
第16回
OCHISセミナー
（会場開催・Live配信）

アンケート集計 報告書

開催日：2022年11月2日（水）

参加者 ： 151名 （内関係者16名）
会場参加者 54名
Live参加者 97名

回答者 ： 67名

回答率 ： 49.6％(関係者除く）



NPO法人ヘルスケアネットワーク（OCHIS）

第16回 OCHISセミナープログラム

日 時 ： ２０２２年１１月２日（水） １３：３０～１７：００
場 所 ： 中央電気倶楽部 本館５階 ホール

健康起因事故のさらなる背景を探る
～合わせ技をどうする？ＳＡＳ・高血圧・生活習慣・働き方等～

開会の挨拶
13:30～13:35

NPO法人ヘルスケアネットワーク 理事長 武田 裕
（大阪大学名誉教授）

第

1

部

基調講演Ⅰ
13:35～14:05

健康起因による事故防止について
国土交通省自動車局安全政策課 課長 村上 強志 氏

基調講演Ⅱ
14:05～14:30

合わせて１本！～ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの合わせ技で～
公益財団法人大原記念労働科学研究所 酒井 一博 氏
（国土交通省「事業用自動車事故調査委員会」委員長）

基調講演Ⅲ
14:30～14:55

トラックドライバーの健康管理と全ト協の取り組み
公益社団法人全日本トラック協会 交通・環境部 部長 大西 政弘 氏

休憩
14:55～15:05

（ 10分 ）

第

2

部

「健康起因事故の背景と情報の一元化、そして有効活用」

講演・インタビュー
15:05～16:00

全ト協の健康起因事故対策事業から見えたもの

高血圧対策の新しい試み （15:05～15:25）

インタビュー録画：「安全と健康対策 あれこれ」 株式会社マイシン 総務部 次長 山田 真理子 氏

NPO法人ヘルスケアネットワーク 保健師 黒田 悦子

運輸ヘルスケアナビシステム®とSAS対策の事業推進から （15:25～16:00）

NPO法人ヘルスケアネットワーク 保健師 安島 なつき

事例紹介
16:00～16:15

わが社の健康管理の取り組み
鶴山運送株式会社 安全管理部 安全管理者 田村 克彦 氏

第２部総括
16:15～16:25

健診のあり方と情報の合わせ技～健康起因事故の背景を踏まえて～
NPO法人ヘルスケアネットワーク 副理事長 作本 貞子

閉会の挨拶
16:55～17:00

NPO法人ヘルスケアネットワーク 理事長 武田 裕

パネルディスカッション
16:25～16:55

コーディネーター：NPO法人ヘルスケアネットワーク 理事長 武田 裕

パネリスト ： 国土交通省自動車局安全政策課

公益財団法人大原記念労働科学研究所

公益社団法人全日本トラック協会

鶴山運送株式会社

ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク

ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク

課長

交通・環境部 部長

安全管理部 安全管理者

副理事長

保健師

村上 強志氏

酒井 一博氏

大西 政弘氏

田村 克彦氏

作本 貞子

黒田 悦子



第16回 OCHISセミナーアンケート

1. 全体として今回のセミナーはいかがでしたか

①大変良かった ②良かった ③普通 ④やや期待外れ ⑤期待外れ

2. 今までOCHISセミナーに参加されたことがありましたか

①初参加 ②参加したことがある

3.セミナー参加の主なきっかけ、理由は何ですか（複数回答可）

① OCHISのメルマガ、ホームページ、ちらし等の案内をみて

② 所属の協会からの案内をみて

③ 開催のメインテーマが気になったから

④ 紹介されたから

⑤ 上司からの指示があったから

⑥ 毎回参加しているから

⑦ 参加費が無料だったから

⑧ Live配信があったから(WEBアンケートのみ）

⑨ その他

4.セミナーをお聞きになって特に参考になったと思ったテーマは何でしたか（複数回答可）

① 基調講演Ⅰ「健康起因による事故防止について」

② 基調講演Ⅱ「合わせて１本！～ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの合わせ技で～」

③ 基調講演Ⅲ「トラックドライバーの健康管理と全ト協の取り組み」

④ 講演「高血圧対策の新しい試み」

⑤ WEBインタビュー「安全と健康対策 あれこれ」

⑥ 講演「運輸ヘルスケアナビシステム®とSAS対策の事業推進から」

⑦ 事例紹介「わが社の健康管理の取り組み」

