
No.125
2013.5.30
（平成 25年）

E-mail ： info@arkk-kanagawa.com
http://www.arkk-kanagawa.com

もくじ

発行 :( 公社 ) 神奈川労務安全衛生協会厚木支部

編集 : 広報部会
〒243-0014 厚木市旭町 2-2-26

TEL(046)228-6660

1･･････支部長挨拶
2･･････監督署長挨拶
3･･････監督署人事異動のお知らせ
        職員配置図
4･･････定期総会、功労者表彰
5～ 6･･平成 24 年度無災害達成事業所・部会紹介
7･･････逍遥
8･･････健康だより
9～ 11･講習会・研修会について
12･････ディスカバリーあつぎ
        支部からのお知らせ

支部だより
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支部長に就任して

厚木支部長　見目　敏博
㈱リコー　リコーテクノロジーセンター
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害は大幅に増加しており、更なる労働災害の減少を目指し

て活動を進めなければなりません。

　この様な状況を踏まえ、新たに開始される「第１２次労

働災害防止計画（平成２５年～２９年）」の必達に向けて

労働災害防止を最重点活動と位置付け、労働災害は決して

起こしてはならないということを改めて認識し、リスクマ

ネジメントの確実な実践、労働安全衛生マネジメントシス

テムの導入・実施などを通じて災害ゼロを目標に会員の皆

様と共に活動を進めてまいります。また、心とからだの健

康及び快適職場作りに向けましても、長時間労働の抑制対

策、過重労働による健康障害防止対策、またメンタルヘル

ス対策及び定期健康診断における有所見率改善対策の推進

を図るための事業を展開していきたいと考えております。

これらを実現していくためには、５つの専門部会活動を中

心に講習会、セミナー等の充実を図り労働災害ゼロの取り

組みを強化し確実に実施していくことで死傷者数の減少に

向けて推進してまいります。

　平成２５年度も会員会社の減少等厚木支部としても厳し

い状況が続くと思いますが、皆様と共に平成２５年度の事

業計画を計画通り確実に実施し、安全で働きがいと生きが

いのある職場づくりを目指して、歴代の役員の方々が積み

上げてこられた良き歴史を守り、更に厚木支部が発展でき

るよう精一杯務めさせていただきます。

　最後に、厚木労働基準監督署の皆様の相変わらぬご指導・

ご鞭撻と会員各位の一層のご理解とご協力をお願い申し上

げまして、支部長就任にあたってのご挨拶とさせていただ

きます。 

　厚木支部長就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　この度、平成２５年４月２４日開催の定期総会におき

まして、辻 前支部長の後を継いで厚木支部長に就任いた

しました見目（ケンモク）と申します。

珍しい名字ですので、直ぐに覚えていただけるのではな

いかと思います。

　平成２５年４月に、海老名の事業所に着任いたしまし

て、まだ１ヶ月も経っておらず、やっと少しずつではあ

りますが、自分の職場に慣れたところで労務安全衛生協

会の支部長という大役を努めさせて頂くことになり、戸

惑いもありますがそれよりも責務の重大さに身の引き締

まる思いであります。私は安全衛生関係につきましては

経験も浅く、期待にお応えできるのかと不安ではござい

ますが、厚木支部発展のために精一杯努力してまいりま

すので、ご支援、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上

げます。

　さて、私たちを取り巻く経済情勢ですが昨年の政権交

代に伴い、円高基調の是正及び株価の上昇等長引く景気

低迷からの脱却に少しずつではありますが希望の光が見

えてきたような感じがします。しかし、雇用労働情勢に

関しては厳しい状況が続いており、今後も多様な問題へ

の対応が求められるものと思われます。

　働くものの安心・安全と健康を守るために、私たちに課

せられた役割は従来以上に重要なものになってまいりま

す。特に労働災害防止は私たちにとって最も基本となる

ものですが、厚木労働基準監督署管内では、「第１１次労

働災害防止計画」の最終年である平成２４年における、

労働災害は目標に対し死亡災害は減少したものの死傷災
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新年度のご挨拶

