ければ複数分

の１の工数で済むというようなことも考えられるの

で、そういった地域の企業や業種でチームをつくる

のもよいのでは？と思いました。

　当社も産業保健活動については今まではどうして

も事後対応になりがちだったのですが、かえって結

果的にはお金もかかるし時間もかかります。多少投

資的な経営資源が必要にはなりますが、これまで１

年間「健康いきいき職場づくり」をやってみて、一次

予防に切り替えることで、後手に回っていた産業保

健費用が結果的には減って、一次予防に必要となっ

た投資は十分回収できると思っています。

○相澤　ありがとうございました。

　最後のまとめを黒柳さんに言っていただいたよう

な感じがしますが。私も今日は、はじめは地域と職

場の連携とかそういうイメージだったのですけれど

も、むしろ大事なのは「企業と企業との連携」、「行政

と企業との連携」、「医療機関・保健医療機関と企業

との連携」も中小企業ではやっていかなければいけな

いということだと思います。また、その間に立つ人

（コーディネーター）が必要なのですね。森コーディ

ネーターのような熱心な活動が全国的にあれば一番

いいわけです。今日お集まりいただいたのは模範的

なケースの方ばかりですので、これが全国に広がる

ような形にすれば日本の中小企業の産業保健もこれ

からよくなっていくのではないかと思いました。

　この座談会でのお話が、全国に広がるように、読

者に訴えられるような形になればありがたいと思い

ます。

　本日は、本当に貴重な御意見をたくさんいただき

まして、どうもありがとうございました。


