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準備期間19月 1日から9月 30日まで 木期間:10月 1日から10月 7日まで

全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回 実施以来、今年で第70回を迎える。
この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業
場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割
を果たしてきたところである。
労lll者の健康をめぐる状,,1に ついては、労働安全衛Ji法 (昭和47年法律第

57号。以 F「 安衛法」という。)に基づく一il健康診断における有所見率は5害」を
超え、年 増々加を続けている。
また、過重労働等によって労働者の尊い命や健康が損なわれ、深刻な社会間

題となっており、脳ウしヽ臓疾患、精神障害の労災認定件数は、ここ数年は700件

台で推移しており、そのうち死亡又は自殺(未遂を含む。)の作数は200件前後で
推移していたが、平成30年度は158件となっている。
仕事や職業生活に関する強い不安、lMみ 又はストレスを感じる労働者は、依

然として半数を超えている(「 平成29年労働安全衛生調査(実態調査)J)。

このような状況の中、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は
584%に とどまっており、ストレステェック制度の運用についても、集団分析結果を
職場環境の改善に活用している事業場の書」合は517%に とどまっている。また、
労働者の約3害Jが、職場において仕事上の不安、悩み又はストレスを相談できる

相手がいないと感じている(「平成29年 労働安全衛生調査(実態調査)」 一部
特別集計)。

労働力の高齢化が進む中で、職場において、病気を抱えた労働者の治療と

IL事 の両立への対応が必要となる場面はさらに増えることが予想される。一方
で、職場での対応は個 の々労働者の状況に応じて進めなければならず、支援の

方法や医療機関等との連携について悩む事業場の担当者も少なくないc

化学物質に起因する労働災害は、年間450件程度で推移しており、危険物に
よるものが約4害 J、 有害物によるものが約6割となっている。また、法定の化学物質
を取り扱う事業場におけるリスクアセスメントの実施率は528%、 ラベル表示及び
SDS交付の実施率はそれぞれ773%、 691%にとどまっている(「 平成29年 労働
安全衛生調査(実態調査)」 )。

また、化学物質によるがん等のIFT発性疾病に関しては、オルトトルイジンや
MOCAの取扱事業場における1労脱がんの集団発生事案など従前は把握され
ていなかった重篤な健康障害が発生している。
さらに、過去の石綿ばく露により石綿関連疾患を発症したとして労災支給決定

された件数は、近年、1,000件 前後で推移しており、そのうち特に建設業では500

件を超えている。また、石綿の製造使用等が禁止される前に石綿含有建材を用
いて建設された建築物が今なお多数現存しており、その解体工事が2030年 頃を
ビークとして、増加が見込まれる中、解体 改修前に義務づけられている石綿の

有無に関する事前調査や石綿の発散防止措置が適切に行われていない事例
が散見されている。
安衛法の一部改正により、平成27年 6月 から職場における受動喫煙対策が

努力義務とされた。また、平成30年 7月に望まない受動喫煙を防止するための改
正健康増進法が成立した(2020年 4月完全施行予定)。 このような状況の中、職
場において受動喫煙を受けていると回答した労働者の割合は373%となっている

(「平成29年労働安全衛生・ni脊 (実態調査)J)。
このような背景を踏まえ、今年度は、

「健康づくりは人づくりみんなでつくる健康職場」をスローガンとして全国労働
衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高場を図るとともに、自主的
な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

10月 1日 から10月 7日までとする。
なお、全国労働衛生週間の実効を上げるため、9月 1日 から9月 30日までを

準備期間とする。

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労 Ell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

主唱者:厚生労働省:中央労働災害防止協会 実施者:各事業場

以下の取細を実施する。
(1)労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。
(2)雑誌等を通じて広報を行う。
(3)労 働衛生講習会、事業者間で意見交換・好事例の情幸R交換を行う

ワークショップ等を開催する。
(4)事業場の実施事項について指導援助する。
(5)その他「全国労働衛生週間Jにあ、さわしい行事牛を行う。

主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依
頼する̀

、

労働衛生水準のよリー層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに
自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業
者及び労働者が連携 協力しつつ、次の事項を実施する。
(1)全国労働衛生週間中に実施する事項
ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
工 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症年による事故等緊急時の災害を

想定した実地訓練等の実施
オ 労働衛生に関する講習会 見学会等の開催、作文・写真 標語等の

掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施
(2)準備期間中に実施する事項

下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行う。
ア 重点事項

(ア )過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
(イ )労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタル

