
《報　　告》　   
　　   第 19 回メコンデルタ参加型改善活動国際研修第 19回メコンデルタ参加型改善活動国際研修
 5 か国から 50 名が集まって、医療労働の参加型活動を学ぶ 5 か国から 50 名が集まって、医療労働の参加型活動を学ぶ   …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（第 3回）    リスクコミュニケーションの実施（第 3回）    …5…5

        
  荷崩れで労災事故発生 !　労働者 3名が犠牲に荷崩れで労災事故発生 !　労働者 3名が犠牲に
 全国一般全国協東京東部労働組合大久保製壜支部 全国一般全国協東京東部労働組合大久保製壜支部
 大久保製壜所の謝罪と、安全管理強化を求め 8月 23 日ストライキ  大久保製壜所の謝罪と、安全管理強化を求め 8月 23 日ストライキ …8
          

【連　載】

 化学物質の管理　良好事例
 21. 化学物質容器は常時密閉し、必要量だけ手元に置いて作業します化学物質容器は常時密閉し、必要量だけ手元に置いて作業します …9 

《相談から》　
 会社と労基署のずさんな対応に振り回された移住労働者  …10

          

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 7月の報道から  …11 

《リレーエッセイ》

 花の思い出　     毛利　一平  …12

 

- index -
384号（2019.07-08)



《報　　告》　   
　　   2019 サマーフィールドワーク2019 サマーフィールドワーク
 工場見学、移住労働者、アスベスト疾患の患者と交流し、生きた学習を行う工場見学、移住労働者、アスベスト疾患の患者と交流し、生きた学習を行う …1

 職場のパワハラ防止が法制化職場のパワハラ防止が法制化
 さらに、ILOでハラスメント根絶の条約が成立 さらに、ILOでハラスメント根絶の条約が成立        …4…4

       

 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
 損害賠償を提訴        損害賠償を提訴       …6…6
          

【新　連　載】

 医療相談室にて　出会いからみえた風景     
　　　　　第 1回　脳に虫が入っている　
    ひまわり診療所　高山俊雄   …7
          

【資料】【資料】2019 年 10 月 8日　東京労働局要請事項    2019 年 10 月 8日　東京労働局要請事項    …8

《気になる記事》

～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 8月の報道から  …12

　　　　　※紙面の都合により、今回はリレーエッセイをお休みいたします。

- index -
385号（2019.09）



《報　　告》　　   
　　   2019 東京労働安全衛生学校開催    2019 東京労働安全衛生学校開催     …1  
 
《寄　　稿》　 
  築地市場解体工事に伴うアスベスト除去に関する築地市場解体工事に伴うアスベスト除去に関する
 リスクコミュニケーションの実施（第 4回）      リスクコミュニケーションの実施（第 4回）     …5

    中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉冬史中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉冬史

《報　　告》
 メンタルヘルス講座 2019 メンタルヘルス講座 2019
 第１回　【職場のメンタル不調とどう向き合うか」 第１回　【職場のメンタル不調とどう向き合うか」
      講師　田口純さん（メンタルクリニックみさと所長） 講師　田口純さん（メンタルクリニックみさと所長） …10 …10 
          

《相談から》

 トラックの荷台から転落、外傷性脳損傷を発症した Aさん
 障害等級の見直しをもとめて東京地裁に提訴    …12
 　

《連　　載》

 医療相談室にて　出会いからみえた風景     
　　　　　第２回　家に帰らなかった夫　
    ひまわり診療所　高山俊雄   …14
          

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 9～ 10 月の報道から …15

《リレーエッセイ》

 花の思い出
  ～黄金のさくら～  仲尾 豊樹   …16 

 

- index -
386号(2019.10)



《報　　告》

　　   
　　   2019.10.8 東京労働局交渉 2019.10.8 東京労働局交渉 
      センター事務局長　飯田勝泰センター事務局長　飯田勝泰       …1   
 

  資料        …3

 
  職場のパワーハラスメント防止指針をめぐる動き職場のパワーハラスメント防止指針をめぐる動き
   センター事務局　天野　理       センター事務局　天野　理    …6

    

 メンタルヘルス講座 2019 メンタルヘルス講座 2019
 第 2 回　【職場のストレス対策と産業医」 第 2回　【職場のストレス対策と産業医」
      講師　毛利一平さん（亀戸ひまわり診療所　所長）  講師　毛利一平さん（亀戸ひまわり診療所　所長）  …8…8
          

《連　　載》

 医療相談室にて　出会いからみえた風景     
　　　　　第 3回　医療事故を起こした医師を恨み続ける人　
    ひまわり診療所　高山俊雄   …11
          

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2019 年 11 月の報道から …12

　  
 