⑧ 健診のあり方と情報の合わせ技～健康起因事故の背景を踏まえて～

⑨ パネルディスカッション

5.運輸ヘルスケアナビシステム®についてご質問がありましたらご記入ください。後日ご連絡差し上げます 【記入式】

6.ＳＡＳスクリーニング検査についてご質問がありましたらご記入ください。後日ご連絡差し上げます 【記入式】

7.健康起因事故防止についてお困りの点、実施されている対策についてお聞かせください 【記入式】

8.今回のセミナーテーマ設定についてのご意見やご感想、質問等をお聞かせください 【記入式】

9.今後のOCHIS開催セミナーで取り上げてほしいテーマのご希望がありましたらご記入ください 【記入式】

10.役立つ情報満載のOCHISのメルマガはご希望でしょうか

①メルマガ登録を希望する

②すでにメルマガ登録している

③メルマガ登録は希望しない



Q1 全体として今回のセミナーはいかがでしたか

Q2 今までOCHISセミナーに参加されたことがありましたか

①初参加 41

②参加したことがある 26

計 67

Q3セミナー参加の主なきっかけ、理由は何ですか（複数回答可）

Q4 セミナーをお聞きになって特に参考になったと思ったテーマは
何でしたか（複数回答可）
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①大変良かった 29

②良かった 32

③普通 4

④やや期待外れ 1

⑤期待外れ 0

⑥未回答 1

計 67

①大変良

かった
43%②良かった

48%

③普通
6%

④やや期待外れ
2%

⑥未回答
1%

①初参加
61%

②参加した

ことがある
39%

①OCHISのメルマガ、ホームページ、ちらし等の案内をみて 35

②所属の協会からの案内をみて 14

③開催のメインテーマが気になったから 17

④紹介されたから 9

⑤上司からの指示があったから 6

⑥毎回参加しているから 6

⑦参加費が無料だったから 10

⑧Live配信があったから(WEBアンケートのみ） 15

⑨その他 4

計 116

①
30%

②
12%③

15%

④
8%

⑤
5%

⑥
5%

⑦
9%

⑧
13%

⑨
3%

①第1部：基調講演Ⅰ「健康起因による事故防止について」 39

②第1部：基調講演Ⅱ「合わせて１本！
～ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの合わせ技で～」

42

③第1部：基調講演Ⅲ「トラックドライバーの健康管理と全ト協の取り組み」 34

④第2部：講演「高血圧対策の新しい試み」 24

⑤第2部：WEBインタビュー「安全と健康対策 あれこれ」 22

⑥第2部：講演「運輸ヘルスケアナビシステム®とSAS対策の事業推進から」 31

⑦第2部：事例紹介「わが社の健康管理の取り組み」 26

⑧第2部：総括「健診のあり方と情報の合わせ技～健康起因事故の背景を踏まえて～」 23

⑨パネルディスカッション 14

計 255

①
15%

②
17%

③
13%④

9%

⑤
9%

⑥
12%

⑦
10%

⑧
9%

⑨
6%



Q5 運輸ヘルスケアナビシステム®についてご質問がありましたら
ご記入ください。後日ご連絡差し上げます

Q6 ＳＡＳスクリーニング検査についてご質問がありましたら
ご記入ください。後日ご連絡差し上げます
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トラック
事業者

以下の理由から、健診結果データの入力をお願いすることなく、システムを使用させてもらえ
ないでしょうか？

①健康診断結果に基づく医師の意見聴取が３ヶ月ギリギリになること
②従業員からイエローカードの交付が遅すぎるとの意見があったこと
（定期的に通院する者には、①のために、時間的・経済的な負担を強いられる）
この改善策として、次年度より、健康診断実施業者から健診結果をデータ形式でも提供いた
だけることになりまして、自社で既存のヘルスケアナビシステムに転記し、３週間の時間短縮
とコスト削減を図ろうとの目論みです。
もちろん、健診結果データ集約もあろうかと思いますので、名前を伏せたうえで提供すること
は可能です。

健診
機関

運輸ヘルスケアナビシステムを健診機関も利用してほしいと言われておりましたが、どのよう
な部分で協力できるのでしょうか。各施設で結果の判定基準が異なる部分は統一できると思
いますが、労安法の必要項目以外も検査に盛り込む必要があれば提供できる値段を変更す
る必要があると考えました。

