
 
 
 
 
 

産業医活動に関するアンケート調査 
広 島 県 医 師 会    
広島産業保健総合⽀援センター 

該当するものに、「 ☑ 」もしくは 「 〇 」をしてださい。 
 
問１ 性別  □男性 □⼥性 
問２ 年齢  □30 歳未満 □30 歳代 □40 歳代 □50 歳代 □60 歳代 □70 歳以上 
問３ 主たる所属 

□開業医 □医院の勤務医 □病院の勤務医 □健康診断機関 □企業・団体 □教育・研究機関 
 □コンサルタント事務所 □その他（                           ） 

問４ 専⾨診療科等（主なものを１つ） 
□内科 □⼼療内科 □精神科 □神経科 □呼吸器科 □消化器科 □循環器科 □アレルギー科  
□リウマチ科 □⼩児科 □外科 □整形外科 □形成外科 □美容外科 □脳神経外科 □呼吸器外科 
□⼼臓⾎管外科 □⼩児外科 □⽪膚泌尿器科 □性病科 □肛⾨科 □産婦⼈科 □眼科 □⽿⿐咽喉科 
□気管⾷道科 □ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 □放射線科 □神経内科 □胃腸科 □⽪膚科 □泌尿器科 □産科 □婦⼈科 
□呼吸器内科 □循環器内科 □⻭科 □⻭科矯正科 □⼩児⻭科 □⻭科⼝腔外科 □糖尿病科 □腎臓内科 
□腎移植科 □⾎液透析科 □代謝内科 □内分泌内科 □救急医学科 □⾎液科 □⾎液内科 □⿇酔科 
□消化器内科 □消化器外科 □肝胆膵外科 □糖尿内科 □⼤腸肛⾨科 □眼形成眼窩外科 □不妊内分泌科 
□膠原病ﾘｳﾏﾁ内科 □脳卒中科 □腫瘍治療科 □総合診療科 □乳腺甲状腺外科 □新⽣児科 □⼩児循環器科 
□産業医学 □健診機関 □教育・研究機関 □その他（                       ） 
 

問５ 産業医活動歴 
□活動歴なし □１年未満 □１年〜３年未満 □３年〜５年未満 □５年〜１０年未満 □１０年以上 

問６ 産業医活動（複数選択可） 
□現在⾏っている  ⇒ 【□専属産業医 □嘱託産業医 □その他（                 ）】 
□以前⾏っていたが現在⾏っていない 
□これまでに⾏ったことはない     

 
 
 
 
 

◇産業医活動をされている⽅は問７へ、産業医活動をされていない場合は、問 21 へお進みください。 
     
問７ 産業医活動を⾏っている事業場数  

□１か所 □２か所 □３か所 □４か所 □５か所 □６か所以上     
 

問８ 産業医活動を⾏っている市町村について(複数選択可) 
  広島市 

□中区 □東区（温品を除く）□東区温品 □南区（似島を除く）□南区似島 □⻄区 
□安佐南区（佐東・祇園・沼⽥を除く）□安佐南区佐東 □安佐南区祇園 □安佐南区沼⽥ 
□安佐北区（⽩⽊・⾼陽・安佐を除く）□安佐北区⽩⽊ □安佐北⾼陽 □安佐北区安佐 
□安芸区（中野・阿⼾・⽮野を除く）□安芸区中野 □安芸区阿⼾ □安芸区⽮野 

問６−1 産業医活動を⾏っていない理由（上位 3 つまで） 
□診療等の本来業務が多忙で時間・余裕がない。 
□産業医の業務量が増⼤した。 

 □産業医の責任が増⼤した。  
 □産業医として活動する事業場を把握していない。 

□産業医の報酬が少ない。 
□産業医の経験が少なく、不安がある。 
□その他（                 ） 

問６-１へ 

回答⽅法は、Web、FAX、郵送のいずれかで、⼀⼈ 1 回のみの回答です。 
◆ Web https://www.hiroshimas.johas.go.jp/industrial_physician/ 

