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メンタルヘルス／健康づくり分科会
会

場

名古屋国際会議場センチュリーホール〔名古屋市熱田区熱田西町１－１〕

交

通

地下鉄名港線「日比野駅」下車１番出口徒歩５分、名城線「西高蔵駅」下車２番出口徒歩５分

メンタルヘルス／健康づくり分科会では、働く人のメンタルヘルス対策や健康づくり、ストレ
スチェック制度、コミュニケーション力向上などをテーマとした多彩な講演・発表を取り揃え、
皆様のお越しをお待ちしております。

１０月２９日
（木）
9:30～

9:50～

全方位サポートによる
メンタルヘルスケア活動
─社内リワーク施設の開設─

日産自動車㈱
人事本部グローバル人財開発部
安全健康管理室

栗林 正巳

会社主導の全方位メンタルヘルスケア活動を推
進する中で職場復帰にリワーク利用が有効と判
断されたため、社内リワーク施設を立ち上げた。
復職後の業務を考慮したカリキュラムが設定で
きること、業務を熟知したスタッフが指導できると
いう強みを活かして成果を上げている。

10:40～

10:10～

メンタルヘルス不調者に
対する客観的指標を用いた
復職支援プログラムの導入
住友理工㈱
人事総務本部 人事部 ヘルスケア室

岡本 未奈子

2014年４月より、
メンタルヘルス不調者に対し、新
たな復職支援プログラムを導入した。
プログラムで
は客観的指標として適性検査に対する精神科医
判定や生活リズムの記録等を用いている。導入
後、
メンタルヘルス疾患休業日数は減少傾向にあ
り、今後も復職支援を継続する予定である。

11:00～

メンタル疾患による
長期休務者への
職場復帰支援事例

臨床心理士を活用した
メンタルヘルス対策と効果

─精神疾患による診断欠勤者の削減─
トヨタ車体㈱
健康推進センター メンタルヘルス推進グループ
グループ長

三宅 美樹

平成18年公表の厚生労働省メンタルへルス指針に
従い、当社は
「心の専門家」
と言われる臨床心理士
を採用・配置し、様々なメンタルヘルス活動に取り組
んできた。その効果は主に精神疾患による診断欠
勤者の削減につながり、今後の課題も明らかになっ
た。
ここに数年間の取組みとその成果を紹介する。

11:20～

集団指導（健康教室）
における取組み

─参加者 300 人から1500 人への挑戦─

風邪その他病気から
身を守ろう

㈱トーエネック岐阜支店
総務部 業務グループ

ブラザー工業㈱
人事部 安全防災グループ 健康管理センター

日本通運㈱
国際貨物横浜営業部 営業課 主任

メンタル疾患により繰返し休務する従業員の職場
復帰の支援に苦労している。
その中で外部機関
である岐阜障害者職業センターでのリワーク支援
を利用して職場復帰をした事例を紹介する。当
該者は休務期間中にリワーク支援を利用し、
再発
防止のためストレス対処能力等の習得を図った。

弊社では自主参加型の健康教室を2009年より
行っている。2009 年から2012 年までは参加者
が300 人弱であったが、仕組みの構築や指導内
容の工夫により2014年には1500人を超えるまで
になった。参加者数を５倍にした取組み内容と今
後の課題について報告する。

職場内で、各自が健康面で気をつけていることを
発表する機会があり、それをきっかけに、各自が
健康管理に対する意識が高まった。
そこで、職場
小集団活動において、本テーマを選定し取り組ん
だ結果、健康診断結果に関心を示すようになった
り、生活習慣に気を遣うなどの効果が得られた。

大池 千絵美

11:40～

曽我 紀子

13:00～

トヨタ自動車における
海外勤務者の健康管理活動
について
トヨタ自動車㈱
安全健康推進部 健康推進室
国内・海外支援G 保健師

小嶋 絢子

海外へ赴任している従業員の健康管理として、
健診受診率の向上や事後措置を進めている。
特に健診受診率については、海外事業体との協
力により、78%から99%へ上げることができた。
そ
のプロセスと事後措置の取組みを紹介する。