　（公社）神奈川労務安全衛生協会厚木支部会員の皆

様には、日ごろから私ども労働基準行政の運営に特段

の御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

平成２５年度を迎えるにあたり、ひとこと御挨拶申し

上げます。

　振り返りますと、昨年度は、東日本大震災の大きな

爪痕が依然として残る中、欧州経済の混乱や、領土を

めぐる近隣諸国との政治的な摩擦問題もあり、多くの

方々の必死の御努力にもかかわらず、日本の産業経済

の復興がなかなか目に見えてこない状態が続きました。

そのような中で、今年になって県央地区の経済情勢に

も若干ではありますがようやく明るい兆しが見え始め

てきたことは大変喜ばしいことと感じております。

　今年３月末のいわゆる「金融円滑化法」の失効によ

る中小企業への影響や、ＴＰＰ参加の問題、さらには来

年４月の消費税率の改定による国民生活への影響など、

まだまだ先行き不透明なところもありますが、経済再

生に向けた国民的な「マインド」を糧に、これからの

日本経済が良い方向に向かうことを祈念しております。

　さて、当署管内における平成２４年一年間の労働災

害の発生状況が確定いたしました。休業４日以上の死

傷災害に関しては８７３件、尊い命を亡くされた方が

残念ながら５人いらっしゃいます。私どもといたしま

しては、平成２０年を初年とする第１１次労働災害防

止計画において、「最終である平成２４年の死傷災害

を８００件以内にとどめる」ことを目標としておりま

したが、皆様の御努力にも関わらず、この目標を達成

することができませんでした。

　また、一昨年（平成２３年）の死傷災害発生件数が

８０２件であったことと比較しますと、残念ながら７

１件もの増加となっており、この結果を謙虚に捉え、

当署一丸となって次の第１２次労働災害防止計画を強

力に推進してまいりたいと考えているところです。

　当署におきましては、本年４月１日付けで職員の６

割という大規模な異動がございました。会員各社の皆

様には何かと御迷惑をおかけする場面があるかも知れ

ませんが、職員一同、力を合わせて、管内における労

働災害の撲滅、健康の維持増進、基本的労働条件の確

保に向けて、行政を推進してまいる所存ですので、会

員の皆様には引き続き御協力をお願い申し上げます。

　辻和浩前支部長におかれましては、この一年間支部

長として、企業と私ども行政との文字どおり「懸け橋」

として御尽力いただきましたことを心より感謝申し上

げますとともに新たな任地での御活躍と御健勝をお祈

り申し上げます。

　また、見目敏博新支部長におかれましては、厳しい

社会情勢の中、協会の活動を通して県央地域のますま

すの発展に御尽力を賜ることになるかと思いますが、

どうかよろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、会員の皆様のゼロ災害と、労

使関係の安定を祈念申し上げ、新年度を迎えての御挨

拶とさせていただきます。 

新年度を迎えて

高めよう　一人ひとりの安全意識　みんなの力でゼロ災害

平成２５年度全国安全週間スローガン

厚木労働基準監督署長

酒井 康之
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厚木労働基準監督署　人事異動のお知らせ

厚木労働基準監督署　業務案内及び職員配置表 

本年４月１日付けの人事異動は次のとおりです。

新　　官　　職

局総務課　課長補佐(会計一担当)

局健康課　衛生専門官

横浜北署　第二方面主任監督官

厚木署　第三方面主任監督官

横浜北署　第四方面主任監督官

局補償課　給付調査官

横浜南署　労災認定調査官

横浜北署　副主任監督官

平塚署　安全専門官

横須賀署　安全専門官

局徴収課　適用主任

相模原署　補償係長

川崎南署　方面監督官

本省　出向

氏　　名

髙野　信春

畑野　俊

奥間　隆之

今井　貴久

二瓶　紀章

加古　文彦

山端　良博

本間　公紀

伊地知秀一

生田　悟

鈴木　淳嗣

佐藤　大

田中　均樹

小川麻衣子

現　官　職

次長

第一方面主任監督官

(旧第四方面主任監督官 )

第二方面主任監督官

(旧第二方面主任監督官 )

第三方面主任監督官

(旧第三方面主任監督官 )

