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■～健康づくり～ ｢腹囲測定がついにやってきます！｣
�������	��
��������� � � � � …�

■｢健康診断の実施と活用について｣
�������	���������  ! " � …�

■石綿飛散が想定される作業現場における石綿作業環境測定と
マスク効率に関する調査について �

■行政情報 ｢石綿にさらされる作業に従事していたのでは？｣
と心配されている方へ ��

■熱中症にご用心 ��

■産業保健Ｑ＆Ａ (健康診断) ��

■災害事例 その他の化学物質による中毒等 (平成17年) �	

■地域産業保健センターだより 有明地域産業保健センター �


■新着ビデオ・DVDのご案内 ��

■第38回日本職業・環境アレルギー学会総会・
学術大会開催のご案内 ��

■産業保健関係者に対する感染症対策に関する研修会のご案内 ��

■随想 忘れ得ぬこと⑧
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表紙画の言葉 福岡県八女郡黒木町の民家
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[調査の目的]

[調査の概要]

[結果の概要]
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｢石綿にさらされる作業に従
事していたのでは？｣

と心配されている方へ

１ 石綿にさらされる作業に従事し
ていたことはありますか？
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２ 取り扱っていた石綿製品はあり
ますか？
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３ 日常生活における症状はありま
すか？
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４ 石綿自記式簡易調査票について
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◆相談窓口のご案内
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５ 労災補償制度等とは？
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６ 健康管理手帳制度とは？
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石綿自記式簡易調査票
���� � � �

�	


Ａ. あなたは､ 今まで下記の作業をしたり､ その周辺で作業をしたことがありますか｡ アルバイト
などの短期間の作業も含め､ 当てはまるすべての□にレ印をつけてください｡ 石綿関連作業かど
うか判らない場合も､ 21と合わせてレをつけてください｡

�� ��������������������
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dw� xy�UP�z{UP3�y�'�����56op"���

d|� }~UP,-.��T���'/0'���p'�����

d�� ]a��'��������'op������
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d�� _�`���Aq���E L

d�� ���"�� Tm��q���E L

re� ��3�m���� �¡¢£¤�¥

rd� ���Aq�¦F§¨©§�§ª �¥

Ｂ. あなたのご家族は下記のことを経験していますか｡ 当てはまるすべての□にレ印をつけてくだ
さい｡

�� «¬£��A�¦F�%���)�k���®'¯v�m«�°±²³��-¥
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ES´�� L
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Ｃ. あなたは､ 下記の場所の近くに住んだこと､ 近くの学校や職場に通っていたことはありますか｡
また､ 吹きつけ石綿のある建物で過ごされたことがありますか｡ 当てはまるすべての□にレ印を
つけてください｡

ÄÅÆÇÈ.É�´�ÊËÌ£Æ�ÍÎ³-PÁ�ÏÐ�q¥
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Ｄ. あなたは､ 石綿が使われている製品を20秒程度の間にいくつ思い浮かべることが出来ますか｡

�� *%ÛÜ �� �% *� �% 4� Ý E��	� L

Þ�U�TÍ.�ßàá�Í ª �NT
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熱熱 中中 症症 にに
熱熱熱熱中中中症症症とととははは���

熱熱熱中中中症症症ををを防防防ぐぐぐにににははは���
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熱 射 病 熱 け い れ ん

熱 虚 脱 熱 疲 は い
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ごご 用用 心心

救救救救急急急措措措置置置���

② 作業の面から ●
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健 康 診 断

さんぽvol.50

受診の結果を証明する書面の提出を
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会社の健診拒否して個人で受けたが
当社では､ 定期健康診断の際には､ 一定期日内に会社指定の健康診断機関で各自で受診するよう

促しています｡ 個々の従業員が､ 仕事の状況に併せて所属長に報告すれば､ 適宜に受診できるとい
う形です｡ 受診の費用については､ もちろん会社負担であり､ 受診で職場を離れた時間分の賃金を支払わな
いなどということもありません｡ しかし､ ｢この方法では納得できない｣ として健康診断を受診しない者が
います｡ 先日は､ そのように受診を断った者が､ 会社を休んで別の医療機関で自主的に健康診断を受けてし
まいました｡ この場合も､ 健康診断にかかった費用を会社が負担しなければならないのでしょうか｡ また会
社を休んだため､ これを欠勤日として扱ってよいでしょうか｡
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Q 当社では､ パート労働者を多数雇用しておりますが､ 一般健康診断を実施する場合､ このパート労