相川 修二

13:20～

活気あふれる風通しの良い
職場づくり

職場主体の
メンタルヘルス活動

─職業性簡易ストレス調査票とMIRRORを活用して─

小田急電鉄㈱
大野総合車両所 検査職場 車両検査主任

東邦ガス㈱
人事部 安全・健康グループ 保健師

社内イントラを活用したストレスチェックシステム
を利用し、組織の健康度、仕事のストレス度を把
握することができた。その結果を基にメンタルヘ
ルス不調者の発生を防止する取組みや働きや
すい職場環境を意識した改善を中心に進め風
通しの良い職場づくりに努めてきた。

メンタル不調者を抱え、
ストレスチェックにおいても
比較的リスクの高い職場で職場環境改善活動を
推進。上層部への働きかけと職場の主体的な努
力で改善を重ねた結果、
メンバーの意識改善、長
期休業者数減少などの成果がでてきた。今後、
ス
トレスチェック法制対応へ活用していきたい。

福田 芳紹

西田 智華

13:40～

14:00～

Honda における
ストレスチェックを用いた
職場環境改善活動
本田技研工業㈱
トランスミッション製造部 健康管理センター

山内 恵里加

労働安全衛生法の一部改正により、平成27年
12月よりストレスチェックの実施が義務化される。
Honda では「オールHonda 心の健康づくり方
針」
を基本方針とし、毎年ストレスチェックを実施
し職場環境改善活動につなげている。
当事業所
の職場環境改善活動結果について報告する。

15:20～

14:50～
講演

げんきdeワーク

改正労働安全衛生法に基づく
ストレスチェック制度について
厚生労働省
労働基準局 安全衛生部 労働衛生課長

中央労働災害防止協会
健康快適推進部 研修支援センター 支援課

改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月
より施行されるストレスチェック制度（従業員50人
以上の事業場において義務化）
について、具体
的な制度の運用方法を解説する。

中災防では、
「げんきdeワーク」
を愛称として、多
くの事業場で取り組みやすく、手軽に行える実践
的活動によって働く人の心とからだの健康と安
全を確保する
「心とからだのリフレッシュ運動」
を
展開している。転倒災害や腰痛予防に役立つ
体操を紹介する。

泉 陽子

15:40～

職場特性に特化した、
転倒災害の防止対策

転倒予防を重点とした
高齢者が安全に働ける
職場づくり活動報告
サンエイ㈱
安全衛生推進部 保健師

近年、転倒に起因する労働災害が問題視され
ているが、当社でも過去に発生し長期療養に
至った経緯がある。今回、当社の様々な特性を
検証し、
それを踏まえ中災防の
「転倒等災害リス
ク評価セルフチェック実施マニュアル」
を基に医
学的見地を加えた対策を行ったので報告する。

68歳までの社員が在籍し、60代社員が30%を占
める弊社において、高齢者の安全就労は緊急
課題である。従来の作業改善に加え、転倒リスク
評価（体力測定）
と疲労と体力負荷の視点から
作業強度を見える化した取組みを報告する。

工藤 泰子

神崎 友子

16:40～

英郎

（一社）
日本産業トレーナー協会
理事

（一社）日本自動車工業会 安全衛生部会 Bグループ研究会委員
（三菱ふそうトラック・バス㈱ 総務・労政部 安全衛生グループ

アサヒカルピスビバレッジ㈱では、
ドリンク補充業務
等の要因で腰痛を訴える従業員が多く、腰痛予防
体操紹介等の取組みを行ってきたが、
はかばかし
い改善が見られなかったため、定期健康診断に
「運動機能評価・予防対策」
を組み込み、腰痛段
階を計数化し、継続的な運動指導を実施した。

本研究会は商用車メーカーと乗用車メーカーの8社
で構成しており、特に商用車メーカーでは喫煙率が
高く、
また各社とも製造現場の喫煙対策に苦慮して
いる。そこで、各社製造現場の受動喫煙防止対策
の実態を調査し、各メーカーの特徴や共通課題、対
策の方向性を考察し、喫煙対策の要点をまとめた。

ヘルスケアセンター 保健師）松尾

職場一体感の醸成を目指して
全員参加で進める健康づくり
─THP 専門委員会活動紹介─

㈱東芝セミコンダクター&ストレージ社
四日市工場 総務部 健康支援センター

森田 理紗

安全衛生委員会の下部組織、THP（トータル・
ヘルス・プロモーションプラン）専門委員会は、6
つのワーキンググループで構成され、従業員主
体で心とからだの健康づくり活動を進めている。
職場一体感の醸成を目指して全員参加で進め
る健康づくりにつながった活動事例を紹介する。

