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全国安全週間は、昭和 3年に初めて実施されて以来、

「人命尊重Jと いう崇高な基本理念の工 「産業界での自主

的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の

高揚と安全活動の定着を図ることJを 目的に、一度も中断

することなく続けられ、今年で90回 目を迎える。

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策

が展開されてきた。この努力により労働災害は長期的に減少

し、平成28年の労働災害については、死亡災害は2年連続

で1,000人を下回る見込みである。

しかしながら、休業 4日 以上の死傷災害 (以下単に「死傷

災害Jと いう。)は前年より増加する見込みで、死亡災害に

ついても平成28年 11月 から平成29年 2月 まで4か月連続で

前年同月を上回っている状況である。これらの要因としては、

基本的な安全管理の取り組みが労働者に徹底されていない

こと、第三次産業においては、多店舗展開企業等の傘下の

店舗等に安全担当者がおらず、安全活動が低調となって

いることなどが考えられる。

このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る

ことを決意して、平成29年度全国安全週間は、以下のスロー

ガンの下で取り組む。

組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動

未来へつなげよう安全文化

平成29年 7月 1日から7月 7日 までとする。

なお、全国安全週間の実効を上げるため、平成29年 6月 1日

から6月 30日 までを準備期間とする。

厚生労働省、中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害

防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・

木材製造業労働災害防止協会

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、

経営者団体

全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。

(1)安全広報資料等の作成、配布を行う。

(2)様々な広報媒体を通じて広報を行う。

(3)安全パトロール等を実施する。

(4)安全講習会等を開催する。

(5)安全衛生に係る表彰を行う。

(6)「国民安全の日」 (7月 1日 )の行事に協力する。

(7)事業場の実施事項について指導援助する。

(8)そ の他「全国安全週間Jにふさわしい行事等を行う。

主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、

支援、協力を依頼する。

安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を

実施する。

(1)全 国安全週間及び準備期間中に実施する事項

①～⑥省略

(2)継続的に実施する事項

①安全衛生活動の推進

ア 安全衛生管理体制の確立

イ 職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果

的な安全衛生教育の実施等

ウ 自主的な安全衛生活動の促進
エ リスクアセスメントの普及促進

オ その他の取り組み

上記ア～オの詳細 (ア)～ (工)省略

②業種の特性に応じた労働災害防止対策

ア 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業に

おける労働災害防止対策

イ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策

ウ製造業における労働災害防止対策
工 建設業における労働災害防止対策

オ林業災害防止対策

上記ア～オの詳細 (ア)～ (オ )省略

③業種横断的な労働災害防止対策

ア転倒災害防止対策 (STOPI転倒災害プロジェクト)

イ 交通労働災害防止対策

ウ非正規雇用労働者等に対する労働災害防止対策
工 熱中症予防対策 (STOPI熱 中症クールワークキャン

ペ ー ン)

上記ア～オの詳細 (ア )～ (オ)省略

※上記の省略箇所の内容については厚生労働省HPを参照

して下さい。
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を吸わされる受動喫煙により死亡しており、国内の死亡者は年1方5f/tと推計