働者が ｢常時使用する労働者｣ に該当するかどうか教えてください｡
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Q 当社では､ 高年齢労働者が多く高血圧症､ 高脂血症､ 糖尿病などの有所見者が増加しています｡ 最

近､ 脳・心臓疾患で過労死等された方が労災認定されたというニュースを聞きましたが､ その中で､

こうした脳・心臓疾患の発症を予防するために設けられた労災保険給付制度があると報道されてい

ましたが､ どのような制度でしょうか｡ また､ 事業者としてこのような労働者に対してどのように対処すべ

きでしょうか｡
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発 生 状 況発生月 業 種 被災状況 原因物質 発 生 原 因

輸送用機械
等製造業

１月 被災者が鋳造金型の洗浄作業のため､ Ｎ,Ｎ－ジメチルアセ
トアミドを主成分とする洗浄剤を５ヶ月間日常的に使用して
いたところ､ 急性肝炎となったもの｡ 被災者は呼吸用保護具
等の保護具を着用し､ 作業場には換気設備も設置されていた
が､ 換気能力不足のため､ 室内に滞留した当該物質にばく露
し続けたものと考えられる｡

中毒１名 Ｎ,Ｎ－ジ
メチルアセ
トアミド

換気不十分

その他の事
業

２月 木造建築物におけるシロアリ防除作業を被災者を含む２名で行
い､ 一人がシロアリ薬剤 (主成分：ペルメトリン) を噴霧器で
吹き付けている付近で､ 被災者が当該薬剤の塗布作業を行って
いたため､ 当該物質にばく露したもの｡ 被災者らは保護眼鏡を
着用しておらず､ 当該建築物がリフォーム中であったため､ 窓
枠､ 扉等にはシートが張ってあり､ 自然換気も十分でなかった｡

薬傷１名 ペルメトリ
ン (シロア
リ薬剤)

安全衛生教育未実施
保護眼鏡未着用
換気不十分

化学工業３月 過酸化ベンゾイルの混合物を製造する工場に設置されている
ろ過槽のろ布の取り替え作業を､ 被災者を含む２名の作業者
が行った際に､ ろ布を固定しているビスをドライバーで取り
外した時に白煙が噴出した｡ 被災者がこの白煙の発生を止め
るために消化ポンプで放水を行っている最中に､ 当該白煙を
吸入したもの｡ 被災者は呼吸用保護具を着用していなかった｡

中毒１名 過酸化ベン
ゾイル

安全衛生教育不十分

清掃・と畜
業

４月 宿泊施設の室内において､ 被災者が過酸化水素含有の洗浄剤
を用いて室内の洗浄作業を行っていた際に､ 過酸化水素蒸気
を吸入したもの｡ 当該作業時において､ 室内の入り口及び窓
は開放されていたが､ 換気設備は設置されておらず､ 被災者
は呼吸用保護具を着用していなかった｡

中毒１名 過酸化水素 換気不十分
危険有害性の認識不足
安全衛生教育未実施

その他の建
設業

４月 製鉄所構内の工場において､ 鋼板の酸化膜の除去に使用する
ソルトバス槽の更新工事において､ 被災者らが槽内の水酸化
ナトリウムを主成分とする固化物の粉砕､ 除去作業を行って
いた際に化学火傷をおったもの｡ 被災者らはゴム手袋等の有
効な保護具を着用していたが､ 保護具の隙間から水酸化ナト
リウムが侵入し､ 皮膚に接触したもの｡

薬傷３名 水酸化ナト
リウム

危険有害性の認識不足

その他の接
客娯楽業

４月 ゴルフ場メンテナンス部門の控え室において､ 被災者はエポキシ樹
脂を用いてゴルフカートの補修作業を行っていたが､ 当該樹脂の硬
化を早めるためヒートガンを用いて樹脂の乾燥を行っていたところ､
当該樹脂からイソプロピルフェノール等が発生し､ 吸入したもの｡
被災者は手元の換気を行っていたが､ 換気装置の風向きが被災者の
方向に向いていた｡ また､ 呼吸用保護具は使用していなかった｡

中毒１名 イソプロピ
ルフェノー
ル

換気不十分
呼吸用保護具未着用

その他の商
業

６月 48％水酸化ナトリウム水溶液をタンクから桟橋に停泊中の貨
物船に配管を通じて搬送している最中に､ 船内にて水酸化ナ
トリウム水溶液が漏洩したため､ 自動閉鎖装置が稼働して船
側のバルブが急に閉鎖された｡ その結果配管内が高圧となっ
たため配管が破損し､ 水酸化ナトリウム水溶液が噴出し､ こ
れを桟橋周辺で作業を行っていた被災者らが浴びたもの｡