17:00～

定期健診に「運動機能評価・
自動車製造現場における
予防対策」を組み込んだ
喫煙対策の現状と考察
─商用車と乗用車の比較を通して─
腰痛対策実施事例について
澤田 大筰

ヘルスケア・
トレーナー 山口

16:00～

旭化成メディカルMT㈱
大分製造所 大分環境安全部

16:20～

心とからだの
リフレッシュ運動

玲奈

喫煙対策の現状報告と
今後の課題
㈱トーエネック三重支店
総務部 業務グループ

坂田 一予

前年度より喫煙率が上昇したため、喫煙対策を積
極的に推進した。喫煙対策等を
「健康相談室」
だ
よりへ掲載させ、安全衛生委員会や教育を活用し
て喫煙に関する講話を実施してきた。結果として、
喫煙者の禁煙行動には至らなかったものの、禁煙
に対する重要性についての意識は広がった。

１０月 30 日
（金）
9:30～

9:50～

全社メンタルヘルス体制の
構築と徹底した研修の実施
─労務リスニング研修の開発─

神鋼物流㈱本社
安全・技術部 安全・業務室 主任

和田 智恵子

2011年6月に安全・技術部を新設し、
メンタルヘ
ルスに取り組んできた。職場では急激に世代交
代が進み、人間関係を起因とする様々な問題が
発生した。
シニア産業カウンセラーの協力を得て
「労務リスニング研修」
を展開し、所属長の労務
問題初期対応力の向上を図った。

10:40～

10:10～

当社における10 年間の
メンタルヘルス対策への
取組みについて

管理監督者へのメンタルヘルス
教育強化による、活力ある職場
風土醸成と労務リスク低減

中部電力㈱本店
人事部 安全・服務・管理グループ（健康管理室）

㈱クボタ本社
人事部 人事グループ長

林 美保子

メンタルヘルス不調者の円滑な復職と再発防止
を目的に、平成16年度から導入した独自の復職
支援制度や、気づきへのアプローチおよび早期
発見の充実を図る等、当社の10年に亘るメンタ
ルヘルス対策の取組みについて報告する。

11:00～

大倉 雅司

精神的不調に陥る従業員の増加は、大きな経営課
題である。当社では医学的観点に加え、労務リスク
対策の観点も含めたメンタルヘルス教育を管理監
督者に対して重点的に実施している。不調者への
対応力強化に加え、早期発見、未然防止、
ひいて
は活力ある職場風土の醸成を図るものである。

11:20～

分散事業所における
新入社員のメンタルヘルスケア

社内オンデマンドを利用した
継続的な新入社員健康支援の
実施とその効果

日本郵政㈱
北海道郵政健康管理センター 保健師

東日本旅客鉄道㈱
JR東日本健康推進センター 保健看護室

㈱ジェイテクト
人事部 人事室 健康推進グループ 主担当

昨今の若年層の高離職率、
また新入社員のメン
タル不調の増加から、新入社員を対象としたメン
タルヘルスケアの一環として、保健師による分散
事業所においての半構造化面接を入社後3 ～
5か月後に実施した。その結果良好な変化を示
した社員もおり、今後の必要性が示唆された。

今回、健康教育の長期的な効果の維持を目指
し、社内オンデマンドを利用した健康教育後の参
加型・復習型の健康支援ツールを作成した。教
育前・後・半年後の調査を基に新入社員の健康
に関する理解度・関心度の向上、行動変容につ
いてその効果を確認したのでここに報告する。

トヨタグループ各社の看護職の業務を把握し、役
割・専門性を明確化することを目的とした調査を実
施した。
その結果から健診の事後措置、健康課題
の解析に基づく保健計画の立案や保健指導、健
康相談、作業環境や作業管理者への対応ができ
る産業看護職の人材育成について検討した。

松尾 志お里

主任看護師 間中

喜美子

トヨタグループにおける
産業看護職の
人材育成について
杉本 日出子

11:40～

13:00～

13:20～

健康づくりに役立つ、職場で気軽に
続けられる「カラオケ楽曲で
楽しむ運動」の取組み

競技玉入れアジャタを通じた、
従業員の心身の健康増進と
組織の風土活性化の試み

肥満リスクの軽減と
生活習慣病の予防・改善を目指して

ブラザー工業㈱
N&C事業推進部

パナソニック㈱
人事労政部 安全衛生・福祉課 主幹

京王電鉄㈱
京王東管区 営業掛兼信号掛

私共の事業部では、3年前から運動習慣のない
従業員に向けて週に1回、就業後に独自の体操
教室を実施している。
職場で運動を気軽に楽しく
続けられるように工夫して参加率や継続率の向
上につながる様々な検証を行った。
それらの成果
や今後の取組みについて報告する。