- index -
387号(2019.11)



388 号（2019.12‐2020.01） 
 
 
 
index 
 
新しい年を迎えて     …１ 
 
 
ベトナムの参加型総合環境教育＝ウィンディ成果発表会 …2 

カント市 96 校から 350 名が参加 
 
 
第 19 回被ばく労働問題関係省庁交渉の報告   …5 
 
 
メンタルヘルス講座 2019 

第 3 回「パワーハラスメント法規制と現場の実際」 …8 
 
気になる記事 

労災職業病・アスベスト問題など 2019 年 12 月 …11 
 
リレーエッセイ  ブーゲンビリア 外山尚紀  …12 
花の思い出



《センターから》　　   
　　   労災保険法の改正労災保険法の改正
 複数就業労働者の労災保険給付を新設 複数就業労働者の労災保険給付を新設
          センター事務局長　 飯田　勝泰センター事務局長　 飯田　勝泰  …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（第 5回） リスクコミュニケーションの実施（第 5回）

      中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉　冬史中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉　冬史  …2

《報　告》
  
 第 30 回なくせじん肺キャラバン茨城行動     第 30 回なくせじん肺キャラバン茨城行動    …6
  茨城労働局、日立労基署にじん肺・アスベスト被害根絶を要請茨城労働局、日立労基署にじん肺・アスベスト被害根絶を要請

      ※茨城労働局、日立労働基準監督署　　提供資料※茨城労働局、日立労働基準監督署　　提供資料  …7…7

 ウーバーイーツユニオンによる ウーバーイーツユニオンによる
 事故調査プロジェクトがスタート!!       事故調査プロジェクトがスタート!!      …8…8
          

《連　載》

 医療相談室にて -出会いからみえた風景
 第 4回　寝台自動車での転院

    ひまわり診療所（MSW）  高山　俊雄 …10

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2020 年 1月の報道から  …11

リレーエッセイ
 
 花の思い出花の思い出
   月下美人    月下美人     天野　理  天野　理  …12

- index -
389号(2020.02)



《センターから》　　   
　　   安全衛生と新型コロナウイルス感染症予防対策安全衛生と新型コロナウイルス感染症予防対策

          センター事務局長　 飯田　勝泰センター事務局長　 飯田　勝泰  …1   
 
 【資　料】
  厚生労働省「職場における新型コロナウイルス感染症の
     拡大を防止するためのチェックリスト」 …4

  移住者と連帯する全国ネットワーク
         「新型コロナウイルス流行にともなう緊急アピール新型コロナウイルス流行にともなう緊急アピール」 」 …5…5

《報　告》
  
  第 11 回日韓参加型改善活動トレーニングワークショップ  第 11 回日韓参加型改善活動トレーニングワークショップ  …6…6

 第 31 回じん肺・アスベストプロジェクト      第 31 回じん肺・アスベストプロジェクト     …9…9

《相談から》
  
 30 年前の労災事故からの再発認定      30 年前の労災事故からの再発認定     …10…10

《連　載》

 医療相談室にて -出会いからみえた風景

  第 5 回　飛行機による搬送（前編）
    ひまわり診療所（MSW）  高山　俊雄 …11

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2020 年 2～ 3月の報道から …12

　   ※リレーエッセイは今回お休みさせていただきます。

- index -
390号（2020.03-04)



《センターから》　　   
　　    特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター特定非営利活動法人東京労働安全衛生センター
 第 21 回定期総会を開催 第 21 回定期総会を開催

          センター事務局長　 飯田　勝泰センター事務局長　 飯田　勝泰  …1  
 

 
 新型コロナ対策奮戦記
  診療所の総力をあげ、皆で知恵を出し合い、ステップアップ　 …4

 石綿関連法規の改正と今後の課題     …7…7

《相談から》
  
 トラック配送運転手（45歳）の脳梗塞の業務上認定    トラック配送運転手（45歳）の脳梗塞の業務上認定   …9…9

《連　載》

 医療相談室にて -出会いからみえた風景

  第 6 回　飛行機による搬送（後編）
    ひまわり診療所（MSW）  高山　俊雄 …10

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2020 年 4月の報道から …12

　   ※リレーエッセイは今回お休みさせていただきます。

- index -
391号(2020.05)



《センターから》　　   
 精神障害の労災認定基準が変わりました 精神障害の労災認定基準が変わりました
　　　　　　　　　　－具体的な出来事にパワーハラスメントの項目が追加ー－具体的な出来事にパワーハラスメントの項目が追加ー
                    …1  
 

