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平成２３年度の脳・心臓疾患及び精神障害等の状況
平成２４年６月１５日、厚生労働省から平成２３年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」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、８９８件で前年度比９６件増。２年連続で増加した。
支給決定件数は、３１０件（同２５件増）で４年ぶりに増加に転じた。
２ 精神障害に関する事案の請求件数は、１，２７２件で前年度比９１件増。３年連続で過去最高。
支給決定件数は、３２５件（同１７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。 ５２件
・悲惨な事故や災害の体験、目撃をした ・・・・・・・・・・・４８件
・（ひどい）嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた・・・・・・・・３９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」２０１２年６月１５日付け
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html
をご覧ください。

平成 23 年度の労働相談件数は過去最高（北海道）
平成２４年５月２９日、全国並びに北海道における労働相談件数
が公表されました。
全国の総合労働相談件数は、１１０万９４５４件（前年度比１．
８％減）、北海道の総合労働相談件数は３万８８０８件（前年度比
７．８％増）となっており、相談内容は全国・北海道ともに、いじ
め嫌がらせが最も多かった。
詳しいことは、
全国
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bko3.html
北海道
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0043/
2550/201253091926.pdf
をご覧ください。
総合労働相談コーナーは、北海道労働局及び道内１７の労働基準
監督署内と札幌総合労働相談コーナーの１９か所に設けられてい
ます。
各相談コーナーの所在地は、
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/ka
nren_shisetsu/soudan02.html
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。今年は、北
海道内に７％の節電要請が行われており、屋内での熱中症対策
も重要です。
以下のサイトも参考にして、しっかり対策を！！
★厚生労働省平成２４年度の熱中症対策
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/h24_nettyuucho
u.html
★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/index.html

北海道労働局に臨床心理士等によ
るセクハラの相談窓口が開設さ
れました。
窓口は原則、毎週月・金曜日（午前
9～12 時）開設されています。
詳しくは、
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/var/rev0/0038/8385/2
01242782143.pdf
をご覧ください。
パワハラ予防パンフレット
厚生労働省で作成
厚生労働省では、職場のパワーハ
ラスメントの予防・解決に向けた取
り組みを呼びかけるための資料を
作成しました。
詳しくは、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985
2000002d1om.html
をご覧ください。

GPS 奨励賞 受賞
おめでとうございます。
当センター相談員の相澤和幸先生
が、平成 24 年 5 月 30 日から 6 月 2
日まで名古屋で開催された第 85 回日
本産業衛生学会で、当センター事業で
ある実地相談の事案をまとめ表彰さ
れました。
産業保健 21 第 69 号 28 ページに
記事が載っています。

産業保健２１第６９号の Q&A
（P22）は、北海道産業保健推進
センターが担当しました。
どうぞご覧ください。

研修会のご案内（7 月～9 月）
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日時

研修テーマ

講師

研修開催地

７月１０日（火）

健診結果と生活習慣病の予防

北海道中央労災病院
勤労者予防医療センター

札幌市

14:00～16:00

（血糖値編）

保健師

これで良いのか我が社の
メンタルヘルス対策
７月２３日（月）
～メンタルヘルス対策推進担当者の
14:00～16:00
ために～（内容は 6 月 27 日の研修会
と同じです。）

７月２５日（水）

勤労者のための運動療法

14:00～16:00

（ラジオ体操編）

８月１日（水）

職場における健康づくりの実際

15:00～17:00

（健康測定の体験ができます）

８月２９日（水）
18:00～20:00
８月３０日（木）

セルフケアでリラックス

職場のメンタルヘルス

18:30～20:30

－心理療法からのアプローチ－

９月３日（月）

職場における健康づくりの実際

13:30～16:30

（健康測定の体験ができます）

９月５日（水）

勤労者のための栄養管理

14:00～16:00
９月２７日（木）
18:30～20:30
９月２８日（金）
15:00～17:00

（骨太編）

職場における受動喫煙防止対策
作業環境測定・評価特別研修
－呼吸用保護具について－
（フィットテストも行います）

小宅千恵子

（社）日本産業カウンセラー協会

本部理事

桑原富美恵

札幌市

北海道中央労災病院
勤労者予防医療センター
主任理学療法士 坂本和志

室蘭市

北海道中央労災病院
勤労者予防医療センター
主任理学療法士、保健師、管
理栄養士

札幌市

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

札幌心身医療研究所
所長 久村正也 Dr

札幌市

北海道中央労災病院
勤労者予防医療センター
主任理学療法士、保健師、管
理栄養士

旭川市

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 大山由美子

札幌市

JR 札幌病院保健管理部
副部長 佐藤広和 Dr

苫小牧市

北海道労働局労働基準部、
北海道労働保健管理協会、
中災防北海道安全衛生サービ
スセンターからの講師

札幌市

☆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までお問い合わせください。

胆管がんの報道について
印刷業に従事していた労働者に胆管がんが発症
したとして報道がされていますが、厚生労働省から
報道機関へ以下の情報提供が行われています。
ご心配なことがあれば、当センターの実地相談制
度を利用することが出来ます。
平成 24 年 5 月 21 日

印刷業界への要請

平成 24 年 6 月 12 日

胆管がんに関する相談状況

平成 24 年 6 月 25 日

胆管がんに関する労災請求について

平成 24 年 7 月 3 日現在
情報は、厚生労働省ホームページ→報道・広報→報道発表資
料から発表月、日付から見ることが出来ます。
併せて、平成 24 年 6 月 12 日立ち入り調査についての通達も
発出されています。

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
6 月下旬８３歳の岳父が熱中症（疑）のため救急車
で運ばれ入院した。本人いわく、暑くもなく、汗もか
いていないし、熱中症ではないと。また、水分も取り
たくなかったという。体内センサーの老化もあると思
うが、皆さんも、小まめに水分を取って節電の夏を乗
り切りましょう。☀（S.K）