ヘルス対策の推進
(ウ )化学物質による健康障害防止対策に関する事項
(工 )石綿による健康障害防止対策に関する事項
(オ )受動喫煙対策に関する事項
(力 )治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
(キ )その他の重点事項

イ 労働衛生3管理の推進等
(ア )労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全

衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活
動の活性化

(イ )作業環境管理の推進
(ウ )作業管理の推進
(工 )健康管理の推進
(オ )労働衛生教育の推進
(力 )′ しヽとからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施
(キ )快適職場指全|に基づぐ決適な職場環境の形成の推進
(ク )職場における感染症 (ウイルス性肝炎、HIV、風しん等)に 関する

理解と取組の促進
ウ 作業の特性に応じた事項

(ア )石綿障害予防対策の徹底
(イ )粉じん障害防止対策の徹底
(ウ )電離放射線障害防止対策の徹底
(工)騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底
(オ )振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底
(力 )情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインによ

る情報機器作業における労働衛生管理対策の推進
(キ)酸素欠乏症等の防止対策の推進
(ク )その他、有害業務に応じたばく露防止対策の徹底

工 東日本大震災等に関連する労働衛生対策の推進
東日本大震災に関しては(ア )～ (ウ )の取組、その他、自然災害等

被災地に関しては(ウ )の収組を実施する。
(ア )東電福島第一原発における作業や除染作業等に従事する労

働者の放射線障害防止対策の徹底
(イ )「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛

生管理対策の強化について(平成24年 8月 10日付け基発0810

第1号 )Jに基づく東電福島第一原発における事故の教訓を踏ま
えた対応の徹底

(ウ )建築物等の解体作業やがれき処理作業における石綿ばく露防止
対策、粉じんばく露防止対策、破傷風等感染防止対策等の徹底

※上記 (2)準備期間中に実施する事項についての記載で、小項目(ア )

以下については、省 Hi‐ しております。詳しくは厚生労働省から出され
ています原文をご覧ください。

健康づくりは人づくりみんなでつくる健康職場

厚生労働省、中央労働災害防止協会

関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体

各事業場
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ご来賓祝辞:          ご来賓祝辞 :

滋賀労働局 局長 石坂 弘秋様 滋賀県医師会会長 越智員―様

去る2019年 7月 11日 に弊財回の第39期 (2018年度)事業幸に告

会 を、びわ湖大津 プ リンスホテル・コンベ ンションホール

「淡海Jにて、開催いたしました。

当日はご来賓として、滋賀労働局長 石坂 弘秋様、滋賀

労働局労働基準部健康安全課長 澤 源二様、大津労働基

準監督署長 山崎 僚一様、彦根労働基準監督署長 吉村

賢一様、東近江労働基準監督署長 宮本 義博様、滋賀産業

保健総合支援センター,'千 長 中西 一郎様のご臨席を賜 りま

した.ま た会場には、事業所の代表者様を始め、各種団体の代

表者様、il■ 康管理 保健担当者様を含め、総勢135名 のご出席

のもと開会となりました。

事業報告会では、理事長 大道 重夫が開催にあたり、

ご来賓の皆様、会場の皆様

に御礼のご挨拶を中し上げ

ました.続 きまして専務理事

辻村 市郎より、2018年度

の事業報告と2019年 度の事

業計画について、詳細 な報

告 説明を申し上げました。

乾杯のご発声 :

株式会社関西みらい銀行

執行役員 清水 一記様

次に、当日のご来賓の方を代表 して滋賀労働局長 石坂

弘秋様にご祝辞を頂戴いたしました.

そして休憩の後に、弊財団健康管理部の運動指導士 吉富

はなみによる「リフレッシュ体操Jを 会場の皆様全員で行いまし

て、心身をリフレッシュされた後、特別講演に入りました.講 師と

して、三菱京都病院 腫瘍内科・緩和ケア内科医長 平本

秀二先生に「がん診療と就労問題についてJの テーマでご講演

いただきました。メデイアでも取り上げられている題材でしたの

で、皆様熱心に聞き入っておられました。講演に関する内容は次

項に載せておりますので、ご参考にしていただければと思いま九

特別講演終了後、懇親会を小宴にて開催いたしました.

