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6 月 21 日(水)１８時３０分より、戸畑生涯学

＜田村代表幹事から＞

習センターにおいて、第 3 期ＲＯＵＡＮ塾第 11

第 3 期は皆さん方の自主的なエネルギーで、

課「ＲＯＵＡＮ塾全体を通じてのディスカッシ

非常にうまく出来たと思います。これだけの若

ョン」が開催されました。塾生 15 名、代表幹事

い人たちが、
「労働安全衛生が大事だ」という事

3 名が参加しました。

に確信を持ったこと。何かをやらないといけな

第 3 期ＲＯＵＡＮ塾は、昨年 7 月 30 日に開校式

いと思ったことは非常に大きい。労働組合の活

で、
「労働組合が労働安全衛生活動に取り組む意

動が安全衛生活動ともう少し密着した方がいい

義」を化学一般労働組合連合の堀谷氏から学ん

んじゃないかと感じました。職場巡視というの

で以降、1 年かけて「労働安全衛生活動」につ

は、一番職場を監視しているのはだれか？とい

いて学んできました。

うと、それはそこで働いている人（労働者）で

締めくくりの今回は、
「一年間のＲＯＵＡＮ塾

す。労働者が職場の問題点を一番わかってい

を振り

ます。労

返って

働者ひと

労働安

り一人が

全衛生

労働安全

とは」

衛生委員

という
テーマ
で、3

会の活動

第 3 期ＲＯＵＡＮ塾終了。頑張りました！

つの班に分かれ、KJ 法を用いてディスカッショ

に積極的
に参画する

ことが重要です。たとえ労安の委員でなくても、

ンを行い、発表をおこないました。

自分の職場に労安委員会が職場巡視に来たとき

3 つの班から、それぞれの視点での報告があ

は、職場実態（作業管理・作業環境管理）につ

りました。全体として、大きな柱「労働基準法」

いて報告ができます。労働組合の役割は、事前

「労働安全衛生法」という法があり、ブラック

に今回は当該職場に巡視に行くことを伝え、ど

な日本企業の在り方に、まともな労働組合の存

のような問題があるか労働者に聞き取りを行い。

在が必要であり、命と健康を守るためには自己

その情報を基に職場巡視時に経営側と一緒に調

責任ではなく、労働組合が中心になって法を守

査、確認を行い、問題解決にあたることが重要

らせるたたかいが必要。労働者が主体的に労働

です。

安全衛生活動に取り組むことによって、職場は

今回学んだ知識を生かし、いい職場を作れる

良くなる。特に国際労働基準と ILO の話しは、

んじゃないかと思います。非常に長丁場の塾で

日本が遅れている現実を知り、自分たちが変え

したが、とてもいい塾が出来たと嬉しく、誇ら

て行かないといけないと思った。と、報告がさ

しく思います。お疲れさまでした。

れました。
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福岡労働局への
申し入れと懇談会

１２４号

今回の一連の動きの中で大きな前進はありま
したが、その前に労働局段階でもやれることは
あったのではないか。対応が遅すぎる。労働局
としての責任を果たすべきではなかったか。と