第四方面主任監督官

業務課長

労災認定調査官

副主任監督官

安全専門官

衛生専門官

補償第一係長

補償第二係長

方面　監督官

方面　監督官

労災課　監督官

後　任　者

大滝　昌美

黒澤　淳一

中田　修司

今井　貴久

津田　幸宏

望月　清貴

松浦　孝之

高橋　豊洋

永瀬　仁

中尾　誠

齋藤いづみ

加藤　勇介

田中ちひろ

古賀　徹也

現　　官　　職

局補償課　医療監察官

相模原署　第一方面主任監督官

川崎南署　旧第四方面主任監督官

厚木署　旧第二方面主任監督官

横浜北署　副主任監督官

川崎南署　業務課長

局徴収課　収納第一係長

川崎北署　安全専門官

横浜西署　衛生専門官

川崎北署　補償係長

横浜西署　補償係長

小田原署　監督課監督官

横浜西署　監督課監督官

横浜北署　労災課監督官
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平成２５年度厚木支部定期総会開催

　４月２４日（水）オークラフロンティアホテル海老

名にて平成２５年度（公社）神奈川労務安全衛生協会

厚木支部定期総会が開催されました。初めに司会進行

を務める川本幹事より、ご来賓として厚木労働基準監

督署酒井署長の紹介がされました。

　議事に先立ち、厚木支部無災害運動表彰式と功労者

表彰式が執り行われました。

無災害運動の表彰は、連続して無災害を達成している

事業所の中で、５年、１０年の節目に該当した事業所

が対象になります。持田幹事より平成２４年度の無災

害達成事業所として、１０年達成の１事業所と５年達

成の４事業所が読み上げられた後に、辻支部長より表

彰状が授与されました。続いて、平成２５年度厚木支

部功労者表彰式が執り行われ、７名が名前を読み上げ

られた後に、辻支部長より感謝状が授与されました。

　次に、定期総会成立について「１５時現在、出席会

員事業所７５、議決権行使に関する委任状提出の会員

事業場１７８、総会員事業場数４９６の内、２５３事

業場の出席及び委任状の提出があり、厚木支部規約第

２０条の会員事業場２分の１以上の参加を満たしてい

るので本総会は成立している」との報告がされました。

　その後、辻支部長より先の無災害表彰事業所ならび

に功労者表彰を受けた事業所に対してお祝いのお言葉

を頂いた後に、総会のご挨拶をいただきました。辻支

部長へ議長任命の下、議事が進行され、第１号議案「平

成２４年度事業報告」を池田幹事、第２号議案「平成

　

２４年度収支決算報告」を井上幹事、第３号議案「平

成２４年度会計監査報告」を木下会計監査から報告さ

れ、第４号議案「平成２５年度事業計画 ( 案）」を佐川

幹事、５号議案「平成２５年度予算 ( 案）」を渡部幹事

よりパワーポイントの映像を用いて見やすく説明され

ました。第６号議案「役員改選（案）」は小用幹事より

提案されました。各議案は満場一致で承認可決され議

事は終了となりました。引き続き、円地幹事より会員

状況について「平成２４年３月末には５１３会員事業

所でしたが、入会及び退会事業所を合わせて１７事業

所の減となり、４９６会員事業所となりました」との

報告がされました。

議長解任の後、辻支部長より見目新支部長をご紹介頂

きました。

　最後に、厚木労働基準監督署酒井署長より「平成２

４年の１年間における厚木署管内の労働災害発生状況

は、休業４日以上の労働災害が８７３件、尊い命を亡

くされた方は５名います。第１１次労働災害防止計画

では、平成２４年の休業４日以上の労働災害を８００

件以下とする目標を立てておりましたが、達成するこ

とができませんでした。これらの状況を謙虚に受けて、

第１２次労働災害防止計画を強力に進めてまいります」

との来賓のご挨拶をいただきました。

　総会は、すべての次第を終えて第二部の情報交換会

へと続きました。

（三木プーリ㈱相模テクニカルセンター 田中 利昭 記）

 