されている。2020年には、東京オリンピックが開催されるが、国際オリンピック

委員会 (IOC)とWHOは、「煙草のないオリンピック」を推進しており、開催地は

受動喫煙防止策を講じてきた。わが国の健康増進法 (2003)に は受動喫煙

対策が盛り込まれているが、努力義務にとどまっており、公共の場を屋内全面

禁煙とする法律を施行する国が49カ国 (2014年末時点)に達する現在、日本の対策は「世界最低レベノ列

と指摘されている。この4月上旬、来日中のWHO幹部が、塩崎厚労相にオリンピック中の屋内完全禁煙を

要請したという。

厚労省は、努力義務ではなく実効性の高い制度をめざすとして、学校や医療機関には敷地内禁煙、

官公庁などの公共施設には建物内禁煙を課し、飲食店や職場のオフィスなどには原則建物内禁煙で建物

の規模により喫煙室を許可する内容の法案を公表したが、喫煙との関係が深い飲食店経営者にとっては

死活問題であり抵抗は大きい。さらに、自民党は、「喫煙を愉し倒 のは国民の権利だとして禁煙ではなく

分煙を推進。飲食店は禁煙・分煙・喫煙から自由に選んで表示する「対案」を呈示して、厚労省案を認め

ま 厚労省案の後退は必至の状況になっている。

さて、受動喫煙は本当に健康に悪いのか?一歩踏み込んで、受動喫煙の害には科学的根拠があるの

か?受動喫煙と肺がんの関連については、1981年 に国立がんセンターが世界で初めて報告した。その後、

世界中で動物実験、環境科学研究、疫学研究が蓄積され、2004年に国際がん研究機関が、“環境たばこ

煙"の発がん性を認めるに至った。一方、国際的な疫学研究も多数報告され、21の統合的研究 (メ タアナリ

シス研究)に よって、国際的には、受動喫煙の肺がんへの関与は確実視されている (政治的立場も絡み

否定的見解も一部には存在する)。 わが国では、個々の疫学研究は小規模のため有意な関連性を示さ

ないものも多かったが、昨年 (2016)、 国立がんセンターが、日本人についての受動喫煙と肺がんとの関連

につい■ 426研究から厳選した9研究のメタアナリシス解析で、肺がんになるリスクが1.3倍 であることを

報告。同時に受動喫煙のリスク評価を、今までの日まぼ確実」から「確実」(因果関係を推定するのに十分

な科学的根拠がある)に引き上げた。リスク13倍は、上記の国際的研究から得られた数字とほぼ一致する。

さらに注意すべきは、肺がんのみなら1八 虚血性肺疾患、

脳卒中、乳幼児突然死症候群、鼻腔・副鼻腔がんに対する

リスクが、肺がんリスクと同じレベルの「確実」になることが

明らかにされた。日まぼ確実」レベルまで範囲を広げると気

管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、乳がんなどをも含むという。

海外では、全面禁煙が法制化されたあと、心筋梗塞や

脳卒中などが減少したとの報告もある。これらの事実は、

健康事業に携わる者とし
~C7と、に刻んで置くべき情報と思わ

れる。
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◆会社概要◆

株式会社ティラドは、1936年倉」業の熱交換

器の専門メーカーです。今日まで、当社独自の

技術力・革新的な商品をベースに、国内外の

お客様のご要望にお応えしてまいりました。

近年では、地球環境に貢献する商品として

巨GR(排気ガス再循環)クーラや燃料電池用熱

交換器、ハイブ |リ ッド車用熱交換器などの量産

も行つております。

Ｌ

社

ＲＵ

本

http:〃 www.trad.cojp

東京都渋谷区代 木々3丁 目25番 3号

TEL (03)3373-1101(ft表 )

滋賀県東近江市五智町297番地

TEL(0748)22-4611(代 表)

1936年 0召和11年)11月 11日

嘉納 裕射

85億 4′564万 円

滋賀製作所

設   立

代表取締役

資 本 金

従 業 員 数

事 業 内 容

連結 3′707名  [2016年 12月 31日 現在]

1.自動車用、建設・産業機械用、空調機器用、

分散型発電機用、その他の各種熱交換器の製造及び販売

2.自動車及びその他の機械用部品の製造及び販売

3.環境関連機器の研究。開発および製造・販売

ハイブリッド車用熱交換器 (ラジエータ)

●メ

乗用車用熱交換器
(エンジンオイリレクーラ)

トラック用熱交換器
(EGRクーラ)

当社では滋賀保健研究センター様に定期健診、特殊検診、

雇入れ健診、人間ドック、作業環境浸」定など、様々な場面で

ご協力をいただいております。また、日常的に細やかな

サポートをいただけるのみならず、時には専門家のアド

バイスもいただくことができ、従業員の健康管理に大きく

貢献してもらつています。
スクータ用熱交換器 (ラジエータ)

台

⌒
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現在、労働安全衛生法令では、以下を義務付けている。

●産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、労lll者の健康障害防止のために必要な措置
を講ずるg(労働安全衛生規貝」第15条 )