～泉南アスベスト訴訟最高裁判決を受

指摘しました。

けての国賠訴訟手続きに関して～

また、次の２点を要請しました。①パンフレ
ットを個別送付する場合は、よく行き渡るよう

2017 年 6 月 21 日アスベスト被害者救済ふく

にして欲しい。石綿作業から転職している場合

おかの会（以下、ふくおかの会）は、福岡労働

もあるので関連する事業所や施設にもパンフレ

局にアスベスト問題で要請懇談会を実施しまし

ットを配布して欲しい。②救済対象となる要件

た。

の判断が難しい。弁護士としても「〇」
「☓」の

労働局からは７名が出席、ふくおかの会から

判断に困ることがある。ホームページにアクセ

は弁護士５名、県労連１名、福建労１名、建交

スし、救済要件に該当するか判断がつきやすい

労大牟田支部２名、エタニットパイプ国賠原告

ように事例集などを作成して欲しいと。

２名、北九州からは野澤さんと田村先生と小山
さん、青木が参加しました。

産業衛生学会シンポ

今回は、労健連ニュース 123 号で報告しまし
たように、泉南アスベスト訴訟最高裁判決を受

「就労と治療の両立

けて国賠訴訟の対象者が速やかに手続き出来る
ように案内を求めた要望では、塩崎厚生労働大

支援～産業医と主治

臣の国会での答弁を受け、懇談の冒頭に「本庁
の方で個別送付について実施する方向で検討し

医の連携」

ています」と発言がありました。また、全国セ
ンターからの情報によれば、泉南弁護団と厚労
省で新しいパンフについての協議を行っている

９０回目を迎えた日本産業衛生学会が 2017

ということです。

年 5 月 11 日～13 日、東京ビックサイト TFT で

懇談会にはエタニットパイプ国賠訴訟原告の

開催された。知見を求めて久しぶりに参加した。

方も参加されていました。佐賀・鳥栖市のエタ

今年は「働き方改革」審議会で、時間外規制

ニットパイプで働いていた労働者は 800 名近く

の上限が決まったことや 2015 年末に始まった

いるようですが、労災認定を受けているのは 20

ストレスチェックの結果が出始めたことを受け、

数名と少ないようです。救済されず埋もれてい

「過重労働」「過労自殺」「ストレスチェック」

る被災者が多くいるようです。

「メンタルヘルス対応」に関連したシンポジウ

泉南最高裁判決（2014 年 10 月 9 日）の翌年

ムが目立ち、関心も高く多くの立ち見者がいま

（2015 年）からふくおかの会は、福岡労働局に

した。

対して対象者が国賠訴訟の手続きがスムーズに

本シンポの企画主旨は、少子高齢化による労

行えるように個別案内をして欲しいと要望を出

働力不足と疾病予後の向上を背景に、治療と就

してきました。しかし、上（厚労省）に聞かな

労の両立支援の機運が高まっている。2016 年 2

いと勝手には出来ない。要望があったことは伝

月、厚労省は「事業場における治療と職業生活

えておきますと、何も進展しませんでした。

の両立支援のためのガイドライン」を公表。両
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立とは「病気を抱えながらも、働く意欲・能力