【 ID：sanpo（ｻﾝﾎﾟ） パスワード：nw2206（ｴﾇﾀﾞﾌﾞﾙ 2206）】 
◆ FAX 082-224-1371 ◆ 郵送 返信⽤封筒同封 



呉市 
   □呉市中⼼部 □吉浦 □警固屋 □阿賀 □広 □仁⽅ □宮原 □天応 □昭和 □郷原 □下蒲刈  

□川尻 □⾳⼾ □倉橋 □蒲刈 □安浦 □豊浜 □豊） 
⽵原市（□⽵原市中⼼部 □忠海） 
三原市（□三原市中⼼部 □本郷 □久井 □⼤和） 
尾道市（□尾道市中⼼部 □因島 □百島 □浦崎 □御調 □向島 □瀬⼾⽥） 
福⼭市（□福⼭市中⼼部 □松永 □北部 □東部 □神辺 □鞆 □内海 □沼隈 □芦⽥ □加茂 □新市） 
府中市（□府中市中⼼部 □上下） 
三次市（□三次市中⼼部 □君⽥ □布野 □作⽊ □吉舎 □三良坂 □三和 □甲奴） 
庄原市（□庄原市中⼼部 □⻄城 □東城 □⼝和 □⾼野 □⽐和 □総領 
⼤⽵市（□⼤⽵中⼼部 □玖波 □栗⾕ □⽊野） 
東広島市（□東広島市中⼼部 □⿊瀬 □福富 □豊栄 □河内 □安芸津） 
廿⽇市市（□廿⽇市市中⼼部 □佐伯 □吉和 □⼤野 □宮島） 
安芸⾼⽥市（□吉⽥ □⼋千代 □美⼟⾥ □⾼宮 □甲⽥ □向原 
江⽥島市（□江⽥島 □⼤柿 □沖美 □能美） 
安芸郡（□府中町 □海⽥町 □熊野町 □坂町） 
⼭県郡安芸太⽥町（□⼾河内 □加計 □筒賀） 
⼭県郡北広島町（□千代⽥ □芸北 □⼤朝 □豊平） 
豊⽥郡⼤崎上島町（□東野 □⼤崎 □⽊江） 
世羅郡世羅町（□世羅 □甲⼭ □世羅⻄） 
神⽯郡神⽯⾼原町（□三和町 □油⽊ □神⽯ □豊松） 
 

◇以降の質問についてお答え下さい。 
２社以上で活動されている⽅は、最も活動されている事業場についてお答えください。 
 
問９ 事業場の主な業種 

□農林⽔産業 □鉱業 □建設業 □製造業 □教育、学習⽀援業 □電気、ガス、⽔道業 □情報通信業 
□運輸業 □医療、福祉業 □卸売、⼩売業 □⾦融、保険業 □不動産業 □飲⾷店、宿泊業 
□官公庁等（健康管理医） □その他（                             ） 
 

問 10 事業場の労働者数 
□50 ⼈未満 □50〜99 ⼈ □100〜199 ⼈ □200〜299 ⼈ □300〜399 ⼈ □400〜499 ⼈ □500〜999 ⼈ 
□1,000 ⼈以上  
 

問 11 産業看護職の有無 
  □有 □無 
 
問 12 連携したことのある他機関の専⾨職（複数選択可） 
  □保健師・看護師（同企業内の産業看護職を除く）□⼼理職 □⻭科医師 □社会保険労務⼠ 

□その他（                                         ） 
 

問 13 産業医活動の内容（複数選択可） 
  □⼀般・特殊健診結果確認 □⼀般・特殊健診結果、異常所⾒があると診断された労働者に係る意⾒聴取   

□⼀般健診結果に基づく保健指導 □⻑時間労働者に対する⾯接指導 □ストレスチェックの実施者 
□⾼ストレス者に対する⾯接指導 □健康教育 □作業環境の把握・指導 □作業態様等の把握・指導 
□健康障害原因調査 □その他（                                ） 

 



問 14 ⼀回当たりの活動時間 
  □1 時間未満  □1 時間以上 2 時間未満 □2 時間以上 4 時間未満 □4 時間以上 6 時間未満 
  □6 時間以上 8 時間未満  □8 時間以上 
 
問 15 ⼀⽉当たりの活動⽇数 
  □１⽇ □２⽇ □３⽇ □４⽇ □５⽇以上 
 
問 16 報酬額(該当する箇所に記載して下さい。) 
  □１回当たりの報酬額（       万円） 

 □１か⽉当りの報酬額（       万円） 
 問 16−1 追加活動に対する追加報酬 □無 □有  

□⻑時間労働者に対する⾯接指導 □⾼ストレス者に対する⾯接指導 □その他（          ） 
（1 回当たり      万円） 
 

問 17 事業者に対する意⾒提⽰及び事業者の対応 
  問 17-1 就業上の措置として、就業場所の変更や、作業の転換等の提⽰をしたことがありますか 

□はい □いいえ 
問 17-2 意⾒提⽰に対して事業者は対応しましたか 

□はい □いい □不明 
 

問 18 産業医活動を⾏うに当たっての課題（上位 3 つまで） 
 □主たる仕事の業務量の増⼤ □産業医活動を⾏っている事業場の業務量の増⼤ □専⾨的な知識の増加 

□事業場内の他部⾨との連携が必要な業務の増加 □必要性が低いと考えられる業務がある 
□衛⽣委員会が産業保健活動の改善に⼗分活⽤されていない □産業医活動で訴訟のリスクを感じる 
□その他（                                           ） 
 