厚木支部長より表彰状授与
　厚木支部長より７名の方に功労者表彰として感謝状が授与されました。

　川口　和男さん　 （三井倉庫㈱関東支社横浜支店厚木事務所）

　関口　幸夫さん　 （㈱パブコ）

　佐藤　康雄さん 　（日本フルハーフ㈱）

　金城　健太郎さん（三機工業㈱大和事業所）

　岩井　美由紀さん（オークラフロンティアホテル海老名）

　木原　宏美さん   （日立オートモティブシステムズ㈱厚木事業所）

　大内　由美さん   （アンリツ㈱）

表彰された皆さん
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平成２４年度無災害達成事業所

１０年連続無災害達成事業所 （１事業所）

５年連続無災害達成事業所 （４事業所）

部会紹介

　当支部が主唱する無災害活動に参加し、平成２４年度で５年以上連続（５年ごと）無災害を達成した事業所を

紹介いたします。（敬称略）

【労務管理部会】
　平成２５年度より、労務管理部会部会長を務めます日産自動車（株）座間事業所の馬場です。

多少、景気回復の兆しが見えて来たものの、まだまだ我々の取り巻く環境は厳しく、企業努力が続く中、少しで

も企業に役立つ情報提供が出来ればと思っております。どうぞ、よろしくお願い致します。

　新年度がスタートした１日から暮らしに直接関わる制度も変わりました。会社員が加入する厚生年金で、男性

の支給開始年齢がこれまでの６０歳から６１歳に引き上げられ、今後、段階的に６５歳まで引き上げられます。

　６０歳で定年退職した場合、年金も賃金収入もない「空白期間」が生じてしまうため、希望者全員を６５歳ま

で再雇用する事を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されました。労務管理部会では、昨年１１月、

施行に先立ち「労務管理講座」を開催して、労働法改正のキーポイントを担当行政の皆さまから実施および運用

に関する指針の策定に関して解説を頂き事前勉強する事が出来ました。

　この様に労務管理部会では、本年度も、環境の変化に即応し、各種行事を通じて、地域の皆さまに役立つ情報

発信に努めて参ります。

【安全部会】
ご安全に

　安全部会は、会員事業所の労働災害防止を最重点と位置付け、部会活動を通じて「第１２次労働災害防止計画」

の目標である平成２９年の死亡者数１５％以上減少（平成２４年度比）、休業４日以上の死傷者数を１５％以上減

少（同）の必達に向け、積極的な部会活動を進めてまいります。

具体的な活動としては、厚木労働基準監督署のご指導のもと、部会の開催、工場訪問、災害事例研修会等を通じて、

会員相互の情報交換、相互啓発、教育、研究等を実施していきます。特に、食品加工委員会との共催による災害

事例研修会では、職場の潜在的な危険性や有害性を見つけ、これを除去・低減する「リスクアセスメント」の実

施促進を会員事業場へ積極的に支援します。

更には、労働災害防止のノウハウを確実に継承していくための「労働安全衛生マネジメントシステム」の周知・

普及への取り組みを始め一層の安全水準の向上を目指した部会活動の充実に努めて参りたいと思いますので、会

員事業所の皆様のご協力を宜しくお願い致します。

㈱杉村倉庫　厚木営業所

㈱ジェイ・ビー・ケー・サービス

日本ビーテーエー㈱

㈱ミクロ技術研究所　厚木事業所

㈱ミヤザワ　綾瀬事業所
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【労働衛生部会】
　第１１次労働災害防止計画の達成状況を見ると、定期健康診断における有所見率の増加にはいまだ歯止めがかから