トラック
事業者

本社担当者に紹介したことがあります

トラック
事業者

地域ごとの異常所見データ等お持ちでしたら、差支えなければお送りいただけますか。

トラック
事業者

他社の二次検査料や治療費の会社負担、割合状況をざっと知りたい。ちなみに、当社は、二
次検査料は会社で半額負担（約１．５万円）、治療費は全額個人負担です。

歯科
医院

無呼吸計測器具の名前を教えて欲しい。サチュレーションのパルスオキシメーターではなくて。

トラック
事業者

SASスクリーニング検査についての御社様の冊子やポスター等を使用させていただいており
ますが、SASスクリーニング検査を受診する前に、「なぜこの検査が必要か（大事か）」というこ
とについて、若い社員にはなじみがないせいか、説明してもうまく通じないので、動画で説明
できたらと思うのですが、無料で使用できる説明動画はありますか？
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トラック
事業者

ハード面も不可欠ですので、ドライバーステータスモニターの導入などを進めています。究極は
エマージェンシー機能の完備ですが、現段階では計画すらありません。

バス
事業者

再診断者への受診勧奨

バス
事業者

当社では毎月の安全目標の策定において、安全運転目標と合わせて健康管理目標を設定し全
社員に周知しているが、実際の効果がどの程度あるか把握できていない点が課題。

トラック
事業者

平均年齢の高さによりリスクを感じている。乗務員向けの講習会では健康管理マニュアルを参
考に注意喚起している。

トラック
事業者

検診後のフォロー 再検査をなかなか受けてくれないドライバーがいる

歯科
医院

患者さんで運転手の方のSASが見受けられるので、歯科ではsleep splintは保険効くが、診断器
具の点数がないので、診断がついても医科に送るしか無い現状です。

バス
事業者

SASスクリーニング検査、健康診断、人間ドック、飲酒量調査

トラック
事業者

困っている事は、他の運送会社と同様にドライバーの高齢化による疾病や労働災害の発生が
危惧される事。取り組み内容としては、健康診断や二次検診の１００％実施・服薬確認・産業医
と協力した体調不良者等との個別面談及び就業調整・ドライバーミーティング等での衛生教育で
す。

トラック
事業者

SAS管理基準がありますが、シーパップ治療が必要でもなかなか治療をしてくれない。二次検査
も高額なので行ってくれない。

トラック
事業者

弊社では点呼時の血圧測定をまだ全員に実施できておりませんが、高血圧と診断されて服薬治
療をしているドライバーに測定した結果を申告してもらい、点呼者が入力するスタイルで実施し
ております。しかし、その対象者に血圧の数値を申告してもらうにも、「個人情報だから言いたく
ない」と反発されてしまいます。運行管理上、必要なことだと説明しても応じてもらえない場合は
どうしたらよいでしょうか。
また、健診結果で再検査対象となったドライバーに、再検査をお願いすると「時間がない」
「お金がない」など、言い訳を並べて受診しようとしない者もいて、困っています。（先ほどのセミ
ナーの運動しない理由と同じです。）期日を決めて、〇月〇日までに受診結果を提出してくださ
い。提出がない場合は健康状態が把握できないので乗務を禁止します、などの書類を渡してお
りますが、再検査の重要性について個別に面談して説明しているのですがなかなか再検査の受
診率が上がりません。再検査受診率100％にするにはどうしたらよいでしょうか。

トラック
事業者

健診・二次健診勧奨・ＳＡＳ簡易検査・コロナインフルワクチン接種など実施しています

関連
事業者

健康起因事故防止に向けた製品開発を検討しております。

Q7 健康起因事故防止についてお困りの点、実施されている対策に
ついてお聞かせください
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トラック
事業者

①定期健康診断再検査対象者への受診勧奨として、事業所所長への案内に加え未受診者への
封書の送付等を行っていますが、依然として改善傾向が見られない。
再検査に関しては、強制力がないため担当者としてもどこまで介入して良いものか判断しかねる。
管理職のほうでしかるべき声掛けをしてほしいものだが現状は担当者が矢面に立つばかりで事
態が前に進まない。
②労災二次検診は、実態としては実施している病院がかなり少なく、予約でかなり苦労する。
③SASの精密検査に関しては、やはり費用面での負担から受診への足は鈍い。助成金１万円を
支給する規定を定めているが、最低でも半額は助成してほしい等の声が相次ぎ、助成金の見直
しをするか、別の方法で受診を促すか等対応に苦慮している。

