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今夏も非常に暑い日が続きました。日中の外気温が35℃を超えると『猛暑日』というようですが、例年その日数が
増えてきていると感じるのは私だけでしょうか？数年もすると、猛暑日の基準が40℃にならないかしらと不安
な毎日です。夏の疲れが出やすい時期です。どうぞ体調管理にご注意ください。    　            　（機関紙発行委員会）

編 集
後 記

教えて、検査のこと！ － 健診の中でのお問い合わせを紹介します。－

Ｑ．健診で行われる「眼底検査」で何が分かるの？
Ａ．網膜の病気だけが分かるのではなく、動脈硬化のすすみ具合が分かります。

Ｑ．眼底検査ってどうやってやるの？ 痛みはあるの？

      目に何かいれるの？視力検査じゃないの？

Ａ． 眼底に見られる血管は、人間の体の中で唯一、外から直

接血管を観察できる部位です。眼底検査では、瞳孔の奥

にある眼底の様子を眼底カメラを使って写真撮影しま

す。

     撮影時にフラッシュを使用するため、しばらく眩しさ

が残りますが検査は数分で終わり痛みはありません。

ソフトコンタクトレンズを使用している方は、装着し

たまま撮影できます。ハードコンタクトレンズを使用

している方は、外していただくこともあります。

      眼科の検査としても有効ですが、視力検査とは大きく

目的が異なります。

Ｑ．眼底検査でどんな病気が分かるの？
Ａ．眼底検査では、動脈硬化の進み具合や、高血圧症による

血管の変化などを確認します。また、緑内障、網膜剥離、

糖尿病性網膜症などの、網膜の病気が分かることもあ

ります。

　　動脈硬化が網膜の血管だけに起こることはまずない

ので、全身の動脈硬化の状態を反映します。動脈硬化は、

心筋梗塞、脳梗塞などの重篤な病気の原因になります。

Ｑ．眼底検査の結果をどうやって活かせる？
Ａ．網膜の病気が見つかれば早急に治療を開始します。特

に眼底出血が認められた場合は、放置しておくと失明

の恐れが強いため速やかに治療することが必要です。

また、高血圧や糖尿病で動脈硬化などの血管病変が進

行している場合は徹底して生活習慣病に対する対策を

行う必要があります。

最後に。。。。。
健診で眼底検査を受けられた方は、今一度検査結果を見直

してみて下さい。

眼底検査の目的を理解し、健診の結果を有効に活かして頂

けるとうれしいです。

Ｑ．眼底検査の結果をもらったら？　Ａ．眼底検査の結果は下記のような略号を使って表現されます。

例えば「                       」と言う報告であれば、網膜の血管に変化が見られ、
軽度の高血圧性変化と動脈硬化性変化が認められると解釈します。

項　　　目 略　語 評　　　価

（動脈硬化の進み具合を示す）　　

（数値が大きいほど高血圧性変化が進んでいると判断）

（数値が大きいほど動脈硬化が進んでいると判断）　　
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事業者による方針の表明

ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

衛生委員会で調査審議

労働者に説明・情報提供

実施者（医師、保健師等※）によるストレスチェックを実施

（実施者）ストレスチェックの結果を労働者に直接通知

（実施者）面接指導の申出の勧奨

労働者から事業者へ面接指導の申出

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

医師による面接指導の実施 相談機関、専門医への紹介

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

必要に応じて

医師から意見聴取

必要に応じ就業上の措置の実施

（労働者）セルフケア

※この他、相談窓口等についても情報提供

※必要に応じ相談窓口利用

※申出を理由とする不利益取扱いの禁止

〈面接指導の対象者〉
同意有りの場合

問い合わせ先：健康づくり部　健康相談課　担当：ヘルスカウンセラー　木下恵美子　TEL.0265-24-1507

（実施者）結果の事業者への通知に ストレスチェックの結果を
職場ごとに集団的分析（実施者）

（実施者）集団的分析結果を事業者に提供

職場環境の改善のために活用

集
団
分
析

実
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前
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全体の
評価
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レ
ス
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※一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が含まれる。

※労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、
　労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行う。
※不利益取扱いの禁止

※以下は努力義務

（実施者）
事業者に結果通知

同意の有無の確認
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　みなさんご承知のとおり、本年１２月１日より、ストレ
スチェック制度が開始されます。この制度では、労働者
を５０人以上雇用する事業所では、労働者への毎年１回
のストレスチェックの実施が義務付けられ、また５０人以
下の事業所でも実施が努力義務となっております。
　新制度実施には戸惑いを感じている担当者様も多い
ことと思います。そこでご要望があれば、当財団が御社
産業医様と相談させて頂き、ストレスチェック等をとおし
て本制度の実施をサポート致します。
　是非とも当財団のストレスチェックサービスをご検討
ください。
①ストレスチェックの実施
　・ ストレスチェックシートの提供
　・ 回収されたストレスチェックシートの入力

この季節、私たちの身近なところにも危険は潜んでいます。
夏は気温が高く、湿度があるために食品の腐敗が進みやすく、
食中毒が発生しやすい季節です。そこで、日々の生活ででき
る食中毒予防の６つのポイントをまとめてみました。

この季節、私たちの身近なところにも危険は潜んでいます。
夏は気温が高く、湿度があるために食品の腐敗が進みやすく、
食中毒が発生しやすい季節です。そこで、日々の生活ででき
る食中毒予防の６つのポイントをまとめてみました。　・ 個人へのストレスプロフィールの提供

　・ 事業所へのストレスプロフィールの提供（労働者の
　　同意がある場合のみ）
　・ 事業所への職場の集団分析結果の提供（職場評価
　　分析資料等）

②ストレスチェック実施後の対応
　・ ストレスチェックの実施により高ストレス者とされた
　　労働者が、事業者へ申し出た際の医師による面接
　　指導
　・ 労働者個人からの相談により実施する相談指導

③その他メンタルヘルス対策事業
　・ 事業所ご依頼による、個人及び職場を対象としたセ
　　ルフケア・ラインケア等の研修

食中毒に
注意しましょう

厚生労働省ホームページより参照

ストレスチェック制度がもうすぐ開始されます
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