●事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の

健康保持に必要な措置について、医師等からの意見を聴取する」(労働安全衛生法第66条の4、

労働安全衛生規則第51条の2ほか8省令8条文)

●事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間

が1月当たり100時間を超える労働者について、当該労働者からの申出に基づいて医師に

よる面接指導を行う。(労働安全衛生法第66条の8、 労働安全衛生規貝」第52条の2)

(労働安全衛生規則第15条関係)

少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月
1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、

産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

1衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
21に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

(労働安全衛生規則第51条の2ほか8省令8条文関係)

事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で

必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなけ

ればならないこととする。

(労働安全衛生規則第52条の2関係)

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たレリ40時間を超えて労働させ

た場合におけるその超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100

時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供

しなければならないものとする。
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三酸化ニアンチモンについて、国が行う「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価」を

行つたところ、リスクが高く規制が必要であるとの結論となったことから、必要な改正を行うもの。

物質名:三酸化ニアンチモン

政 令:◆ 特定化学物質(第2類物質)に追加

①作業主任者の選任 ②作業環境演」定の実施及び ③特殊健康診断の実施の義務付け

◆ 配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追力]等       ―

特化則:◆ 物質の類型として、「特定化学物質(第2類物質)」 のうち、「管理第2類物質」に追加
※「樹脂等により固形化された物を取り扱う業務」については特化則の適用を除外

局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、洗浄

設備の設置、緊急時の医師による診察・処置、保護具の備付け等の義務付け

◆ 作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任

◆ 特殊健康診断廼己置転換後のものを含む。)の項目を設定

◆ 作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け(=「特別管理物質」に追力])

◆ 三酸化ニアンチモンの製造、取扱作業における、特殊な作業の管理を規定

※詳細については厚生労働省のホームページをご覧<ださい。
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皆さんの健康意識が高くなり、検査に関して多くの知識をお持ちだと思います。

その中で腫瘍マーカーに関する知識も多かれ少なかれお持ちかと思いますが、

今回は腫瘍マーカーの1つ p53抗体とエラスターゼの特徴についてお話させていた

だきます。

p53抗体と|よp53遺伝子という、がん発生を抑制している遺伝

子に対する抗体で、p53遺伝子に突然変異が起こり、がん発生を

抑制できなくなつた時に発生します。つまりがんが発生したときに

出現します。

従来の腫瘍マーカーは、早期のがんで|よ陰性であることがあり

ましたが、このp531よ 微量ながん細胞でも検出できる可能性が

高いのが特徴で、早期がんに有用な腫瘍マーカーといわれてい

ます。

p53抗体 |よ、食道がん、肺がん、乳がん、肝臓がんなど様々な

がんに反応します。

ただし、数値が高いとがんの可能性が疑われますが、特異性

(がんが疑われる臓器の特定)|よ高くないため、他の腫瘍マーカー

(CEA、 CA-125、 CA15-5等 )との組み合わせを推奨します。

エラスターゼは膵臓が産生している酵素の1種です。エラスターゼにはエラスターゼ1とエラス

ターゼ2がありますが、血液中に含まれているの|よ圧倒的にエラスターゼ1の方です。

エラスターゼ 11よ早期の膵臓がんに反応して数値が上昇するため、膵臓がんのスクリーニングに

有用です。

しかしがんを発症してもエラスターゼ1の産生低下で血中濃度が上昇しない例や急性膵炎や

慢性膵炎でも高値を示す場合がありますので、CA19-9や超音波検査等の画像検査を併せて受け

られることをお勧めします。
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当財団でも今回ご紹介した腫瘍マーカーを

オプシヨン検査として実施しております。

是非ご利用ください。

1ヽ
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ストレスチェック制度が2015年 12月 に施行されてから約1年半が経ちました。