トラック
事業者

弊社では、2年に1度、保健師が該当者を選定し、ABI検診・メタボ基準該当者へのSAS検査・ハイ
リスク者への脳MRI検診をトラック協会の補助制度や会社補助を利用して、本人自己負担０で実
施しております。しかし、実施後、要精密検査となった場合は再検査自己負担となっており、まだ
会社としての支援が不十分であると感じています。また、高齢ドライバーが増えてきたことから、
認知症検査の必要性も感じていますが、対象者が多いためどのように実施するか困っておりま
す。（ご紹介いただきました、頭の健康チェックも検討しましたが、健康管理室1名しかおりません
ので、実施が難しいです。）

トラック
事業者

健診有所見者並びに治療継続者の状態管理

Q8 今回のセミナーテーマ設定についてのご意見やご感想、質問等を
お聞かせください

トラック
事業者

１年１回、更にＺｏｏｍ配信と、これまでに増してテーマ設定にお悩みになったとお察しします。広
く浅くのテーマは、積極的な会場参加者にとっては、船を漕ぐ方も散見され、少し物足りないよう
でした。

講師の登板順序もあって難しいかもしれませんが、プログラム構成を、初心者向けから徐々に
引き上げる、開催予告の段階からターゲット（責任者向け・担当者向け・〇〇な方にお勧め！な
ど）を絞り、途中参加・離脱がしやすいよう、休憩を小間切れにすると良いと思いました。

また、次の点にも意を用いると良いと思いました。
・責任者向けには、必要性を説くよりも、経営者を説得させる材料を提供する（健康は儲かる話
にもっていけるように、私傷病日数などを数値化するなど）
・参加者向けには、アカデミックな話よりも、多くのハウツーを提供する（会社の規模・取組み状
況に応じた事例集やテクニック、ドライバー自身が健康に意識してもらえるよう、心理的アプ
ローチなど）

トラック
事業者

いつもお世話になっております。大変貴重な講演、内容で非常に勉強になりました。どうもあり
がとうございました。

関連
事業者

トラック事業者にとってのメインテーマである事故防止というテーマで大変興味深かったです。
働き方改革や2024年問題にもつながるテーマなので、改善に向けた取組が大変参考になりま
した。ありがとうございました。

その他
法人

ヘルスケアナビシステムを中心にという考えは正しいと思います。今後は健康管理等のシステ
ムとの連携を進め企業の負担が軽減されるというメリットが見えるようになればより一層推進す
るのではと感じます。
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健診
機関

検診機関として初めて参加させて頂きました。運送業界において他の業種よりも健康管理につ
いて特に厳しく厳密に実施されていることを知りました。我々検診機関も今後コラボ協力をさせ
て頂ければと思いました。ありがとうございました。

健診
機関

運送業に特化した健康管理に関してのセミナーで勉強になりました。今後の取り組みに活用さ
せていただきます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

バス
事業者

SAS、高血圧、生活習慣病、働き方などを個別の課題と捉えていたが、すべてオーバーラップし
ているという視点を認識でき、大変参考になりました。ありがとうございました。

バス
事業者

今回バス事業者として参加し、ヘルスケアナビシステムに関し、全ト協だけではなくタクシー協
会、バス協会にも広げ取り組んで頂ければと感じたが、他モード運輸事業でも取り組まれてい
るものでしょうか？

トラック
事業者

R５年４月～本格的にはR６年ナビシステムの導入とサポートを受けさせていただくので従業員
の健康改善に活かされていくのが楽しみです。よろしくお願い致します。

協会 社会問題化している健康起因事故のテーマは時機にあったものであったと思います。

トラック
事業者

どの講演もためになりました。健康管理の取組みに参考にしていきたいと思います。

健診
機関

事業所様の現状について知るきっかけとなりました。健診機関として今回のテーマは事業者の
ニーズを知ることができました。

トラック
事業者

適切でよかったと思います。

トラック
事業者

酒井講師の声がマイクを離しているので聞き取りにくかった。

トラック
事業者

業務しながらでしたので全編視聴できませんでした 記録映像の配布はございませんか？

関連
事業者

事業者様の現場の声（インタビュー）が聞けて大変参考になりました。

バス
事業者

バス会社で取り組みされている事業所の紹介があればよかった。

トラック
事業者

テーマはとても良かったがリモート参加だと話している人の声が全く聞こえない部分が多々あっ
て残念でした

トラック
事業者

運転手の健康管理が聞けて、とても参考になりました。実施出来ていることもあったので自信に
なりましたし、反面、出来ていない事もあり課題が再確認出来ました。

トラック
事業者

非常に良かったです。勉強になりました。ありがとうございました。

バス
事業者

社員が高齢化が進む中で、関心のあるテーマでとても参考になりました。

行政
健康起因事故防止対策については運送事業者の関心も高く、行政としても取り組んでいるとこ
ろ、参考になるお話が多く聞けてとてもよかった。
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Q9 今後のOCHIS開催セミナーで取り上げてほしいテーマが
ありましたらご記入ください