薬傷11名 水酸化ナト
リウム

非常時の作業標準未策
定

清掃・と畜
業

10月 工場内において､ 被災者らがケイ酸メチルが残存したドラム
缶の開封及び洗浄作業を行った際に､ 当該物質の蒸気により
目を負傷したもの｡ 当該作業時において､ 工場内の窓や扉は
閉め切られており､ 換気が不十分な状態にあった｡

薬傷５名 ケイ酸メチ
ル

換気不十分
保護眼鏡の未使用
危険有害性の認識不足

その他の建
設業

５月 地盤凍結実験用のたて坑に設置された凍結管に､ 被災者らが
不凍液 (フルオロカーボン含有) を充填している際に､ 付近
の配管のジョイント部から不凍液が漏洩した｡ 被災者らが呼
吸用保護具を着用せずに､ ポリバケツで不凍液の回収作業を
行ったため､ フルオロカーボンを吸入した｡

中毒３名 フルオロカー
ボン(1,3－
ジクロロ－1,
1,2,2,3－ペ
ンタフルオ
ロプロパン)

呼吸用保護具未着用
危険有害性の認識不足

化学工業７月 当該事業場において､ ２－メチル－４－イソチアゾリン－３－
オンの50％水溶液の製造作業に従事していた被災者らが､ 当該
物質又はその製造過程において発生する中間体に接触・吸入し
て被災したもの｡ 当該製造過程において､ 被災者らは､ 呼吸用
保護具を着用せず､ また､ 原因物質に有効でない保護手袋を用
いるなど､ 不適切な保護具を着用して作業にあたっていた｡

中毒19名 ２－メチル－
４－イソチ
アゾリン－
３－オン等

危険有害性の認識不足
安全衛生教育不十分
不適切な保護具の使用
換気不十分
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＜＜終終わわりりにに＞＞
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★★新着ビデオリスト★★
分類１ 生活習慣病
貸出番号 タ イ ト ル 内 容 時間

�����
ボディ・デザイン体操
メタボリック・シンドロームを予防する

���	
������������������
������� !"#$%���&'()

��*

分類２ メンタルヘルス
貸出番号 タ イ ト ル 内 容 時間

+��,�
元気な職場をつくるメンタルヘルス２
“うつ”を考える

-�./0�12�34�5%�-�6�789":
;5<=./0>?@A
BC7���DE�FG�
.)

+�*

+��,H
元気な職場をつくるメンタルヘルス２
知っておきたい！過重労働対策

7IJKLM<N
OP7��QR"6%ST�7"
�UV"-�6�"WX/%7-�YZ[\]�W�^
.)

+_*

+��,̀
みんなで取組むメンタルヘルスケアー 第１巻
あなたの家族は大丈夫？ 大切な周囲の気づき

�12"a%�-b789
�%��-b75c� 

d%�aef.���7-�gh�ij�^.)

+,*

+��,k
みんなで取組むメンタルヘルスケアー 第２巻
復帰へのステップ －職場の支え－

lmno7pqAr�stusv�4w"x�%���
yz{|}�U~����^.)

+,*

分類６ 安全
貸出番号 タ イ ト ル 内 容 時間

���_,
職長さんの
やさしいリスクアセスメント

�l���l�����������u�������
���u���<Nu�������ij��FG)

��*

���_�
職場巡視の効果的な進め方
～見る巡視から考える巡思～

�pq������� ¡���¢£"¤c�ij)�
�¥��l���l����¦���gh§¨^�©ª)

+,*

★★新着ＤＶＤリスト★★
分類１ 生活習慣病
貸出番号 タ イ ト ル 内 容 時間

�����
ボディ・デザイン体操
メタボリック・シンドロームを予防する

���	
������������������
������� !"#$%���&'()

��*

分類２ メンタルヘルス
貸出番号 タ イ ト ル 内 容 時間

+��,�
元気な職場をつくるメンタルヘルス２
“うつ”を考える

-�./0�12�34�5%�-�6�789":
;5<=./0>?@A
BC7���DE�FG�
.)