問 19 職場巡視の年間実施回数（専属産業医以外） 
□１回 □２回 □３回〜５回 □６回〜８回 □９回〜11 回 □12 回以上 
 

問 20 衛⽣委員会年間出席回数（専属産業医以外） 
□１回 □２回 □３回〜５回 □６回〜８回 □９回〜11 回 □12 回以上 
 

質問は以上です。ご回答ありがとうございました。 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

◇以下の質問は、これから産業医活動を⾏いたい、拡充したいと思われる⽅に、質問です。 
 

問 21 産業医活動に、1 回当たりに費やすことが出来る時間 
□４時間未満  □４時間以上６時間未満  □６時間以上８時間未満 □８時間以上 
 

問 22 産業医活動に、⽉当たりに費やすことが出来る⽇数 
 □１⽇ □２⽇ □３⽇ □４⽇ □５⽇以上  
 
問 23 1 回当たりの希望報酬額 

□3 万未満 □３万〜５万未満 □５万〜７万未満 □７万〜10 万未満 □10 万以上 
   



問 24 産業医活動を⾏ってもいいと思う市町村について(複数選択可) 
広島市 

□中区 □東区（温品を除く）□東区温品 □南区（似島を除く）□南区似島 □⻄区 
□安佐南区（佐東・祇園・沼⽥を除く）□安佐南区佐東 □安佐南区祇園 □安佐南区沼⽥ 
□安佐北区（⽩⽊・⾼陽・安佐を除く）□安佐北区⽩⽊ □安佐北⾼陽 □安佐北区安佐 
□安芸区（中野・阿⼾・⽮野を除く）□安芸区中野 □安芸区阿⼾ □安芸区⽮野 

呉市 
  □呉市中⼼部 □吉浦 □警固屋 □阿賀 □広 □仁⽅ □宮原 □天応 □昭和 □郷原 □下蒲刈  

□川尻 □⾳⼾ □倉橋 □蒲刈 □安浦 □豊浜 □豊） 
⽵原市（□⽵原市中⼼部 □忠海） 
三原市（□三原市中⼼部 □本郷 □久井 □⼤和） 
尾道市（□尾道市中⼼部 □因島 □百島 □浦崎 □御調 □向島 □瀬⼾⽥） 
福⼭市（□福⼭市中⼼部 □松永 □北部 □東部 □神辺 □鞆 □内海 □沼隈 □芦⽥ □加茂 □新市） 
府中市（□府中市中⼼部 □上下） 
三次市（□三次市中⼼部 □君⽥ □布野 □作⽊ □吉舎 □三良坂 □三和 □甲奴） 
庄原市（□庄原市中⼼部 □⻄城 □東城 □⼝和 □⾼野 □⽐和 □総領 
⼤⽵市（□⼤⽵中⼼部 □玖波 □栗⾕ □⽊野） 
東広島市（□東広島市中⼼部 □⿊瀬 □福富 □豊栄 □河内 □安芸津） 
廿⽇市市（□廿⽇市市中⼼部 □佐伯 □吉和 □⼤野 □宮島） 
安芸⾼⽥市（□吉⽥ □⼋千代 □美⼟⾥ □⾼宮 □甲⽥ □向原 
江⽥島市（□江⽥島 □⼤柿 □沖美 □能美） 
安芸郡（□府中町 □海⽥町 □熊野町 □坂町） 
⼭県郡安芸太⽥町（□⼾河内 □加計 □筒賀） 
⼭県郡北広島町（□千代⽥ □芸北 □⼤朝 □豊平） 
豊⽥郡⼤崎上島町（□東野 □⼤崎 □⽊江） 
世羅郡世羅町（□世羅 □甲⼭ □世羅⻄） 
神⽯郡神⽯⾼原町（□三和町 □油⽊ □神⽯ □豊松） 

 
以上で終了です。ご協⼒ありがとうございました。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
以下の記⼊は、今後、産業医と事業場とのマッチングに情報提供いただける⽅、また、産業医ネットワークモデル

事業における産業医活動の資質の向上のための研修会に参加を希望される⽅は、ご記⼊下さい。 

希望する項⽬ 
□マッチング事業 
□産業医活動の資質の向上のための研修会（⽇医単位取得予定） 

※マッチング事業参加の⽅は、研修会の参加を優先します。 

名 前  

所 属  

電 話 （※⽇中連絡が取れる番号） 

メール             ＠ 

ＦＡＸ  

※ご記⼊いただいた個⼈情報は、産業医ネットワークモデル事業以外には利⽤しません。 
【問合せ先：広島産業保健総合⽀援センター TEL（082-224-1361）】 