懇親会開演にあたり、弊財団診療所長 安田 斎がご挨拶

を中し 11げ、公務のため懇親会よりご出席いただきました、滋賀

県医師会会長 越智 具一様にご祝辞を頂戴いたしました。

乾杯は、株式会社関西みらい銀行 執行役員 清水 一記様

のご発声で開宴となりました。講師の平本先生も出席いただき、

和やかにご歓談の時間を過ごしていただいたことと思っており

ま丸 弊財岡役員、管理職、業務担当者も皆様に対して、日頃の

御礼と感謝の意を伝える場として有意義な時間でありました.

閉宴にあたりまして事務局長の川端 重則が、本日ご臨席をい

ただきました御礼と今後ます

ますのご愛顧をお願いして、

閉宴とさせていただきました。

-11財 団法人滋賀保健研

究センターは、総合健康管理

機関として皆様のお役に立て

るよう「安 全・正確 迅速・

守秘Jを 合言葉に役職員一同、

鋭意努力を重ねてまいる所存

でございます。相変わりませ

ぬ、皆様のご支援ご指導をお

願い申し卜げま丸

特男り講,寅 :

三菱京都病院腫瘍内科緩和ケア内科

医長 平本 秀二先生



【演題】がん診療と就労問題について

【講師】三菱京都病院 腫瘍内科・緩和ケア内科 医長 平本 秀二先生

【講演内容】
がん患者さんを取り巻く就労に関する諸問題、がん診療と就労問題、最近のがん

診療について3つのテーマを中心にお話しいただきました。

1がん患者さんを取り巻く就労に関する諸問題

がん診療の問題、職場での問題、家庭や地域での問題について

2がん診療と就労問題

・がん、がん治療について知つておいた方がいいこと ～医療者の頭の中をさぐる～

・治療の内容・スケジュールと就労 ～忙しい仕事の中での調整～

・がん治療における経済的問題と就労 ～大事なお金のこと～

・がんの症状、がん治療の副作用と就労 ～こんな状況で働けるか心配～

・緩不ロケアと就労 ～緩禾ロケアはがん末期に行うもの?～

3.最近のがん診療について

・腫瘍学の発展 ・緩和ケアの発展 ・腫瘍学と緩不ロケアの統合

がんは、lllく世代の病気であり、がん患者の仕事と治療の両立 |よ 、我が国における社会問題の中でも喫緊の

重要な課題であります。

平成24年度から始まつた国の政策である、第2期 がん対策推進基本計画には、重点課題として、lSIく がん患

者への支援が盛り込まれました。この基本計画の中には、「事業者は、がん患者が働きながら治療や療養でき

る環境の整備、さらに家族ががんになつた場合でも働き続けられるような配慮に努めることが望ましい。また、

職場や採用選考時に、がん患者・経験者が差別を受けることのないよう十分に留意する必要がある」と明記さ

れています。

がん治療に|よ、大きく薬物療法、手術療法、放射線療法の3つ に分けられます。近年、これらの3大治療に力Bえ、

がん免疫療法が第4の治療として注目されています。治療医は、エビデンス (科学的根拠)に基づいて、さらに

その上で専門的な矢]識や経験、患者さんのlllj値 観も合わせて総合的に判断して、治療選択を行つておられ

ます。

今回の講演の中にもありました緩和ケアは、がんに対する第5の治療として認識されるようになつています。

緩不ロケアの対象は、身体症状にとどまらず、精神的なこと、仕事や生活など社会的なこと、そして生き方や価値

観などスピリチュアルなことを含めて、全人的に苦痛を緩不□することが目標となります。早期に緩不ロケアをする

ことで余命が伸びたとする有名な論文により、緩和ケアにも治療の意味がカロわり、がんに対する新たな治療と

して認識されるようになつています。

《おわりに》

がん治療の進歩に伴い、予後不良とされてきた疾患の生存率が以前より向上したため、治療をしながら仕事

を続けることを希望する従業員さんは今後も増える見通しです。

がん診断後の日常生活において、「働くこと」|よ極めて重要な意味を持ち、就労|よ 、経済的不安を軽減するだ

けにとどまらず、本人やデ族に生きる活力をもたら

します。また、貴重な人材を活用することで、職場

の生産性向上や社会全体の活性化にも大きく役立

ちます。厚生労働省の『事業場における治療と職業

生活の両立支援のためのガイドライン』にあります

ように、がんに限らず、疾患を抱える従業員さんが、

治療をしながら仕事を続けることができる『治療と

仕事の両立』を推進していくには、事業主、産業医、

産業保健スタッフ、労働者、治療医それぞれの取組

と相互の連携が必要であると思います。

二般財団法人 滋賀保健研究セシゲ響
=`39期 (2018年度)事 業 報
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1事