滋賀保健で |よ (公社)全国労働衛生団体連合会 (以下、全衛連)が提供している

システムを導入し、年間約4万5千人の方々のストレスチェックを実施させていた

だきました。今年度、その全衛連ストレスチェック処理システムが5月 にバージ∃ン

アップされました。バージョンアップによる主な変更点をこ紹介いたします。

労lal安 全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルで|よ、高ストレス者選定方法として

【その11簡易採点法と【その21標準化得点法が記されています。バージ∃ンアップ前においては、【その11

簡易採点法での選定となつておりましたが、今回、【その2】 標準化得点法が追加され、どちらかの方法
を選んで選定するようになりました。

※前回結果は同じ選定方法で計算された結果を出力するため、選定方法を変更された場合 |よ前回結果

が表示されません。

【その 1】 簡易採点法 ………… 調査票の各質問項目への回答の点数を、単純に合計して得られる評価
点を基準に用います。

【その2】 標準化得点法 …… 調査票の各質問項目への回答の点数を、素点換算表により尺度ことの
5段階評価 (ス トレスの高い方が1点、低い方が5点 )に換算し、その
評価点の合計点 (ま た|よ平均点)を基準に用います。

バージ∃ンアップ前の「ストレス

チェック結果報告書」や「保健スタッフ

用リポート」に表示されていたレーダー

チャートが棒グラフに変更されました。
レーダーチャートで|よ、数値が小さい程
ストレス度が高い値となうておりました

が、棒グラフで|よ数値が高い程ストレス

度が高い値となります (レーダーチャー

トと同様に判定不能は0点となります)。

全衛連ストレスチェック処理システムは全国の全衛連会員機関で導入されています。昨年度、全国の全衛

連ストレスチェック処理システムの回答情報 (イ固人が識別できないよう匿名化されたデータ)を全衛連が集計

を行い (約83万件)、 算出された平均値が表示されます。

し

し

Eヨ しヽ やや高tヽ 普 通 や低t‐ヽ 仕しヽ

全国 疑 羮社 全国 羅 艶 全国 業種 貴社 全国 業種| 貴社 全国 雑 責社

rIL事の阜埠〈量)
11 379 321 107 1フ

1出事の負担準Э 4 103 321 209 84 151

身体の負担度‐ 238 280 178 132

職場の対人閲係| 61 21 233 302

1職場環境| 17 19 24フ 322



私たちは、人々の健康に貢献できるよう精一杯努めて

いきます。

感謝の気持ちと笑顔を

大切に頑張ります。よろ

しくお願いします。

春からのフレッシュ職員 12名 が力]わ り、

皆さまの健康管理を微力ではありますが、

お手伝いさせていただきます。今後とも

宜しくお願いします。

若さを生かし皆様の健康

管理のお力になれるよう

努めていきます。

1日でも早く仕事をおばえ、一人前に検査ができるよう

頑張ります。

笑顔を絶やさず、多くのことを経験し成長していきます。

不□衷共同を心がけ―意

専心・粉骨砕身の覚悟で

頑張ります。

「食中毒 」は一年 中
発生する可能性があり
ますが、気温と湿度が上昇
する梅雨から夏場にかけ

ては細菌が繁殖しやすく、特に注意が必要です。食中毒防止
の基本は原因菌を、①つけない②増やさない③死滅させる
です。具体的には、①手洗いの励行、生の肉魚と生で食べる
食物を接触させない、調理器具を分ける。②食品は冷蔵庫で
保管し、冷凍食品の解凍には電子レンジ

を用いる。O食品の中心が75℃ 以上で

1分以上加熱されるよう十分火を通す、

調理器具を消毒する、ことがポイントです。

他には少しでもおかしいと感じたら思い

切って捨てる、作りすぎによる残り物を出さ
ない、新鮮な食品を買う等の注意も大切
です。     保健師 安代 晋吾

少しずつ暑くなり夏を感じ

させる季節となりました。

近年地球温暖化も進み、

気温が高くなっている傾向

が見られます。日差しも強くなりいよいよ夏がやってきますが、

その前に気をつけておきたいのが熱中症です。

特にこの梅雨明け前は湿度が高く、汗をかいても蒸発しにく

くなり、体温を下げる効果を弱めてしまいます。体に熱がこもり

やすくなるので注意が必要です。熱中症になる前に、水分補給はよく    ご
冨籍絲覗CL蹂鶏顎 )R
え11翼あ雛暑γ琶]員がけ
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