
《報 　告》

 ( 特非）東京安全センター第１８回総会の成功をバネに

  まやかしの「働き方改革」反対！
  健康、安全で働きやすい職場を作ろう！      …1

        
 震災アスベストプロジェクトから震災アスベストプロジェクトから
 　アスベスト・リスクコミュニケーションプロジェクトへ 　アスベスト・リスクコミュニケーションプロジェクトへ    …4

    
 リスクアセスメントに検知管が使えることになりました！！      …6
 
 化学物質の管理 良好事例２
  「職場の安全サイト」などのウェブサイトを利用して     
  化学物質の情報を取得します。     …7
 
                    
《 相談から 》《 相談から 》
  
 ●鷺谷さんの国賠訴訟が和解成立
  厚生労働省が石綿工場被害者への個別周知の実施を決定  …8

 ●早朝の海上コンテナトレーラーのなかで脳梗塞発症
  長時間労働の運転業務で労災補償請求中    …9

 
 ●じん肺と闘う津軽の患者さん     …10 

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …11
   2017 年 4月の報道から

《リレーエッセイ》

  動物との出会い　 仲尾　豊樹    …12

- index -
364号(2017.05)



《センターから》 

  労働法制改悪の阻止！
 　　　　人間らしく働き生活するための労働法制を実現しよう！  …1  
 
《報　　告》 今年もやりました！サマーフィールドワーク
   働く人の健康と安全、移住者との共生、
    身近なアスベスト問題を学んだ 2日間    …2

    
  メコンデルタ2017 
   4 か国 80 名の参加者が、
    医療労働改善を通じ参加型改善を学ぶ  …4
        

《連　　載》 化学物質の管理 良好事例

   4．化学物質や器材は保管場所を決め、
    作業場は常に整理・整頓します。  …7
 
                    

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …8
   2017 年 6･7 月の報道から

《連　　載》 MSWが体験した「労災認定」よもやま話   …9 
  第 2話　仕事に行く前に交通事故に遭ってしまった
   高山　俊雄（ひまわり診療所）

《相談から》 労災認定後、給付日数変更を求めた審査請求   …10

  静岡で初の国賠訴訟を提訴     …11

《リレーエッセイ》

  動物との出会い　 奥村　隆志    …12

- index -
365号(2017.06-07)



《センターから》 

  労働法制改悪の阻止！
 　　　　人間らしく働き生活するための労働法制を実現しよう！  …1  
 
《報　　告》 今年もやりました！サマーフィールドワーク
   働く人の健康と安全、移住者との共生、
    身近なアスベスト問題を学んだ 2日間    …2

    
  メコンデルタ2017 
   4 か国 80 名の参加者が、
    医療労働改善を通じ参加型改善を学ぶ  …4
        

《連　　載》 化学物質の管理 良好事例

   4．化学物質や器材は保管場所を決め、
    作業場は常に整理・整頓します。  …7
 
                    

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …8
   2017 年 6･7 月の報道から

《連　　載》 MSWが体験した「労災認定」よもやま話   …9 
  第 2 話　仕事に行く前に交通事故に遭ってしまった
   高山　俊雄（ひまわり診療所）

《相談から》 労災認定後、給付日数変更を求めた審査請求   …10

  静岡で初の国賠訴訟を提訴     …11

《リレーエッセイ》

  動物との出会い　 奥村　隆志    …12

- index -
366号（2017.08)



367 号（2017 .09） 
 
index 
 
東電・九電はあらかぶさんの白血病の発症責任をとれ！ 
福島原発被ばく労災損害補償裁判へのご支援を！    …１ 
 
速報！建設アスベスト訴訟 
東京高裁が国と建材メーカーの責任を認める！    …2  
 
アスベスト・リスクコミュニケーション・プロジェクト   …4 
 アスベストを知るワークショップ      
 
職場の労働衛生インタビュー      …5 
 第 7 回 全国建設労働組合総連合（全建総連）東京都建設組合 
 
小規模事業場で化学物質管理に取り組む     …7 
 良好事例 5：すべての化学物質容器や作業場に 

GHS など労働者にわかりやすい表示を付けます 
 
気になるニュース 労災職業病・アスベスト問題など 

2017 年 8-9 月      …8  
 
MSW が体験した「労災認定」よもやま話  
 第 3 回事故後に労災担当になった事例    …9 
 
相談から 
 日本料理店の調理師が極度の長時間労働で 
  うつ病を発症し労災認定     …10 
 
 タイ人男性 土木作業中の転落事故でせき髄損傷 
  帰国後の障害補償請求で障害等級 1 級認定   …11 
 
 
エッセイ 動物との出会い 平野敏夫    …12 



《センターから》　特集　11.7 東京労働局交渉報告    …1 

   　　　労働局提供資料     …3

    
     要請書     …6

  
《寄　稿》 10 月 2日八王子労基署交渉          …9

    

