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平成 22 年度の脳・心臓疾患及び精神障害等の状況
平成２３年６月１４日、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室から平成２２年度
の脳・心臓疾患及び精神障害等の労災補償状況が公表されました。概要は、以下のとおりです。
１ 脳・心臓疾患に関する事案の請求件数は、８０２件で前年度比３５件増。４年ぶりに増加に転じた。
支給決定件数は、２８５件（同８件減）で３年連続減少。
２ 精神障害等に関する事案の請求件数は、１,１８１件で前年度比４５件増。２年連続で過去最高。
支給決定件数は、３０８件（同７４件増）で過去最高。
支給決定された具体的な出来事としては、
・仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった。 ４１件
・ひどい嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた。
・・・・・・・・・３９件
・悲惨な事故や災害の体験（目撃）をした。
・・・・・・・・・・３２件
詳しくは、厚生労働省ホームページ 「報道・広報」
「報道発表資料」２０１１年６月１４日付け
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html
をご覧ください。

平成 22 年及び２３年 6 月末自殺者数
警察庁の報道発表資料に、平成２２年中の自殺の概要並びに平成
２３年の月別自殺者数(６月末速報値)が掲示されています。
平成２２年は、全国で３１,６９０人(対前年１，１５５人減)、北
海道１,５３３人(対前年６６人減)、全国、北海道ともに自殺者数は
減少しています。
職業別でみると、無職が１９,６０１人(６１.８５％)、被雇用者・
勤め人が８,５６８人(２７.０４％)、自営業・家族従業者が２,７３
８人(８.６４％)となっています。
被雇用者・勤め人の自殺原因・動機を見ると健康問題(２,９３１
人)、勤務問題(２,０７８人)、経済・生活問題(２,０５６人)の順に挙
げられています。また、それぞれの項目の中では、病気の悩み・影
響（うつ病）
、仕事疲れ、負債（多重債務）が多くなっています。
また、平成２３年６月末速報値では、平成２３年３月までは毎月
対前年同月比で減少していましたが、４～６月は対前年同月比が増
加しています。震災の影響が考えられますが、今後とも注視してい
く必要があります。
詳しくは、警察庁ホームページ「白書・統計」
「報道・広報」
「報
道発表資料」２０１１年３月３日及び７月６日付け
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/H22jisatsunogaiyou.pdf
（平成２２年）
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/H23_tsukibetsujisatsusya.
pdf （平成２３年６月末速報値）
をご覧ください。

熱中症のリスクが高まる季節がやってきました。北海道内で
も昨年、熱中症による死亡労働災害が発生しています。当セン
ターでは、7 月 27 日「職場における熱中症対策について」の
研修会（裏面参照）を予定しておりますので是非参加して下さ
い。以下のサイトも参考にして、しっかり対策を！！
★熱中症を防ごう！（パンフレット）
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf

★環境省熱中症予防情報サイト（現在の各地域の暑さ指数を表示）
http://www.nies.go.jp/health/HeatStroke/est/hok-to.html

業務改善助成金のご案内
(中小企業最低賃金引き上げ
支援費補助金)
◎中小企業が対象
◎事業場内で最も低い賃金（800
円未満/H）を 1 年度で４０円以上
の賃金引上げ 800 円以上にする。
◎業務改善に要した費用の２分の
１（上限１００万円、下限５万円）
を助成します。
◎申請先は、
北海道労働局労働基準部賃金課
詳しいことは、同課へ
TEL011-709-2311（内線 3563）

受動喫煙防止対策助成金
の創設のご案内
平成２３年１０月１日（予定）
受動喫煙防止対策助成金が創設
されます。
飲食店、喫茶店又は旅館業の中小
企業事業主が、喫煙室を設置し空間
分煙を行う場合に喫煙室設置に係
る費用の 4 分の 1（上限 200 万円）
を助成します。
詳しいことは、次号の北の産保セ
ンター便りで紹介します。