トラック
事業者

責任者向けに「視野障害について」（当社にも発症した者が一人います）

バス
事業者

今回、他事業者様の具体的な取り組み事例などの紹介やハイリスク者の具体的な割合数値を
お示しいただいたことで、自社との比較や今後の取り組みに活用できると感じたので他のテーマ
でも同様に取り上げていただきたいと思います。

歯科
医院

SASが原因の循環器障害で死亡する現状を取り上げて欲しい。

トラック
事業者

ＳＡＳの治療であるCPAP療法の継続支援について

トラック
事業者

心疾患と脳疾患・良い睡眠とは・腰痛に関して等

トラック
事業者

D＋の方がこんな事故、状態になった事例とか

トラック
事業者

弊社でもドライバーの高齢化が進んでおります。（最年長者72歳です。）今後、MCIスクリーニン
グ検査だけでなく、自社でできる簡単な体力の測定方法などもご教示願えればと存じます。
OCHIS様のように、ドライバーの健康に寄り添った情報やお取組みは本当に有難く、これからも
参考にさせていただきます。

トラック
事業者

集中力維持・眠気解消

関連
事業者

認知症、現場のインタビュー

トラック
事業者

事例紹介で、他社様の実際の取り組みをご紹介いただき、大変興味深く感じましたので、次回も
実施して欲しいと思いました。

トラック
事業者

実効性のある食習慣指導・運動習慣指導

行政 飲酒運転対策について



第16回OCHISセミナーを終えて

副理事長 作本 貞子
2022年11月

◇会場の良さとWEBの良さ

昨年の第15回は、新型コロナウイルスの影響を受け、初めてのWEB開催にトライしました。そして今

年は久々の会場開催をと意気込みながらも、昨年全国からご視聴いただいた皆様への感謝とつなが

りを思い起こすと、「やはりWEBも」となり、またしてもトライする形で、会場とWEBのハイブリット開

催を試みました。

会場開催では、何年ぶりかでお会いできた方も多く、嬉しさがこみ上げてきました。また初対面の方

にも、対面でお話ができ、WEBでは難しいつながりのようなものを感じることができました。

一方、WEBでは、仕事の傍ら視聴された方もおられ、遠方やご多忙にも拘わらず、ご視聴いただけ

たことを心より嬉しく思っております。またアンケートにも多くのコメントを頂戴いたしましたこと、深

くお礼申し上げます。

◇テーマ設定について

今回のテーマは、昨年のテーマである、「情報の一元化・・・」に続く形で、「健康起因事故のさらなる

背景を探る」とし、事故原因はその背景を複合的に探り、さらにその情報を一元化して活用することが

重要ではないかとの思いから、設定いたしました。2024年問題を目前にし、さらにその重要性を感

じていただけたのではないかと推察しております。

◇関係者との情報共有と連携を目指して

アンケートの回答を通じて、トラック・バス事業者の多くのお困りごとをお聞きすることができました。

ご質問等については、できる限りの範囲でお答えするよう、スタッフが現在準備を進めております。さ

らに当法人だけで対応できない案件や、これからの健康・安全対策の課題等については、行政や関係

団体、その他企業等にもご相談をし、ご指導を仰ぎながら、連携を深める中で対応策を模索していき

たいと考えております。

情報化社会といわれ、加速度的に進化していますが、今だに定期健康診断結果が紙ベースであるな

ど、働く人々の現場は旧態依然としている部分があります。運輸ヘルスケアナビシステム🄬を核として、

今まで培ってきた当法人のノウハウが関係者と情報共有され、業界で働く人々の健康支援の一助に

なるよう今後も努めてまいります。

最後に、国土交通省安全政策課 村上課長、大原記念労働科学研究所 酒井様、全日本トラック協会

交通・環境部 大西部長を初め、ご登壇頂きました皆様、並びに関係者の皆様に心よりお礼申し上げる

とともに、今後ともOCHISへの変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。