2011年度から各個人の体力の自覚と職場内コミュ
ニケーションの活性化を狙いに、競技玉入れアジャ
タを実施。参加者拡大に向け会社・労組・健保が
三位一体で推進強化し、実施事業場を増加させ
たと共に、歩数自覚率や運動実施率の改善を実
現し、更には職場の一体感の醸成にも寄与した。

駅務員の健康は、安全・安心な運行業務を行う
上で重要である。職場の健康課題として、年々増
加する肥満者があり、職場をあげての対策が必
要である。肥満者の減少を図り生活習慣病の予
防・改善につなげるため、職場内での食事の見
直しと健康意識を改革する取組みを実施した。

伊藤 哉子

井上 博之

─食事の見直しと意識改革─

土屋 貞治

パネルディスカッション

健康づくりは企業の成長を促す
パネリスト

司

会

13:40～15:20

㈱フジクラ 人事・総務部 健康経営推進室 副室長

浅野健一郎

三菱電機健康保険組合 事務局長

大森

義文

ライオン㈱ 人事部 健康サポート室 主任保健師

瀬戸

美才

特定非営利法人健康経営研究会 理事長

岡田 邦夫
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協会） ※（ ）内に地区協会名を記入してください。

□ 非会員（一般）
申込者数を
欄にご記入ください。
中災防賛助会員料金によるお申込みは、専用申込書を賛助会員ご担当部署にお送りしておりますので、そちらによりお申込み
ください。

名 × ￥１２，９００ ＝ ￥

※太枠内は記入しないでください。

受付番号

※

受付日

※

通信欄（領収書のご要望、宛名等について記入してください。）
ご記入いただいた個人情報につきましては、当協会が責任を持って管理し、全国産業安全衛生大会の的確な実施のために使用するほか、当協会が実施する各種セ
ミナー・講演会の情報提供に使用することがあります。これらの情報提供に使用することに同意していただけない場合は、□ にチェックマークをご記入ください。

□ 同意しない

●アンケートにご協力をお願いします。

Q1
Q5

Q2
Q6

Q3
Q7

Q1

貴事業場の業種をお答えください

Q2

貴事業場の従業員数をお答えください

Q4
Q8

（例：製造業、運輸業、通信業）

Ａ．10人未満 Ｂ．10～29人 Ｃ．30～49人 Ｄ．50～99人 Ｅ．100～299人 Ｆ．300～499人
Ｇ．500～999人 Ｈ．1,000人以上

Q3

貴社の全社の従業員数をお答えください
Ａ．10人未満 Ｂ．10～29人 Ｃ．30～49人 Ｄ．50～99人 Ｅ．100～299人 Ｆ．300～499人
Ｇ．500～999人 Ｈ．1,000人以上

Q4

参加を予定する分科会等をお答えください（複数回答も可）
１．リスクアセスメント／マネジメントシステム分科会 ２．安全管理活動分科会 ３．第三次産業分科会
４．機械・設備等の安全分科会 ５．中小事業場分科会 ６．安全衛生教育分科会７．労働衛生管理活動分科会
８．化学物質管理分科会 ９．ゼロ災運動分科会 10．交通安全分科会
11．メンタルヘルス／健康づくり分科会 12．総合集会

Q5

大会３日間の行動予定についてお聞かせください
１．第１日目総合集会のみ参加 ２．第１日目および第２日目参加 ３．第１日目から第３日目すべて参加
４．第２日目および第３日目参加 ５．第２日目のみ参加 ６．第３日目のみ参加

Q6

この大会への参加は何回目ですか
１．初めて ２．２回目 ３．３回目以上

Q7

この大会の開催期間について
１．３日が適当 ２．２日がよい ３．４日がよい ４．１日がよい

Q8

この大会について何でお知りになりましたか
１．中災防からのＤＭ ２．中災防の雑誌 ３．中災防のホームページ
５．労働局、監督署からの案内 ６．その他

４．労働基準協会等からの案内
三全 2

