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企業 / 事業所名 株式会社モリタ製作所 

所在地 〒612-8213 京都府京都市伏見区東浜南町 680 

業種 歯科・医科医療器械器具製造・販売 

従業員（常勤） 742 人（472 人） 

認証歴 / 受賞歴 平成 29 年度～令和 4 年度 ／ 平成 30 年度最優秀賞 

定期健康診断結果の 

提出先（実施年度） 

大阪薬業健康保険組合（令和 3 年度） 

がん検診受診状況 
肺がん 大腸がん 胃がん 子宮頸がん 乳がん 

100% 94.1% 45.4% 49.3% 74.8% 

健康づくりの 

とりくみ 

組織的な運営 

■健康増進チャレンジ活動 

目的 健康増進活動を始めるきっかけを作り、健康意識の向上と健康習慣の維持・増

進を目指す。 

方法 自分に合わせた目標を設定し３カ月間実施する。＜項目＞食事・運動・タバ

コ・アルコール（目標例：1 日 1 万歩、体重 3 キロ減、禁酒日を週 2 日設定な

ど）達成者には達成賞（6in マッサージセット、ネックリラックスピロー、ハ

ンディスチームクリーナー、ヘルシア緑茶の中から選択）をプレゼント。参加

者 220 人。 

■ラジオ体操 

目的 有酸素運動により体内リズムを整え、怪我を防止するとともに仕事の能率向

上につなげる。 

方法 毎日就業前（朝・昼）にラジオ体操を放送し、実施の呼びかけを行う。 

■レクリエーション 

目的 スポーツで心身の健康の保持増進に努める。 

方法 労働組合のレクリエーション（ボウリング大会、ソフトバレー大会など）に任

意参加。 

■歯科健診・歯科治療推進活動  

目的 口腔内の疾患が全身の健康に多くの影響を与えることがさまざまな研究で明

らかになっているため、「歯の健康を通して人々の健康に奉仕する」歯科業界

トップメーカーの社員として自身の歯を大切にし、健康増進に努める。歯科受

診率 100％を目指す。 

方法 ①健診、治療費の会社補助金制度を設定（上限 健診：１万円、治療：5 千円）

社員から歯科受診領収書を提出してもらい、補助金を支払う。（年 1 回） 

 ②「歯科用品社内販売セール」（年 2 回）ライオン歯科材株式会社と提携し、

歯科用品を社員特価にて販売。毎年秋には歯科予防のため歯ブラシ・歯磨き等

を全社員にプレゼント。 

成果 歯科健診・歯科治療受診率 36.06％（令和３年度）※新型コロナウイルスに

より例年に比べ受診率低下 
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■社員食堂  

目的 健康に留意した昼食の提供をすることで、社員のメタボ防止や意識改革に結

びつける。 

方法 通常メニュー以外に 500kcal 程度のヘルシー弁当の提供。 

 カロリー、産地表示。食堂業者との給食委員会開催。食に関する健康情報の卓

上メモ設置。 

■献血(毎年 1 月、7 月）  

目的 献血可能な健康的な身体と、社会貢献による心の育成を目指す。 

方法 日本赤十字社の献血ポスター掲示、半年に１回の献血車の手配。 

成果 新型コロナウイルス感染症流行のため、中止 

 

■人間ドック、一般健康診断、特殊健康診断の実施  

目的 社員の健康管理および疾病の早期発見。 

方法 35 歳以上は医療機関で年１回の人間ドック受診、35 歳未満は社内で健診車に

よる年 1 回の一般健康診断を会社負担で受診。要精密検査の場合、初回のみ

会社負担。脳ドック費用会社補助。特殊健康診断は業務内容により受診者を指

定し半年ごとに受診。医療機器の修理業務担当者は血液暴露の危険性がある

ため、ウイルス性肝炎の抗原・抗体検査を実施。 

成果 人間ドック・一般健康診断受診率 100％ 

■ストレスチェックの実施（毎年 11 月）（メンタルヘルス対策） 

目的 個人のメンタルヘルス疾患の早期発見と予防、職場の環境改善を目指す。 

方法 精神科専門医と産業医契約。京都工場保健会と連携、派遣社員を除く全社員に

ストレスチェック調査を実施する。ハイリスク者には面談用紙の申し込みを

全員声掛けし、面談につなげる。 

成果 実施率 100％ ハイリスク者希望面談実施率 100％ 

 →平成 29 年度からは精神科の産業医と契約し、毎月 1 回健康相談を実施。 

■インフルエンザ・ノロウイルス対策 （毎年 10 月 1 日～翌年 1 月 31 日）  

目的 インフルエンザ感染予防意識の向上、および感染拡大の防止を目指す。 

方法 各職場にインフルエンザとノロウイルスの啓発ポスター掲示、両方に効果が

ある手指消毒液・うがい薬の設置。健康保険組合のインフルエンザ予防接種補

助金申請について周知。会社向かいの三栖診療所と提携し、全社員および家族

を対象にインフルエンザ予防接種を社員特価にて実施。 

成果 三栖診療所での予防接種実施人数 174 名 他医療機関での予防接種実施人

数 198 名 合計 372 名（家族含む）。令和３年度 弊社医務室へのインフル

エンザ感染報告件数  0 件 

■新型コロナウイルス感染症対策（令和元年１月～）  

目的 感染症予防意識の向上、および感染拡大の防止を目指す。 

方法 新型コロナウイルス感染症対策本部の設置、感染対策マニュアルの策定全社
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員毎朝検温・就業時マスク着用の徹底（マスク着用管理表で管理）、発熱・感