研修会のご案内（７月～９月）
番号

日時

研修テーマ

講師

研修開催地

衛5

７月２０日（水） 職場のメンタルヘルス対策
14：00～16：00 ～職場復帰対策のポイントと事例～

㈳日本産業カウンセラー協会
理事 桑原富美恵

北見市

看7

職場のメンタルヘルス対策
７月２１日（木）
～産業保健スタッフに求められるう
18:30～20:30

北海道医療大学心理科学部
臨床心理学科教授 中野倫仁

札幌市

衛7

７月２６日(火)
14:00～16:00

㈳日本産業カウンセラー協会
理事 桑原富美恵

岩見沢市

看8

７月２７日（水）
職場における熱中症対策について
18:30～20:30

札幌医科大学医学部医療人育
成センター運動科学教室
准教授 岡野五郎

札幌市

㈳日本産業カウンセラー協会
理事 桑原富美恵

浦河町

つ病対策～

衛 25

職場のメンタルヘルス対策
～職場復帰対策のポイントと事例～

職場のメンタルヘルス対策

衛9

８月２日（火）
14:00～16:00

衛 10

職場のメンタルヘルス対策
８月２３日（火）
～管理職の基礎知識から職場復帰対
14:00～16:00

㈳日本産業カウンセラー協会
理事 桑原富美恵

留萌市

衛 19

８月３０日（火）
働く人の運動習慣と栄養
18：00～20：00

北海道中央労災病院
勤労者予防医療センター
管理栄養士 大城沙耶可

札幌市

衛 11

９月６日（火）
14:00～16:00

㈳日本産業カウンセラー協会
理事 桑原富美恵

稚内市

看4

９月１４日（水） 職場における受動喫煙防止対策
18：30～20：30 について

JR 札幌病院保健管理部
副部長兼主任医長 佐藤広和

室蘭市

衛 24

９月１４日（水）
職場における受動喫煙防止対策
13：30～15：30

北海道中央労災病院
勤労者予防医療センター
保健師 小宅千恵子

旭川市

衛 21

９月２８日（水）
健診結果と生活習慣病の予防
18:00～20:00

北海道中央労災病院
勤労者予防医療センター
保健師 小宅千恵子

札幌市

～管理職の基礎知識から職場復帰対
策まで～

策まで～

職場のメンタルヘルス対策
～管理職の基礎知識から職場復帰対
策まで～

１（財）北海道労働保健管理
協会業務部
環境管理課長 相澤和幸
衛 22
札幌市
２ 中災防北海道安全衛生サビスセンター
主任技術員 石塚久美
☆研修申込方法、研修会場など詳しいことは、北海道産業保健推進センターホームページ又は、北海道産業保
健推進センター電話０１１－２４２－７７０１までお問い合わせ下さい。
１ 有機溶剤特殊健診結果とばく
９月３０日（金）
露評価
15:00～17:00
２ 作業環境測定結果から改善を
考える

「いきいき健康フェア」のご案内
北海道中央労災病院勤労者予防医療センター主催で、
脂質代謝や食用油に関する講演や実技、無料測定会（血
液サラサラ、体成分、血管年齢）が以下により行われま
す。
日時 平成 23 年 8 月 20 日（土）13:00～16:00
場所 岩見沢市有明町 1 番地 20
岩見沢市自治体ネットワークセンター4 階
申込み等詳しいことは、勤労者予防医療センターホー
ムページ
http://hokkaidohyobo.rofuku.go.jp/20110701_962
又は、TEL 0126-22-1300（内線 346、411）まで

情報配信サービスのご案内
毎月 1 回程度、研修会・セミナーの開催情報産業保健に
関する法改正等の情報を無料でメール配信しております。
推進センターのホームページから申し込むことができま
す。(http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~sanpo01/）

編集後記
７月１日は小生の結婚記念日で次女の誕生日、ま
た、労働者健康福祉機構の創設記念日でもあり休みま
した＼(~o~)／。小さな幸せを沢山集めて大きな幸せを
創りましょう（ハインリッヒの（幸せの？）法則）。
（S.K）