《報　　告》 泉南アスベスト国賠訴訟　最高裁判決 3周年《報　　告》 泉南アスベスト国賠訴訟　最高裁判決 3周年      …11…11

    今年も職場のメンタルヘルス講座開催今年も職場のメンタルヘルス講座開催        …12…12
  　第一回　増え続けるハラスメントにどう立ち向かうか増え続けるハラスメントにどう立ち向かうか  

　
 

《連　　載》 化学物質の管理 良好事例

      6. 基準にあった局所排気装置を設置し、
   定期的に点検し、不具合はすぐ改善します。  …13
 
                    

《気になる記事》～労災職業病・アスベスト問題など   …14
   2017 年 10-11 月の報道から

《連　　載》 MSWが体験した「労災認定」よもやま話   …15 
  第 4 話　在宅で人工呼吸器を使用した事例（前編）
   高山　俊雄（ひまわり診療所）

《リレーエッセイ》

  動物との出会い　 外山　尚紀    …16

- index -
368号(2017.10-11)



369 号（2017.12-2018.01） 
 
index 
 
新しい年を迎えて       …１ 
 
寄稿 建設アスベスト訴訟 
横浜地裁に続き東京高裁でも国と建材メーカーに勝訴 
 救済基金制度の創設で早期解決を！ 
  全建総連東京都連合会 堀井晶    …2  
 
第 25 回東京労働安全衛生学校 
 下町のバネ工場で安全衛生活動の良好事例を学ぶ   …3 
      
今年も職場のメンタルヘルス講座開催 
 第 2 回「精神疾患の労災補償の実際」    …5 
 
造園事業者の石綿肺がん労災 
決め手となった石綿小体・石綿繊維数     …6 
 
石綿入りの麻袋の再利用で 
中皮腫を発症した椅子張り職人の労災     …8 
 
小規模事業場で化学物質管理に取り組む     …9 
 良好事例 7：化学物質事故、火災・地震に備えて  

定期的に訓練します 
 
MSW が体験した「労災認定」よもやま話  
 第 4 回在宅で人工呼吸器を使用した事例（後編）   …10 
 
気になるニュース 労災職業病・アスベスト問題など 

2017 年 12 月      …11 
 
 
エッセイ 動物との悲しい出会い  加藤浩次   …12 



《センターから》　
 職場のパワーハラスメント防止法の法制化を！  
 　～誰もがハラスメントを受けずに安心して働ける職場へ～ 　 　…1   
　  
《寄　稿》　
 2/10 2/10 
 大田区でアスベスト ( 石綿）疾患を学ぶ講演会＆相談会 大田区でアスベスト ( 石綿）疾患を学ぶ講演会＆相談会 　 　…3
　   中皮腫・じん肺・アスベストセンター　中皮腫・じん肺・アスベストセンター　
      永倉冬史      永倉冬史

《報　　告》《報　　告》

  メコンデルタ2017フォローアップの報告メコンデルタ2017フォローアップの報告
    メコンデルタ国際研修ベトナム運営委員会　カント医科大学 　メコンデルタ国際研修ベトナム運営委員会　カント医科大学 　…5…5
     レティ　キム　フン      レティ　キム　フン         
   　　　　   　　　　
  今年も職場のメンタルヘルス講座開催今年も職場のメンタルヘルス講座開催    　    　…7…7
　　　　第３回　「介護福祉職場のメンタルヘルスの実際介護福祉職場のメンタルヘルスの実際」」 

《相談から》

 　　交通事故に被災しうつ病を発症、4年半後に労災認定交通事故に被災しうつ病を発症、4年半後に労災認定  　  　…8…8

《連　　載》 
 
 　化学物質の管理 良好事例
 　8. 作業環境を改善する活動は、よい自然環境の取り組みにも通じます …9
             
《連　　載》 

 MSWが体験した「労災認定」よもやま話
 第 5話　飲食しながらの会議は仕事と認められるか
 　　高山　俊雄（ひまわり診療所）　　　 　   　 …10 
      
《気になる記事》
 ～労災職業病・アスベスト問題など　　　 　   　 …11
  　2018 年 1 月の報道から

《リレーエッセイ》

 動物との出会い　　 　内田正子　    　…12 

- index -
370号（2018.02)



