
《センターから》　

 メコンデルタ 2018 報告
  アジア 6か国 52 名の参加者が
  ベトナムカント市で参加型改善活動を学ぶ 　 …1   
　  
　
 「石綿検診」の確立に向けて～「石綿検診」の確立に向けて～
 さいたま市・大田区での試行調査     さいたま市・大田区での試行調査    …4

 
 水害被災地のアスベスト対策     …6　  

                        
《相談から》　《相談から》　　　　　　　　　　　
　　 プリプレグ加工で慢性有機溶剤中毒に
    認定まで 3年　    …7

 X 線写真ではわからなかった
  アスベスト肺がんの労災認定      …8 

《連　 載》 

 外国人労働者との出会い
 第２回　ご遺体をどこで保管するべきか
  　　ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　 …99
     
 
 化学物質の管理 良好事例
 　12. 多段型の棚、収納容器などを利用し、
  直接床に置かないようにします     …10
             

《気になる記事》

  ～労災職業病・アスベスト問題など　　　 　 …11
  　2018 年 6-7 月の報道から

《リレーエッセイ》

 お薦めのスイーツ　上野原の酒まんじゅう
    　　天野　理　　   …12

- index -
374号(2018.07-08)



《センターから》　

 サマーフィールドワーク 2018 　    …1   
　  

 永倉冬史さんと行く築地アスベストツアー   永倉冬史さんと行く築地アスベストツアー   …3
 
 産業衛生学会全国協議会　東京で開催産業衛生学会全国協議会　東京で開催
 　　作業環境測定の研修を実施 　　作業環境測定の研修を実施     …4 
  

《連　 載》 
 外国人労働者との出会い
 第３回　区交渉によって認められた養育医療制度（前編）　
  　　ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　 …55

                        
《相談から》　《相談から》　　　　　　　　　　　
　　 除染作業に従事させられたベトナム人技能実習生除染作業に従事させられたベトナム人技能実習生
  国が実態調査の中間報告を公表  国が実態調査の中間報告を公表        …6

 身勝手な衝動・感情の押し付け・・・身勝手な衝動・感情の押し付け・・・
 同僚男性からの性的暴行によるＰＴＳＤ　業務上認定 同僚男性からの性的暴行によるＰＴＳＤ　業務上認定   …8 

    
《連　 載》  
 化学物質の管理 良好事例
 　13. 保護具が必要な場所を掲示し、保護具が必要な場所を掲示し、
　　　　　作業にあった保護具（マスク、保護メガネ、保護衣など）を　　　　　作業にあった保護具（マスク、保護メガネ、保護衣など）を
　　　　　使用方法と使用期限を知って使用します。　　　　　使用方法と使用期限を知って使用します。   …10
             

《気になる記事》

  ～労災職業病・アスベスト問題など　　　 　 …11
  　2018 年 8月の報道から

《リレーエッセイ》

 お薦めのスイーツ　山の上のオアシス
    　　奥村　隆志　　   …12

- index -
375号(2018.09）



《センターから》　

   
 待ったなし！職場のハラスメント防止法
 措置義務だけでなく、すべてのハラスメントを防止するために …1   
　  

 11 月 13 日東京労働局交渉 2018　東京労働局交渉 2018　
    要請書         要請書     …4
 

《報　　告》
  メンタルヘルス講座 2018メンタルヘルス講座 2018
  第１回　メンタル不調 -治療と復帰  第１回　メンタル不調 -治療と復帰
   臨床医からの職場への提案　      臨床医からの職場への提案　   …7 
  

  職場の安全衛生　その大切さを実感！
   日赤看護大学からの実習受入れ   …8

《連　 載》 
 外国人労働者との出会い
 第 4 回　区交渉によって認められた養育医療制度（後編）　
  　　ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　 …9
                       

    
《連　 載》  
 化学物質の管理 良好事例
 　14. 自然光と人工照明を利用して
   作業場全体と手元の明るさを確保します  …10
             

《気になる記事》

  ～労災職業病・アスベスト問題など　　　 　 …11
  　2018 年 9～ 10 月の報道から

《リレーエッセイ》

 お薦めのスイーツ　
    　　仲尾　豊樹　   …12

- index -
376号（2018.10)



《センターから》　
   
 人権侵害の温床 -- 技能実習制度を不問に、「改正」入管法が成立
 　　　今こそ技能実習制度の廃止を！   …1   
 
《報　　告》 

 第 26 回東京労働安全衛生学校    …3
  

 今年もやりました！
  なくせじん肺キャラバン茨城行動
  12/4　茨城労働局と日立労基署に要請  …4

  
 メンタルヘルス講座 2018メンタルヘルス講座 2018
  第 2 回　ストレスチェック集団分析と職場改善    第 2 回　ストレスチェック集団分析と職場改善  …6      
             