ず、５０％を超える状況が続いています。また、第１２次労働災害防止計画では、メンタルヘルス対策、腰痛・熱中

症予防対策なども重要な課題になっています。このような状況を受けて、労働衛生部会は、会員事業所で働く人の健

康の確保・増進を図り、快適に働くことができる職場づくりに取組むことを最重点に位置付けて活動を行っています。

　具体的には、昨年１０月に労働衛生研修会を開催し、定期健康診断時の有所見率の改善に向けた事業者の取組

みのポイント、健康寿命を延ばすための職場での対策と活性化のコツ、メタボ予防のための楽しい食事、の３つ

のテーマで講演会を行いました。

　労働衛生部会では、本年度も会員事業所の皆様が具体的に労働衛生管理における重要課題に対応できるように

講習会や研修会などを推進して参ります。

【広報部会】
　ご安全に！

先ず、初めに「ご安全に！」の紹介をさせていただきたいと思います。昭和６０年代、鉄鋼業界で挨拶代わりに

始まりました。私の会社も労使一体となって災害防止に取り組む姿勢として「ご安全に！」の挨拶を取り入れ安

全の意識付けをして参りました。まず朝の挨拶、帰りの挨拶、会議時の挨拶、ミーティング時の挨拶などで開始

されました。当時、社長の思いの「ご安全に！」は、身体的、精神的にも、そして物的にも、危険と損傷のない

ようにとの祈りと誓いです。私も「ご安全に！」を大切な言葉として文章の最初と最後に付けるようにしています。

　それでは、広報部会の紹介に入りたいと思います。広報部会のメンバーは、昨年度より１名増（以前の頼もし

いメンバーが戻って来ました）の９名での活動となり活発に推進して行きたいと思っています。活動内容は、年

に４回の支部便り「あつぎ」を発刊しています。

主な内容としては、監督署からのお知らせ、各行事（安全大会、衛生大会等）、トピックス等をベースに各委員で分担、

記事を担当しています。また、年に１回広報部会委員で外部の会社や施設を訪問、会社の概況及び安全衛生活動

に関する「訪問探訪記」を掲載しています。更に、今年度から「郷土史」に代わり「ディスカバリーあつぎ」がスター

トします。これは、厚木支部管内（厚木市、綾瀬市、海老名市、座間市、大和市、愛川町、清川村）の「人物、動植物、

食べ物、景色、イベント」等、皆さんが関心を持たれそうな話題を見出し掲載するというものです。是非ご期待

下さい。

今年２月の広報部会では、平成２５年度の記事の担当者も即刻決まり順調なスタートを切りました。更に編集会

議や情報交換会も活発に行って参ります。皆さん、広報部会から記事掲載を依頼された折は、ご協力を宜しくお

願い致します。

　ご安全に！

【倉庫関係部会】
　倉庫関係部会の現況について

倉庫関係部会は､平成１７年度に安衛協の一員として再スタートから早８年目を迎える事になりました｡

当部会は厚木労働基準監督署管内を中心として４支部４０社で構成されており､会員は名称の通り倉庫業を始め物

流関係に携っております｡

活動内容は年４回の役員会､会員事業所自主安全パトロール､大山安全祈願､リスクアセスメント講習会､厚木労働

基準監督署と部会役員との合同安全パトロール等を実施しております｡

　会員各社の努力によって部会発足以来労働災害発生“ゼロ”を継続しており、引続き安全衛生活動の活性化を

通してこの目標を目指して行く所存で御座います。

　当部会も今までの実績に甘んじる事なく、安衛協の会員の皆様方の御理解・御協力のもとさらなる発展を心掛

ける所存で御座いますので宜しく御願い申上げます。
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　皆様こんにちは、長年お世話になりました中浦が退社