当社で取り扱う近江牛肉は、すべて未経産 (子牛を生んでいない)の牝牛で丸

国の中でとろける食感が特徴で、創業以来のこだわりの逸品で丸

お祝いごとや贈り物など、シーンに合わせてご用意していま丸

●会社案内

株式会社千成亭風土は、近江牛肉を中心とした食肉および

食肉加工品を扱う食肉専門店です。

近江牛の肥育からお客様のお手元に届くまでを自社で行う

一貫経営を行つており、美味しさはもちろんのこと、安心・安

全な商品をご提供できることも当社の自慢です。

「人対人」の温かいサービスを目指して「近江牛の味わい

に人間味をのせて」という言葉をサービスポリシーとし、彦根

市を中心に3つの小売店とアつの飲食店、3つ のECサイトを展

開しています。

2019年 には法人化50周年を迎え、社名を「(株 )千成亭」

から「(株)千成亭風土」へと変更いたしました。より地域に

根差し、地域発展の一助となるよう尽力して参ります。

― ―‐‐・ ‐・‐―‐●■̀―■・――‐‐・ ――‐― ―・‐
・

'

晰衛笠多槃鸞摯纏み

滋賀保健研究センター様には当社までお越しいただいて健康診断を実施いただきました。社内での集団

健診は初めての試みでしたが、丁寧に、また柔軟に対応いただき、無事に終えることができました。社内で一

斉に行うことで社員同士話題に上ることも多く、健康について見直す良いきっかけとなりました。

これからも診断結果の活用や健康管理について等ご協力を賜りながら、社員の健康促進と意識向上に努

めて参ります。

●会社概要
設   立 1969年6月

代表取締役社長 上田健―郎

資 本 金 4′800万円

従 業 員 数 約150名

関 連 会 社 千成亭ファーム、千成亭農場

千成亭 お取り寄せ



O Active Life._Ю ■115

鯰埒
近年ニュースや新聞で話題となっている「風しん」ですが国立

感染症研究所の発表によれば2018年の累計患者数は2917人 。

2019年に入つてからはすでに約 1700人 (6月 時点)に上ってい

ます。その為、厚生労働省は現在の風しん感染の拡大を受けて、

2019年から約3年間に対象の世代の男性に対して原則無料で

風しんの抗体検査・予防接種を実施することにしました。

当センターでは風しんの抗体検査を6月 から実施しており、

6月から7月の2ヶ月間で約600人受診してくださっています。風

しんは妊娠している女性がかかると、生まれてくる赤ちゃんに心

臓の疾患や難聴、白内障、精神や身体の発達の遅れ等が生じる

可能性があります。抗体検査の結果、十分に抗体を保有していな

いことがわかった方は、早期にワクチン接種をおすすめします。

風しんは40代前後の男性に多く発症している。

風しんで最も重大な問題は、母子感染による
「先天性風しん症候群」。

予防対策としてワクチン接種が最も有効な手段。ただし、妊婦に

は摂取できないため家庭、職場などで妊婦と接する可能性があ

る人がワクチンを接種しておくことが重要。

男女別年齢別風疹患者報告数 (2019年第1～23週 )、 風疹抗体保有率 (2018年 )
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2019年 患者報告数

日 男1生 (n=1369)
園 女性 (n=349)

2018年抗体保有率
‐ 男性 (n=2975)
+女 性 (n=2675)

※国立感染症研究所 感染症疫学センター「風疹流行に関する緊急情報:2019年 6月 12日 現在Jよ り

年齢群 (歳 )



‐――――・ヽ 一ヽ 一ヽ・‐―――ミー‐――ヽ・ ‐ヽ‐――――ヽ ヽヽ‐―・‐ヽヽ ・ヽヽt‐ tヽ =ヽヽふヽヽヽヽヽ ―ヽ‐ヽヽヽ ―ヽヽくヽ‐‐ヽ‐ヽ ACtive I′ife._、vrll.1■ ら、_0、 .、

長浜商工会議所
湖北地域周辺の事業所様の定期

健康診断や特殊健康診断を実施

しています。

弊センターでは、バスでの健診以外にも施設健診を実施しております!|

巡回健診で、受診できなかつた方のフォローにもご利用いただけます。

かばた館
高島地域周辺の事業所様の定期

健康診断や特殊健康診断を実施

しています。

財団本部 別館
人間ドック・婦人科健診中心に実

施しています。

ひこね燦ぱれす
彦根・犬上・愛矢D川地域周辺の事

業所様の定期健康診断や特殊健

康診断を実施しています。

ウェルネス八日市
東近江・湖東・蒲生地域周辺の事

業所様の定期健康診断や特殊lll

康診断を実施しています。

財団本部 本館
事業所様実施の定期健康診断や

生活習慣病健診、特殊健康診断

を実施しています。

湖 南 市 水 戸 まち づ くリセ ン ター

湖南工業団地周辺の事業所様実施の定期

健康診断を実施しています。(月 2回実施)