《相談から》《相談から》

 配管工として働いてきた男性の石綿被害 配管工として働いてきた男性の石綿被害
  30 年前の法人登記簿で労災認定   …8   30 年前の法人登記簿で労災認定   …8 

  
《連　 載》 
 外国人労働者との出会い
 第 5 回　ケニアに渡航した女性
  　　ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　 …9
                       
    
《連　 載》  
 化学物質の管理 良好事例
 　15. 作業場近くに給水設備、
   リラックスできる休憩室を設けます  …10
             

《気になる記事》

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

《リレーエッセイ》

 お薦めのスイーツ　
    　　加藤　浩次　   …12

- index -
377号（2018.11)



《センターから》　
   
　新しい年を迎えて 
　    東京労働安全衛生センター代表理事　平野  敏夫    …1  

《報　　告》 

　東京労働局に　
 ハラスメント防止、メトロの PM2.5 対策、橋梁の鉛中毒防止など要請 …2
  
  ※資料        …4   
  
　　メンタルヘルス講座 2018 第 3 回　ハラスメント問題への対処  メンタルヘルス講座 2018 第 3 回　ハラスメント問題への対処  …6      
             

《相談から》《相談から》

　福島第一原発で下請労働者の猪狩忠明さん（整備士）が急死　福島第一原発で下請労働者の猪狩忠明さん（整備士）が急死
    過酷な車両整備作業と長時間労働で過労死認定過酷な車両整備作業と長時間労働で過労死認定   …9    …9 
  

《連　 載》 

　外国人労働者との出会い　第 6回　東京都大気汚染医療費助成制度（前編）
  　　ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　  …13      

                     

《連　 載》  
 化学物質の管理 良好事例
 　16. 作業にあった机、イス、台などを用いて、
   肘の高さで作業できるようにします。  …14     
      

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2018 年 12 月の報道から …15
 

《リレーエッセイ》

 スイーツをめぐるとりとめのない話 外山　尚紀　   …16

- index -
378号（2018.12-2019.01)



《報　　告》　
   
　　   アスベスト・リスクコミュニケーション・プロジェクト
　　　 アスベストを知るワークショップ各地で開催！
　     　センター事務局　外山  尚紀     …1  

《寄　　稿》 

　　 築地市場解体工事に伴うアスベスト撤去に関する
   リスクコミュニケーションの実施   …3
  
  中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉 冬史     
             
  
　　 　　 第 18回被ばく労働問題に関する省庁交渉第 18回被ばく労働問題に関する省庁交渉
  イチエフ（福島第一原発）への移動に伴う長時間労働の実態調査を要請イチエフ（福島第一原発）への移動に伴う長時間労働の実態調査を要請    …6      
             

《相談から》《相談から》

　 舞台俳優のアスベスト被害　初の労災認定    …9 　 舞台俳優のアスベスト被害　初の労災認定    …9 
  

《連　 載》 
　 外国人労働者との出会い　

 第 7回　東京都大気汚染医療費助成制度（後編）
  　　ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　  …13      

                     

《連　 載》  
 化学物質の管理 良好事例
 　17. 化学物質に関する注意事項、適切な取り扱いについて
 　　　必要な情報を共有し、定期的に訓練します。    …14     
      

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 1月の報道から  …11 

《リレーエッセイ》

 おすすめのスイーツ　   内田正子　   …12

- index -
379号（2019.02)



《報　　告》　
   
　　   第 10 回韓日参加型改善活動
　　　 　トレーニングワークショップ
　     　センター事務局　仲尾　豊樹     …1  
 
 外国人労働者の春闘
 3･3 マーチインマーチ 2019 ＆ 3.5 省庁交渉   …3

《寄　　稿》 

　　 実践報告　日の出福祉園の SST の実践    …4 
  
       社会福祉法人同愛会　林　武文
     ( 日の出福祉園労働安全衛生委員会、看護師）    
             
 　　 　　                  
《相談から》《相談から》

　 三日行程の徳島 -東京間の往復業務　 三日行程の徳島 -東京間の往復業務
  配送トラック運転手の脳出血が業務上認定   …7   配送トラック運転手の脳出血が業務上認定   …7 
  