は、病休日数の中央値は 203 日。病休開始から

のある労働者が、仕事を理由として治療機会を

一年後のフルタイム復帰率は 62.3％。復職後５

逃すことなく、また、治療の必要性を理由とし

年継続率は 51.1％。
病気休暇制度は短時間勤務制度が重要であり、

て職業生活の継続を妨げられることなく、適切
な治療を受けながら、生き生きと就労を続けら

復職後２年間が、がん治療と就労の両立上、最

れること」。両立支援には事業場内外の関係者の

も重要な時期であるとのことでした。
職場側の課題として、治療者（主治医）が労

連携が重要と企画され、６名のシンポジストが

働者の両立支援を連携して対応する際の課題で

報告を行った。
働きながら通院しているがん患者は 32.5 万

は、治療者（主治医）は職場のことを想定せず

人に上り、今後、治療と職業生活を両立してい

一方的に就業上の配慮を述べてくる。大企業で

くうえでの支援が必要となる場面は増えていく

はすでに硬直化したルールが存在するので事例

と。しかし、現状は疾病を抱える労働者の中に

にあわせた提案が職場に受け入れられないこと

は仕事上の理由で適切な治療を受けることが出

がある。中小企業では、嘱託産業医の執務頻度

来ない場合や、職場の理解・支援体制不足によ

が少ないため主治医とコミュニケーションが取

り離職に至ってしまうケースもあり、多くの企

りづらい現状が報告された。一方、治療者（主

業が、疾病を抱える労働者の雇用管理等の対応

治医）側の課題は、そもそも契約関係のない事

に苦慮している現状があると。

業者に対して就業に関わる意見を述べることの

東京医師会では地域の住民の生活を支える医

是非が出された。患者に対して利益が最大化す

療（視点）とともに、就労を支える医療（視点）

る意見を述べることは可能であるが本来事業者

を提唱し、地域の診療所の医師で日本医師会認

に対応すべき配慮の問題に治療者（主治医）が

定産業医の資格を持つ人が多いと。

言及することで患者に不利益（特に継続雇用に
ついて）が発生することに疑問が生じるため連

たとえ嘱託産業医として事業所の管理や、地

携が取りにくい現状があると。

域産業保健センターの事業に関わっていなくて
も、かかりつけ医としての普段の医療において

また、
「中小企業における両立支援」について、

産業保健の視点を持って活動していくことが求

産業保健職が関与できている事業所においては、

められている。診療所で待つ医療ではなく、地

良好実践事例も多く、モデルとして確立しつつ

域に出て行く医療を目指していると。

あるが、産業保健職が関与する機会が得にくい

大学の研究機関等の報告では、両立支援の推

中小企業においては、両立支援に関しては多く

進は、労働者を中心に、事業場内外の関係者が

の課題が残ると。中小企業における両立支援で

連携することが重要であり、事業場内外の関係

は、事業所、労働者、主治医との連携が重要。

者それぞれが役割に応じて協働することが求め

労働者の就業措置に関する主治医の意見が事業

られていると。

所に適切に届けられることが重要である。
この間、労健連では「病気を持った労働者の

日本で初めて「メンタルヘルス不調と就労」
「がんと就労」
「脳卒中と就労」に関する大規模

休む権利・働く権利」について学習し議論も積

な調査研究の疫学的知見と就労上の配慮につい

み上げてきた。労働者はたとえ病気になっても

ての研究結果紹介では、メンタルの場合、復職

療養を継続しながら働く権利が保障される社会

後１年での再病休率は 28.3％、５年では 47.1％

や職場を作っていくことが改めて重要であると

と再病休率が高い。仕事の量的負荷が高い組織

感じた。
【九州社医研

に復職した場合は再病休しやすい。がんの場合
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労災認定の基点日に対する不服審査請求
ンターネットで調べてみても要領を得ません。

新日鐵住金アスベスト問題を考える会
代表

野澤

労災申請の時にお世話になった福建労なら経験

政治

があるのではないか相談をしました。平安さん
労災認定不服審査請求を行うにあたって、社

は不服申請が可能だということで審査請求のひ

会医学研究所医師・労働衛生コンサルタントの

な型を送ってくれました。審査請求はだれの名

田村先生、福建労北九州支部の平安さんから、

前と権利で行えるのか。代理人になるためには

多大なご援助をいただき、申請することができ

どうすればいいのか。審査請求の理由書をどう

たことをこの場を借りて御礼申し上げます。

書けばいいのか。理由書を裏付ける意見書をど
うすればいいのか。一つ一つ解決していかなく
てはなりませんでした。

A 氏に対して 2016 年 11 月 17 日、八幡西労働
基準監督署から石綿暴露による労災認定の内示
があり、産業医大での確定検診のきっかけとな

田村先生が忙しい日程を割いていただき本人

った 2016 年 4 月 4 日を基点として療養費・休業

との面談が行われ、事前に入手した市立八幡病

補償を行うとのことでした。

院での医療カルテと労災認定に係る労働基準監
督署の判断資料をもとに、意見書を書いていた

A 氏は 1961 年 11 月 16 日に新日本製鉄㈱八幡

だきました。

製鉄所（現新日鉄住金八幡製鉄所）に入社し 2001
年 6 月 30 日までの 39 年 7 ヶ月間、製鉄製造作

田村先生の意見は明快でした。

業ラインに製鉄工場内において製造作業にかか

「2014 年 4 月に胸痛を訴えた時点から、早期

わる作業をし、工場内の石綿の粉塵を暴露した

中皮腫が発症していたと結論付けることが妥当

ことによる中皮腫を発症した。2014 年 4 月に八

である。そのことは北九州市立八幡病院の主治

幡東区の内科を受診し「左胸に胸水がある」と

医たちが一貫して疑っていたとおりである。胸

して市立八幡病院に紹介され、主治医は A 氏に

痛などの自覚症状が軽減する中、退職後にも労

石綿暴露歴があることから胸水の増減を気にか

災給付を受けられることを知らなかった A 氏が

け、胸水を採って検査する必要性を説明されて

入院検査を行うと治療費の他生活費が困難にな

いました。しかし、検査費用を心配してこれを

ると考え、主治医の説明をなかなか受け止める

拒んできました。市立八幡病院では、2014 年 4

ことができないで確定診断が遅れた事例である

月から 2016 年 4 月までの間に CT 検査 8 回・レ

が、早期中皮腫の項で述べたように、今回の確

ントゲン検査 6 回もの検査を続け、胸水の増減

定診断が行われる以前に胸腔鏡等を受検したと

と A 氏の症状から産業医大での精密検査を指導。

しても、結節状の中皮腫が判明せず『経過観察』

2016 年 5 月に産業医大を受診、上皮型悪性中皮

となった可能性も高い。疾病の発症日は 2014 年

腫との診断がなされ、上皮切除の手術が行われ、

４月７日であり、2014 年 4 月 7 日～2016 年 4 月

現在、抗がん剤による加療中となっています。

3 日までの労災不支給とした原処分は取り消さ

2 年間の検査は何のためだったのか、労災な

れるべきである。」労働局の判断はまだ示されて

のに、確定診断以前の検査は本人負担になるの

いません。たたかいに支援あり。感謝申し上げ

か、納得がいかないも、どうしたらいいのかわ

ます。

かりませんでした。不服審査請求とは何か、イ
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