を致しまして、その後任として４月１日に厚木工場総務

課へ転勤して参りました山崎でございます。赴任早 「々支

部だより」への寄稿のお仕事を頂きましたので、この場

では自己紹介をさせて頂きたいと思います。

　出身は栃木県河内郡河内町（現在は宇都宮市）です。

宇都宮東高校、早稲田大学社会科学部を卒業致しまして

昭和６０年東リ㈱へ入社致しました。趣味は下手ながら

ゴルフです。会社では神戸営業所が最初の赴任地になり

まして、その後金沢・大宮・厚木・水戸・仙台・盛岡と

地方を中心に営業畑を歩んで参りましたが、今回は厚木

工場総務課という入社して８つ目の部署を命じられまし

た。もしも同郷・学校の先輩後輩・ゴルフ好き・過去の

勤務地に関係のある方々がいらっしゃいましたら特によ

ろしくお願いを申し上げますと共に、いらっしゃらない

場合でも新メンバーと致しまして何卒よろしくお願い申

し上げます。

　直近では盛岡営業所に責任者として６年間勤務致して

おりました。あの２年前の東日本大震災ではほぼ直撃と

いう状況でしたが、当日は盛岡市内で仕事をしておりま

したため、津波がなかった分最悪の事態は避けることが

できました。ちょうどその時間帯は営業車を運転中で信

号待ちをしておりましたが、信号機や電柱・建物がとて

も大きくゆれているのを見て異常事態に気付き、我に返

ると営業車もジェットコースター並みに激しくゆれてい

たことをはっきりと覚えております。弊社の仙台営業所

は地震の影響で建物が一部倒壊しまして、所員は全員無

事でしたが結局解体して移転致しました。仙台営業所所

員で阪神大震災も経験した者が１名おりましたが、とに

かく全員が無事であったことが何よりでした。

　実は厚木市での仕事は今回２度目になりまして、前回

は平成７年４月から平成１３年３月までの６年間を営業

所で勤務致しておりまして、１２年ぶりに厚木市での仕

事ということになります。中浦と引継ぎの挨拶回りをし

ておりました時に、早速当時大変おせわになりましたお

客様に再会する事ができまして、とてもなつかしくうれ

しい思いを致しました。

　厚木工場総務課勤務という、初めての仕事のためわか

らないことだらけではございますが、早く皆様に覚えて

頂けますよう頑張りますので何卒よろしくお願い申し上

げます。

東リ㈱厚木工場

山崎　和明

『東リ㈱厚木工場の山崎でございます』

２０１３年度の神奈川労働局の重点施策

重点行政課題
　　１．安全に安心して働ける職場づくり

　　　（１）経済情勢及び労働者の就労形態の対応した法定労働条件の確保・改善

　　　（２）労働災害の発生状況に応じた労働災害の防止

　　　（３）職場環境及び労働者の就業実態に応じた労働者の健康確保対策の推進

　　２．安定した雇用の実現

　　　（１）ハローワークを拠点とした積極的就労・生活支援対策

　　　（２）地方自治体との連携による雇用対策の推進

　　　（３）若年者、女性、高年齢者、障害者等の雇用対策の推進

　　　（４）地域ニーズに即した職業能力開発支援と求職者支援制度の推進

　　　（５）民間の労働力需給調整事業の適正な運営の確保

　　３．性別にかかわりなく個性や能力を発揮できる職場づくり

　　　（１）男女の均等な機会及び待遇の確保と職業生活と家庭生活の両立支援

　　　（２）パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保
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 ２０１３年２月２１日、厚生労働省はピロリ菌除菌