《センターから》　
 第 9回日韓参加型安全保健ワークショップ
 大田の鍛造工場を舞台に  
 　日韓 40 名が参加型でメンタルヘルス一次予防を学ぶ 　…1   
　  
《寄　稿》　
 ケガが絶えない東京ディズニーランドのキャストの仕事ケガが絶えない東京ディズニーランドのキャストの仕事
 　胸郭出口症候群で認定されたＡさんの取り組み  　 　胸郭出口症候群で認定されたＡさんの取り組み  　  …3

　   なのはなユニオン委員長　鴨桃代　なのはなユニオン委員長　鴨桃代　

《報　　告》《報　　告》

  3/2 院内集会　職場のハラスメント防止の法制化を！！3/2 院内集会　職場のハラスメント防止の法制化を！！ 　 　 　 　…5…5
                        
　　　　　　　　
  第 29回じん肺・アスベストプロジェクト第 29回じん肺・アスベストプロジェクト    　    　…6…6

 外国人労働者の生活と権利を守ろう！ 外国人労働者の生活と権利を守ろう！
 マーチインマーチ2018 ＆春の省庁交渉   　…8 マーチインマーチ2018 ＆春の省庁交渉   　…8
　　　　
《連　　載》 

 MSWが体験した「労災認定」よもやま話
 第 6話　有機溶剤のおそろしさ（前編）
 　　高山　俊雄（ひまわり診療所）　　　 　   　 …9 
      

《連　　載》 
 
 　化学物質の管理 良好事例
 　9．職場に清掃用具を備え、作業終了時に皆で清掃を行います。  　…10
             

《気になる記事》
 ～労災職業病・アスベスト問題など　　　 　   　 …11
  　2018 年 2 月の報道から

《リレーエッセイ》

 動物との出会い　　 　飯田　勝泰    　…12 

- index -
371号（20181.03)



《センターから》　
 東京労働安全衛生センター　第 19回定期総会開催 　…1   　 
 
《寄　稿》　
 第 13次労働災害防止計画の特徴  　   第 13 次労働災害防止計画の特徴  　     …4
　   

《報　　告》《報　　告》

  過労死を促進する「高度プロフェッショナル」を廃案に !過労死を促進する「高度プロフェッショナル」を廃案に !
 　　   強行採決を許さない！ 　　   強行採決を許さない！ 　 　 　 　…6…6
                        
　　　　　　　　
  2017 年度　職場改善事例発表会2017 年度　職場改善事例発表会
    国内外の改善事例 6例が発表される 国内外の改善事例 6例が発表される  　 　…8…8

  外国人支援ネットワークKAMEIDO2017 年度活動報告外国人支援ネットワークKAMEIDO2017 年度活動報告

  「自分を守るためにあなたができること」プロジェクト「自分を守るためにあなたができること」プロジェクト  　…10　…10
　　　　
《連　　載》 

 MSWが体験した「労災認定」よもやま話
 第 6話　有機溶剤のおそろしさ（後編）
 　　高山　俊雄（ひまわり診療所）　　　 　  　…12 
      

《連　　載》 
 
 　化学物質の管理 良好事例
 　10．常に適切な換気を行います  　   　…13
             

《気になる記事》
 ～労災職業病・アスベスト問題など　　　 　  　 …14
  　2018 年 3.4 月の報道から

《リレーエッセイ》

 動物との出会い　　 　天野　理   　…16

- index -
372号（2018.04-05)



《センターから》　

 患者・家族・遺族の声を聞いてください～
 「中皮腫 100 人集会　省庁交渉だョ！全員集合」 　 …1   
　  
　
 悪質な会社の求人を許さない !悪質な会社の求人を許さない !
  災害防止、技能実習生の権利を守れ！  災害防止、技能実習生の権利を守れ！
　　　　　　　6/15 向島労基署　7/4 亀戸労基署に要請　　　　　　　6/15 向島労基署　7/4 亀戸労基署に要請          …3 
　   

《新　連　載》 

 外国人労働者との出会い
 第 1回　植物状態になった超過滞在外国人の本国での死
  　　ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　 …55
                        
《相談から》　《相談から》　　　　　　　　　　　
　　 　半世紀にわたって　
   エレベーター設置工事を手掛けた男性とアスベスト　  …7

 海コントレーラ運転手の長時間乗務
  脳梗塞発症に業務上認定      …8 

    
《連　　載》 
 
 　化学物質の管理 良好事例
 　11. よく使う工具・材料は、
             手の届きやすい範囲に置き、容易に識別できるようにします  …10
             

《気になる記事》

  ～労災職業病・アスベスト問題など　　　 　 …11
  　2018 年 5月の報道から

《新リレーエッセイ》

 お薦めのスイーツ　はなびら餅 　　高山　俊雄   …12

- index -
373号(2018.06)