《報　告》
 職場のいじめ・ハラスメントほっとラインを実施   …3
 

 業務再開と新型コロナ感染症の予防対策　    …4

 
 新型コロナ対策奮戦記
  すみだユニオン　萩原分会     …7

《海外からのトピック》

  
 インド・バイザック村のガス漏えい事故     インド・バイザック村のガス漏えい事故    …10…10

 ベトナム・カント市中学、高校への
  参加型総合環境教育の実施と普及 (2017 ～ 2019 年度）報告書 …12…12

《相談から》

 第一スレート板橋工場の下請労働者が石綿肺がんで認定  …15…15

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2020 年 5月の報道から  …16

- index -

【お断わり】この間、コロナ感染拡大に関連しての情報、報告記事などを
優先した紙面配分をさせていただいています。リレーエッセイ等、通常
連載を楽しみしていただいている皆さまに改めて再開の時期を検討して
まいります。ご理解のほどお願い申し上ます。

392号(2020.06)



《センターから》　　   
  第 1回定例セミナー
　 　労働者、家族のいのちを守るために
　  　職場で新型コロナ感染症防止対策にどう取組むか    …1   
    センター事務局長　飯田　勝泰

《特集》
 新型コロナ対策奮戦記

 1）NPO法人くらしと助け合いの会　しあわせ ( 訪問介護事業 ) …4

 2）全建総連福島県連（建設）2）全建総連福島県連（建設）　     …7

 
 3）東京交通協力会労働組合 ( 運輸）3）東京交通協力会労働組合 ( 運輸）
 【寄稿】都営地下鉄の駅におけるコロナ問題　現状と課題  …11

  　東京交通協力会労働組合　執行委員長　上村  武道  

《相談から》

  
  ベトナム人技能実習生がクリーニング工場で両手指大やけどベトナム人技能実習生がクリーニング工場で両手指大やけど    …14…14

 

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2020 年 6～ 7月の報道から …1

- index -

【お断わり】この間、コロナ感染拡大に関連しての情報、報告記事などを優先した紙面配分をさせ
ていただいています。リレーエッセイ等、通常連載を楽しみしていただいている皆さまには誠に
申し訳ありません。改めて再開の時期を検討してまいります。ご理解のほどお願い申し上ます。

393号(2020.07-08)



《センターから》　
　   
　 労災保険制度が改正され、
　  　複数の会社で働いている労働者の労災保険給付が変わりました！ …1   
    センター事務局長　飯田　勝泰

 新型コロナ対策奮戦記

 日の出福祉園        …3

 《インタビュー》日の出福祉園での新型コロナ対策     

    日の出福祉園統括所長　伊倉　和正さん

 《寄稿》園内メールでの労働安全衛生委員会について　  

    日の出福祉園労働者代表　林　武文さん
  
《寄　　稿》

  
  築地市場解体工事に伴うアスベスト撤去に関する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（第 6回）    リスクコミュニケーションの実施（第 6回）     …6…6

  中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉　冬史  中皮腫・じん肺・アスベストセンター　永倉　冬史

《報　　告》
 石綿救済法の改正を求め、稲津前厚生副大臣に陳情を行う  …11…11

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2020 年 8月の報道から  …12

- index -

【お断わり】この間、コロナ感染拡大に関連しての情報、報告記事などを優先した紙面配分をさせ
ていただいています。リレーエッセイ等、通常連載を楽しみしていただいている皆さまには誠に
申し訳ありません。改めて再開の時期を検討してまいります。ご理解のほどお願い申し上ます。

394号（2020．09）



新型コロナ対策奮戦記

 《寄稿》   全国一般・全労働者組合

    新聞輸送分会　庄子　正紀さん    …1

 《インタビュー》 全建総連岩手県連合会
    書記長　佐藤美智男さん
    事務局　阿部純子さん、中川直樹さん   …4
         

《センターから》　
　   
　 今年も、江戸川・亀戸・向島の各労働基準監督署に要請    …7 
     
  
  
  2020 年度東京労働局交渉        2020 年度東京労働局交渉        …9…9

    

《気になる記事》

 ～労災職業病・アスベスト問題など　2020 年 9月の報道から    …12

- index -

【お断わり】この間、コロナ感染拡大に関連しての情報、報告記事などを優先した紙面配分をさせ
ていただいています。リレーエッセイ等、通常連載を楽しみしていただいている皆さまには誠に
申し訳ありません。改めて再開の時期を検討してまいります。ご理解のほどお願い申し上ます。

395号(2020.10-11)
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