ゆめぽりすセンター
三重県伊賀・名張市周辺事業所様実施

の定期健康診断・特殊lll康診断を実施

しています。

(近隣その他会場の実施もあります)

いずれも完全予約制です。事前予約がない場合は受診することができません。

不定期で開催している健診会場がございますので、予めお電話にてご確認ください。

ご力0入の健康保険組合様により健診内容が定められている場合がございます。              :
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「ヰ轟J
ゆ姉に多く含まれる栄養繋

ペクチンは食物繊維の一種で、∃

レステロールの吸収を抑制する効果

があります。また、干し柿はペクチン

の含有量が多く、便秘予防、腸内環

境の改善にも効果が期待できます。

をi:;I][li:。
そこで、夏バテによる疲労を回復するのに役立つ栄養
素と、食材を紹介 します。

有効な栄養素には、ビタミンBlがあ ります。これは

豚肉、枝豆、うなぎなどに多 く含まれています。さら
に、アリシンという栄養素は、ビタミンBlの 吸収を高
める働 きをしてくれます。これはにんにくや玉ねぎに

多 く含まれています.お勧めの調理方法は、玉ねぎを

加えた豚ニラ炒めです。さらに、夏野菜のオクラやモ
ロヘイヤに含まれるネバネバには、胃粘膜保護作用が

あるため、夏の疲れで弱った胃腸を守って くれます.

夏バテを解消 し、元気に秋を迎えられるといいですね。
管理栄養十 浅見 花莱

柿を1つ食べれば、1日 のビタミンC
の推奨量が摂れるほど、豊富に含まれ

ています。ビタミンCには抗酸化作用が

ありますが、果実より柿の葉の方がビタ

ミンCは多<含まれています。若葉は、

胡麻不□え、お浸し、天ぷらなどで食べる

ことも、お茶にして飲むことも出来ます。

柿には、今回紹介した栄養素以外にも様々な栄養素が含まれています。果物として

そのまま食べるだけでなく、料理にも使える柿で、病気矢□らずの秋を過ごしませんか?

))熙勿亥

A/ブリスベン/02/2018(|∨ R‐190)(Hl Nl)pdm09   11
A/カンザス/14/2017(X‐327)(H3N2)        |

B/プーケット/3073/2013(山 形系統)        .
B/メリーランド/15/2016(NYMC BX-69A)(ビ クトリア系統)

生物学的製斉」基準(2004年 3月 30日厚生労働省告示第 155号 )

の規定に係る2019年度のインフルエンザHAワグチン製造株を下記

のとおり決定いたしました。

「柿が赤くなれば医者が青くなる」ということわざがありますが、「柿を食

べることで病気になる人が減り、医者にかかる人が少なくなる」といわれ

ています。厳しい暑さから一転、食欲の秋は気候もよく体調が回復し、病

気にかかりにくい季節ですね。今回は、秋が旬の栄養がたつぷり詰まった

柿について紹介します。

タンニンはポ|リ フェノールの一種で、渋味成分

のことです。タンニンは、抗酸化作用を持ち、動

脈硬化や生活習慣病の予防に効果があウリます。

また、アルコールを体外に排出する働きもあり、

二日酔いに効くとも言われています。タンニン

は鉄の吸収を阻害するため、貧血の方は食べ過

ぎ
｀
ないように注意しましよう。

9月 がやってきました。

猛暑も徐々に和 らぎ気候
がよくなってくる季節です。

行楽シーズンでもあ り活動的になりますが、夏に溜
まった疲れで免疫力が低下 し、体調を崩 しやすい時期
でもあ りますc暴飲暴食などは避け体調管rlFに 注意 し

ながら、楽しい秋をお過ごしください.

最後に私事ですが、この夏の目標で

あった体重3kg減が達成できませんで

したc(涙 )

8月 はやは り暑 くて運動ができない

まま過ごしてしまいました。この秋は

涼 しい時間帯にジョギングなどに取 り

組んでいきたいと思っております。

健康管理部 中西 雄一
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