治療の保険の対象に「慢性胃炎」の治療を加えること

を認めました。これまでピロリ菌の除菌治療で保険が

きくのは「胃潰瘍」などの病気に限られていましたが、

慢性胃炎での除菌治療も保険の適用になったことで、

ピロリ菌の除菌治療が受け易くなりました。

＜ピロリ菌とは＞

胃の粘膜に生息する細菌で、正式には「ヘリコバクター・

ピロリ」といい、４０歳以上の日本人の

６０％以上が感染しているともいわれて

います。ピロリ菌が持つ「ウレアーゼ」

という酵素が胃酸を中和しているために

強酸である胃酸の中でも生息が可能で、胃炎・胃潰瘍・

十二指腸潰瘍・胃がんの原因にもなります。通常は５

歳未満の幼児期までに口から体内に入り胃の粘膜にす

みついて長年にわたり胃の中で生き続けます。

＜ピロリ菌の除菌治療＞

現在保険適用されている病気は、「慢性胃炎」「胃潰瘍

又は十二指腸潰瘍」「胃ＭＡＬＴリンパ腫」「特発性血

小板減少性紫斑病」「早期胃がんに対する内視鏡的治

ホームページアドレス　http://homepage1.nifty.com/kenoush/

県央地域産業保健センターは労働者５０人未満の事業場に対し、

産業保健サービス業務を無料で提供していますので、ぜひ、ご利用ください。

　・　地域産業保健センターの産業保健サービス業務

　　　　事業場訪問による産業保健指導の実施、健康相談窓口の開設、過重労働面接指導

　　　　その他の業務 （産業保健情報の提供、説明会の開催）

　・　業務の運営

　　　　地域産業保健センターは、厚生労働省の委託を受け、厚木医師会、座間・綾瀬医師会、

　　　　海老名市医師会、大和市医師会　が合同して、業務の推進にあたっています。

　・　所在地・連絡先

　　　　所在地　　厚木市厚木町６－１　厚木市医療サポートセンター内

　　　　電話番号　０４６－２２３－８０７２　　 ＦＡＸ番号　０４６－２２３－０５５６

　・　受持範囲

　　　　県央地域産業保健センターの受持範囲は厚木市、座間市、綾瀬市、海老名市、大和市、愛甲郡です。

療後胃」の５つです。これらの病気と診断され、ピロ

リ菌の検査で陽性となった場合に除菌治療を行います。

治療方法は２種類の「抗菌薬」と１種類の「胃酸の分

泌を抑える薬」を１日２回、７日間

服用します（１次除菌）。服用終了後、

４週間以上経過してからピロリ菌が

除菌できたか再度検査し、もし除菌

ができていない場合は２次除菌とな

ります。１次除菌の成功率は約８０％、２次除菌の成

功率は約９０％です。

＜胃の検査・検診を受けましょう＞

自覚症状がなくてもピロリ菌による胃炎・潰瘍・がん

を発症していることがあります。

会社の定期健康診断や市区町村で

実施する検診、人間ドックなどを

上手に利用して胃の検査・検診を

受けましょう。

長年胃の調子が悪く市販の薬を飲み続けている方や、

家族に胃がんの方がいるといった場合は一度、内視鏡

専門医を受診し相談することをお勧めします。 

日産自動車㈱先進技術開発センター

保健師　熱田 亜希

「ピロリのはなし」

健康だより健康だより

県央地域産業保健センターの紹介
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支部からのお知らせ

今後の支部行事予定

全国安全週間県央地区推進大会

安全衛生推進者養成講習会

危険予知訓練（ＫＹＴ）講習会

リスクアセスメント講習会

届出手続き講習会

６月１３日（木）

６月１９日（水）～２０日（木）

６月２７日（木）

７月１２日（金）

７月２６日（金）

て来るコースでした。受付

を済ませ、１０時に出発（ス

タート地点では藤塚中学校

吹奏楽部の演奏やあゆコロ

ちゃんが見送ってくれまし

た）。

　大勢の参加者と共に、桜

並木が満開の相模川河川敷

の光景などを高架から眺

め、春の空気を感じながら

心地良い楽しくさわやかな

汗を流しました。また、厚

木パーキングエリアでは物

産店や模擬店、迫力のある

飯山白龍太鼓、記念写真展、

大道芸人が神出鬼没に現れる等のイベントが盛り沢山で楽

しいひと時を満喫し、帰りには完歩証をいただきました。

　尚、翌日の新聞の掲載記事では、一般公募に応じた約

１万６０００人が参加。市民のほかには茨城県、奈良県

の遠方からの参加者もありました。年齢は、ベビーカー

に乗った０歳児から最高齢者は９０歳の女性とのことで

驚きです。開通前の圏央道を歩くという、又とない貴重

な経験は参加者の良い思い出となることでしょう。

　最後に、今回の企画をしていただいた厚木市及び圏央

厚木インターチェンジ開通記念事業実行委員会の皆様、

ほんとうにありがとうございました。

　ご安全に！

（トピー工業㈱綾瀬製造所　佐川　文夫　記）

　第一回目の「ディスカバリーあつぎ」は「圏央道あつ

ぎウォーク２０１３」を取材して来ましたのでご紹介い

たします。開催の主

旨は、首都圏中央連

絡自動車道（圏央道）

の海老名インター

チェンジ（ＩＣ）―

相模原愛川ＩＣ間（１

０．１ｋｍ）が３月３

０日の開通に先駆け

「圏央道を歩こう」と

いう記念イベントです。

　圏央道は、都心から半径およそ４０ｋｍ～６０ｋｍの

位置に計画された、延長約３００ｋｍの高規格幹線道路

です。横浜・厚木・八王子・川越・木更津などの都市を

連絡し東京湾アクアライン、東京外郭環状道路などと一

体となって首都圏の広域的な幹線道路網を形成する首都

圏３環状道路の、一番外側に位置する環状道路です。こ

の圏央道は、首都圏の道路交通の円滑化、環境改善、沿

線都市間の連絡強化、地域づくり支援、災害時の代替路

としての機能など多くの役割を担う事になります。

　開催日は、３月２４日（日曜日）天気は「くもり」。

当日は、ハイキング仲間７人と参加しました。

　今回の圏央道あつぎウォークのコースは、満喫コース

（往復約６ｋｍ）とファミリーコース（往復約３ｋｍ）

の２コースがあります。我々は、満喫コースを選択しイ

ベント会場から上依知第一トンネル手前付近を折り返し 

　

「圏央道あつぎウォーク２０１３」ディスカバリー
d i s c o v e r yd i s c o v e r y

第一回 あつぎ

藤塚中学校吹奏楽部の演奏風景

飯山白龍太鼓の風景

スタート地点の風景

　ご安全に！




