
公衆衛生学
2020年度第11回
産業保健

大久保 豪*1, *2

1 立命館大学客員協力研究員

2 株式会社BMS横浜

suguruokubo@gmail.com



東大寺 大仏

• 752 開眼供養

• 鍍金作業開始 5年かかったとされる なぜ5年も？

• 水銀中毒？
• アマルガム（金＋水銀）を使用

参考 杉山, 山崎 (1979) 「考古学の中の毒と薬」
『ファルマシア』15(6): 463-468.



今日のテーマ

• 産業保健とは？

• 業務上疾病、労働災害の発生状況

• 労働者の健康増進・疾病予防のための方策

• 労働者災害補償保険



労働安全衛生対策

1. 労働時間の管理

2. 労働安全衛生の推進体制

作業環境管理

作業管理

健康管理

3管理



労働時間の管理
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出典：厚生労働省. 第3回仕事と生
活の調和のための時間外労働規制
に関する検討会. 参考資料（現行
の時間外労働規制の概要）.
2016/10/14.
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出典：厚生労働省. 第3回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会. 参考資料（現行
の時間外労働規制の概要）. 2016/10/14.





出典 厚生労働省, 都道府県労働局, 労働基準監督署『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』2019年8月



出典 厚生労働省, 都道府県労働局, 労働基準監督署『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』2019年8月



健康管理
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率

1995年 4.7 9.9 2.4 0.7 8.8 5.8 12.7 20.0 － 3.5 2.7 8.1 36.4 

2000年 4.1 9.1 3.2 1.5 10.4 6.3 14.4 26.5 8.1 3.3 3.4 8.8 44.5 

2005年 3.7 8.2 3.7 1.5 12.3 6.7 15.6 29.4 8.3 3.1 3.5 9.1 48.4 

2010年 3.6 7.6 4.4 2.0 14.3 7.6 15.4 32.1 10.3 2.6 4.4 9.7 52.5 

2015年 3.5 7.4 4.2 1.8 15.2 7.6 14.7 32.6 10.9 2.5 4.3 9.8 53.6 

定期健康診断実施結果

（出典：厚生労働省. 業務上疾病発生状況等調査定期健康診断結果報告. 2016年7月）



ストレスチェック
・2015年12月1日から従業員50人以上の事業所に義務付けられた。
（50人未満は努力義務）

・検査項目は職業性ストレス簡易調査票（57項目）を参考とする。

義務付けられるのは
1. 全従業員へのストレスチェックの実施

2. 高ストレス状態で、申し出をした従業員に対する医師の面接

3. 面接後、医師の意見を聞き必要に応じた就業上の措置をとる

• 厚生労働省による紹介ページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/



ストレスチェック

• 厚生労働省による紹介ページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

• 厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム
https://stresscheck.mhlw.go.jp/

中小事業者や零細事業者でも実施できるよう、プログラムを配布している。



労働者災害補償保険法



障害や病気によって長期間働けなくなった → 収入の減少

傷病手当金（公的な医療保険から）

＜給付条件＞
・働けなくなって4日目以降
＜給付内容＞
・直近1年間の給与の平均日額の2/3相当額
・1年6か月間まで

労働災害による場合 → 労災保険による給付



「保険」で抑えるべきなのは、

1) 保険者

2) 被保険者（加入者）

自宅に地震保険をかけることを考えましょう。確認するべきことは・・・

3) 保険料 毎月いくら払えばよいのか？

4) 給付条件 どういうときに保険金がもらえるのか？

5) 給付額 いくらもらえるのか？



労災保険の保険者・被保険者

• 保険者：国

• 窓口となっているのは
• 都道府県の労働局

例）神奈川労働局（横浜市中区北仲通）

• 労働基準監督署
例）横浜南労働基準監督署、川崎北労働基準監督署など13

では、被保険者は・・・ 労働者（被用者） でしょうか。



労働災害の補償

労災事故が発生した場合、当該事業主は、補償責任を負う（労働基準法第8章）

・事業主が労働基準法上の補償責任を負うことになる。
・ただし、労働者の重大な過失による場合、事業主は休業補償、障害補償を行わなくてよい
（労働基準法第78条）。

・労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れる
（労働基準法第84条）。
・ただし、労災によって労働者が休業する際、休業1～3日目の休業補償は、労災保険から給
付されない。このため、労働基準法で定める平均賃金の60％を事業主が直接労働者に支払う
必要がある。

＜労災保険に加入していない場合＞

＜労災保険に加入している場合＞



労災保険の被保険者は

雇用主（使用者）

労働者（被用者）

ではなく



労災保険料

• 賃金総額×保険料率

• 保険料は全額事業主負担

• 保険料率は業種によって異なる

事業の種類 労災保
険料率

金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト
鉱業を除く。）又は石炭鉱業

8.8%

水力発電施設、ずい道等新設事業 6.2%

林業 6.0%

採石業 4.9%

船舶所有者の事業 4.7%

…（中略）… …

電気、ガス、水道又は熱供給の事業 0.3%

その他の各種事業 0.3%

原油又は天然ガス鉱業 0.25%

電気機械器具製造業 0.25%

計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製
造業を除く。）

0.25%

通信業、放送業、新聞業又は出版業 0.25%

金融業、保険業又は不動産業 0.25%

労災保険料率表（2020年度）

出典 厚生労働省. 令和2年度版労災保険率表. https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/040330-2b-09.pdf



給付条件



業務上のけが、死亡といえるでしょうか？

（例1）出張で宿泊中のホテルが火事になって死亡した。

（例2）仕事をめぐって現場でケンカになり、同僚に殴られたの
が原因で死亡した。

（例3）会社が費用を負担して行われた社外の忘年会に参加して
いて事故に遭った。

（例4）隣にあるよその会社の工場が爆発してけがをした。

問、解説は 椋野美智子, 田中耕太郎. 『はじめての社会保障』より



（例1）出張で宿泊中のホテルが火事になって死亡した。
一般に業務上と認められる

（例2）仕事をめぐって現場でケンカになり、同僚に殴られたのが原
因で死亡した。

多くの場合、個人的な行為として業務外とされる。
ただし、仕事と密接な関係を持っている特殊な場合に認められたこ

ともある。
（例3）会社が費用を負担して行われた社外の忘年会に参加していて
事故に遭った。

一般には参加は自由なので、業務外。職責上幹事として参加してい
た人が認められたことがある。
（例4）隣にあるよその会社の工場が爆発してけがをした。

職場に伴う定型的な危険であれば認められる。ただし、一般には仕
事中の事故でも自然災害などによるものは認められない。

問、解説は 椋野美智子, 田中耕太郎. 『はじめての社会保障』より



労働基準法による事業主の補償責任 労災保険給付
療養補償 必要な療養の費用 療養（補償）給付 必要な療養の費用
休業補償 休業中の賃金（平均賃

金の60%）
休業（補償）給付 休業4日目から給付基礎日額の

60%
障害補償 障害の程度に応じた金

額
障害（補償）給付 障害の程度、給付基礎日額（平均

賃金）に応じた金額
遺族補償 平均賃金の1000日分 遺族（補償）給付 給付基礎日額等に応じた年金 も

しくは 給付基礎日額（平均賃
金）に応じた一時金

葬祭料 平均賃金の60日分 葬祭料（葬祭給付） 給付基礎日額の60日分

労働基準法による補償責任と労災保険給付の対応

事業主の負担が過大になるのを防ぐため、療養補償には打切補償、障害補償、遺族補償については分割補
償という制度がある。
労災保険では傷病（補償）年金、介護（補償）給付、二次健康診断等給付がある。
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