冒症状があった場合自宅待機。時差出勤・昼休み交代制、在宅勤務勧奨、不急

の出張制限、海外渡航禁止（帰国できない場合を除く）。各所に消毒液の設置・

うがい薬の設置 各職場でのこまめな換気の推奨。三栖診療所ワクチン出張

接種、京都工場保健会ワクチン職域接種実施＜各３回接種まで＞三栖診療所

ワクチン出張接種実施総計 410 人。京都工場保健会ワクチン職域接種実施総

計 1,099 人（社員：413 人 家族・他社：686 人）＜３回接種まで＞（接種

対象：当社社員と家族、グループ企業社員と家族、取引先など総計 1,509 人） 

 感染者に備えて、PCR 検査実施機関・除菌会社の情報収集 

■海外赴任者の健康診断と予防接種  

目的 海外赴任者の感染予防および健康管理。 

方法 国ごとに各種予防接種と健康診断（海外渡航前、年に１回一時帰国時、完全帰

国時）を実施。医療機器の修理業務担当者は血液暴露の危険性があるため、ウ

イルス性肝炎の抗原・抗体検査を実施。受診費用は全額会社負担。再検査費用

については１回目のみ会社負担。 

成果 感染報告なし。健康診断受診率 100％ 

■熱中症対策(毎年 6 月～9 月）  

目的 熱中症の予防意識の向上、および発症抑制を目指す。 

方法 職場環境 温度・湿度適正管理。熱中症予防と応急処置について情報提供。（メ

ール．掲示）人事総務部から各職場に塩分チャージタブレットを配布、補充。

作業の特性上暑い作業環境職場にウォーターサーバーを設置。 

成果 令和３年度 熱中症での救急搬送件数 0 件 

■禁煙対策  

目的 社員の健康管理および受動喫煙防止の取り組み。 

方法 始業前、昼休憩時間、終業後以外は禁煙。喫煙所（敷地内 1 ヵ所のみ）以外は

喫煙不可。社用車禁煙。会社周辺での喫煙および通勤時の歩き煙草禁止。禁煙

外来の紹介。 

■救急箱の職場設置  

目的 社員自身で体調の早期対応ができる。職場から医務室まで距離があるため、血

液汚染による暴露の拡大予防。 

方法 各職場に救急箱（カットバンや消毒液等入り）を設置し毎月点検・補充。血液

汚染した床や機器は次亜塩素酸 Na 入り溶液にて消毒。 

■勤務体制、休暇制度の制定  

目的 社員１人ひとりが健康で自分の時間を楽しみ、自分を磨き、充実した日々を過

ごすことでより良いしごとにつなげる。 

方法 定時退社日の設定。（第 2、第 4 金曜日に設定）全社員が年次有給休暇取得率

60％以上を目指す。年休一斉取得日の設定。 
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定期的な普及啓発活動 

■外部カウンセリング窓口の設置(カード配布：毎年 4 月）（メンタルヘルス対策） 

目的 メンタルヘルス疾患の予防、リスク回避を目指す。 

方法 京都工場保健会のこころの健康相談室、WEB カウンセリングを毎年契約。 

 4 月時点で所属している派遣社員を除く全社員にこころの健康相談室（カウン

セリングルーム）の電話番号と WEB カウンセリング会社従業員専用の ID と

パスワードが記載されたカードを配布。各職場にカウンセリング窓口案内ポ

スターを掲示。 

■ハラスメント対策  

目的 ハラスメントの早期発見と予防、職場の環境改善を目指す。 

方法 外部講師によるハラスメント研修を実施。 

 内部相談窓口と外部相談窓口の設置。外部窓口は電話相談および WEB 相談を

毎年契約。社内報やチラシ・携帯用カードなどで相談窓口について案内。内部

相談員は相談員研修を受講。管理職向けハラスメント研修実施。一般社員向け

ハラスメント研修を実施予定。 

■歯科健診・歯科治療推進活動  

目的 「歯の健康を通して人々の健康に奉仕する」歯科業界トップメーカーの社員

として、自身の歯を大切にし、健康増進に努める。歯科受診率 100％を目指す。 

方法 職場ごとの受診率を公表し、受診を促進する。 

各種団体との連携 京都府赤十字血液センターの献血 社内食堂で 1 月、7 月に実施しているが今年度

は新型コロナウイルス感染症流行のため中止。 

新型コロナウイルス感染予防対策として、三栖診療所出張接種および京都工場保

健会職域接種実施。 

退職前・退職時の 

健康づくり指導 

定年退職者に個別で退職後の健康管理について保健指導を実施。 

健康づくり担当者の 

設置 

（事業申請なし） 

受動喫煙対策 健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の必要な措置を講じている。 

違反規定 過去５年間に重大悪質な事案により、法令違反し処分等を受けたことがない。 

ホームページ http://www.morita.com/jmmc/ja/ 

メッセージ(R4) 1916 年京都で創業の当社は、歯科用器械を中心に耳鼻咽喉科用器械など医療器械

の開発・設計・製造を行うメーカーです。医療機器メーカーということもあり社員

の健康はとても大切に考えており、令和 3 年～4 年は新型コロナウイルス感染症予

防対策として職域接種等のワクチン接種を推進し、当社社員と家族、グループ企業

社員と家族、取引先など総計 1,300 人ものワクチン 2 回接種と、当社社員約 200 人

の 3 回目の接種を無事終えることができました。 

例年実施している健康づくりの取組みとしては、健康増進チャレンジ 90 日活動

や、定期的に歯科医院を受診するよう歯科検診・治療の補助制度、熱中症対策、禁煙
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対策なども継続して実施しております。 

今後も医療機器メーカーとして、世界中のすべての人々の笑顔と健康のために「人

にやさしい製品」を提供し、歯科医療を支え暮らしを支える企業活動を展開してい

きます。 

人事総務部 部⾧ 青代 勉 

 
 