+�*

+��,�
元気な職場をつくるメンタルヘルス２
知っておきたい！過重労働対策

7IJKLM<N
OP7��QR"6%ST�7"
�UV"-�6�"WX/%7-�YZ[\]�W�^
.)

+_*

+���,
みんなで取組むメンタルヘルスケアー 第１巻
あなたの家族は大丈夫？

�12"a%�-b789
�%��-b75c� 

d%�aef.���7-�gh�ij�^.)

+,*

+���,
みんなで取組むメンタルヘルスケアー 第２巻
復帰へのステップ －職場の支え－

lmno7pqAr�stusv�4w"x�%���
yz{|}�U~����^.)

+,*
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第38回日本職業・環境アレルギー学会総会・
学術大会開催のご案内

メインテーマ：職業・環境アレルギーの予防と治療に対するあらたな展開

会 期�������	�
����������

会 場��������

会 長��� ������������� !"#$%&��'( )*�

総 会��	������ �
�++,�
�
+

関連行事��	�
��� -�
+,���
+ ./01��23��451�

学術大会�6789

:;<=>?@A)BC8@ADEC8A��FC8

学術大会プログラム

�	�
���

�
�++,���++ )BC8G HIJK;LMNOPQRSTU=V;W

���++,�X�++ )BC8Y Z[\4]^_`ab

�X�++,�c�++ 67C8 [def^HIJgU^�hijkLMNO !lm

�	������

-�++,���++ 67C8 [def^HIJgU^�hijkLMNO !lm

���++,�n�++ �FC8 od�#$HIJgUpqr/:Qs?^tuivU

wxUQyz^{|\

���++,�}�++ :;<=>? od�#$HIJgU^~�ijkLMNO���

������od�#$HIJgU������HIJgU��^M���L����

����N����N��^����?L�������d��� ��^����

�� ¡����N�

¢£��¤��¥¦§¡�N�

連絡先・事務局
¨©}+ª©XX} ��«�¬GGG

����������� !" #$%&��'(

®̄ °+�}
c
X�+} ±²³ +�}
c
X�+©

�� ���F�

´�µ6�3¶·F�@ ������"%&�¸)*

¹ F ��º3¶·F�@

★日本職業・環境アレルギー学会事務局★
»¼����"%&�¸½

¨
c�ª©X�� ¾¿«ÀÁÂÃ
��X

®̄ °+ncnn+©��� ±²³ +ncnn+©���

21

さんぽ vol.50



22

さんぽvol.50

産業保健関係者に対する感染症対策に関する
研修会のご案内

主 催 �������	
��

対 象 ���������������������������� !��

"#$�%&'(�)*+,�-./012�345112�6789:;<=>?@A8#.

BCBD�+,�BE#F@�#GH.+,��I34'JKL'#MNOP89Q�#R
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klmno�pq.r+,st�N�uvFw�xyzFu{|;Y}~?@9:W��8V
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定 員 ���/11���
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開催日・会場
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講習時間・内容

����������� ��	
 ���������

����������� ����������� !"

#$%&'(&� )*+,-.!/01�$2

����������� 3 4

�������5�6� 789:��;<=>!"?@

#A�BC�DBE'F&�BC�DBEG<=>!"?@2

申込方法

H�BIJKLM#NOOP�QQRRRSTUVUTSWXSYP2Z[\]̂ #_`abc�defgh`i2

j�a*bk_l+m

Hn�op;�[qrs�.t��uvwux�yz{n�|}h�~�*��jq��

���q��#����2[)���`i_l+m

申込期限・募集定員

Hrs��.���p�#����2�jrs���wuxhab��.*�����abn,+

0*��m��p���*�+��[���us�jtn�����j���j���

_l+m

その他

H���[q�� ¡¢�£¤j�¥ _l+m

お申込み・お問合せ先

��¦§ ¨©ª«¬�� ®¯°

±��5$���6 ²³�´µ¶·¸$¹$º ²»¼�½¾

¿ÀÁ�Â$Â�Ã�$��6� \]̂ �Â$Â�Ã�$��6Ä

産業保健関係者に対する感染症対策に関する研修会申込書
ふ り が な

性別 男・女 年齢
受講者氏名

職 業
(○印)

医師 (産業医) 保健師 看護師 衛生管理者

人事・労務 その他

連 絡 先

〒 一

住所

事業場名

所 属 ＴＥＬ

ＦＡＸ

会 場
(○印)

１ 東京 ２ 名古屋 ３ 大阪 ４ 福岡
８月２日 ８月30日 ８月９日 ７月26日
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