《連　 載》 
　 外国人労働者との出会い　
 　第 8回　足の切断を拒否し続けた男性
　　　　　　　　　（死を覚悟しての選択 :2007 年）
  　　
   ひまわり診療所（MSW)　高山　俊雄  　 …9      

                    
《連　 載》  
 化学物質の管理 良好事例
 　18. 段差の無い通路を確保し、はっきりしたマークをつけます
          …10     
      

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 2月の報道から  …11 

《リレーエッセイ》

 おすすめのスイーツ　   飯田　勝泰　   …12

- index -
380号（2019.03)



《報　　告》　
   
　　   職場改善事例発表会
 2018 年度の事例発表会　国内外の改善事例 5例が発表される
　     　センター事務局　奥村　隆志     …1  
 
 ロサンゼルスの労働運動を訪問しました 
 ～参加型調査活動から社会変革へ 
  　センター事務局　天野　理     …3

《寄　　稿》 

　　 築地市場解体工事に伴うアスベスト撤去に関する
  リスクコミュニケーションの実施    …5  
       中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉　冬史     
             
　　 　　                  
《相談から》《相談から》

 ウガンダ女性の通勤途上災害　休業給付を取り戻す   …9  ウガンダ女性の通勤途上災害　休業給付を取り戻す   …9 
  

          

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 3～ 4月の報道から …11 

《新リレーエッセイ》

 花の思い出　～さくら～   高山　俊雄　  …12

 【※】連載の「外国人労働者との出会い」「化学物質の管理 良好事例」は
 紙面の関係で、今号はお休みをさせていただきます。
 次号からまた再開します。お楽しみに。

- index -
381号（2019.04)



《報　　告》　

   
　　   働くもののいのちと健康を守り、人間らしく働きやすい職場を作ろう！    
 （特非）東京労働安全衛生センター　第 20回通常総会を開催    …1  
 
  
 5/24　中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会が省庁交渉 
  　        …5

連載
 化学物質の管理　良好事例
 19 　化学物質の安全な取り扱い手順を定め、手順どおりに作業します
          …6 

連載
 外国人労働者との出会い
 第 9回　超過滞在HIV 患者さんの更正医療の適用事例：1999 年

     ひまわり診療所（MSW）　高山　俊雄 …7

             
   　　 　　                 
 
《相談から》《相談から》

 石綿鉱山の元労働者の遺族が国賠訴訟で和解    …8 石綿鉱山の元労働者の遺族が国賠訴訟で和解    …8

  
 介護施設の入浴ケア作業で腰痛・頸肩腕障害を発症した 介護施設の入浴ケア作業で腰痛・頸肩腕障害を発症した
 フィリピン女性 Aさん　6年ぶりに職場復帰    …9 フィリピン女性 Aさん　6年ぶりに職場復帰    …9
          

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 5月の報道から  …11 

《リレーエッセイ》

 花の思い出　～たんぽぽ～   内田　正子  …12

 

- index -
382号（2019.05)



《報　　告》　   
　　   都内で初めて　大田区で試行調査＝石綿専門検診が始まる
　　　　　患者と家族の会が講演会・相談会を開催     …1  
 
  
 石綿関連法規の抜本改正を！ 
  　        …2

 6/1-2　移住連と連帯する全国フォーラム・東京 2019 開催 6/1-2　移住連と連帯する全国フォーラム・東京 2019 開催
  出会う、感じる、多文化共生社会　いっしょに考え、ともにつくろう 出会う、感じる、多文化共生社会　いっしょに考え、ともにつくろう   …4  …4
  

  クボタショックから 14年　今なおつづく “緩慢なる惨劇”クボタショックから 14年　今なおつづく “緩慢なる惨劇”  …5  …5
          

連載
 化学物質の管理　良好事例
 20　ごみ・廃棄物を分別し、決められた場所で保管しますごみ・廃棄物を分別し、決められた場所で保管します
          …6 
《トピック》　

  『『沖縄戦を学ぼう！ 止めよう辺野古新基地』沖縄戦を学ぼう！ 止めよう辺野古新基地』
  東京東部・沖縄反戦ツアーに参加しました！    東京東部・沖縄反戦ツアーに参加しました！    …7

連載
 外国人労働者との出会い
 第 10 回　本当の豊かさとは何か（外国人労働者との最初の出会い：1987 年）本当の豊かさとは何か（外国人労働者との最初の出会い：1987 年）

     ひまわり診療所（MSW）　高山　俊雄 …9

             
   　　 　　             
《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 5月の報道から  …11 

《リレーエッセイ》

 花の思い出　～尾瀬の花々～   奥村　隆志  …12

 

- index -
383号（2019.06)




