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を収集した．進出企業は，現地にあるグッドプラクティ

地方会・研究会記録

スを伸ばす立場にたって安全衛生マネジメントを導入す
ることで，人材を育成し，安全衛生・環境保護に貢献す
＊

第 23 回労働衛生国際協力研究会

ることが出来る．

第 24 回労働衛生国際協力研究会＊＊

＜テーマ＞アジアに普及するグッドプラクティスアプロ
ーチと進出企業

＜テーマ＞外国からの移住，出稼ぎ労働者の労働と健康
＜研究会シンポジウム＞
1．海外事業体の安全衛生レベル向上にむけた考え方
岩田全充（トヨタ自動車安全健康推進部）

＜講演＞
1．日本・韓国・マレーシア・フィリピンで起きている
こと

トヨタ自動車は 1937 年に創設され，1984 年米国 GM

久永直見（愛知教育大）

社との合弁会社で初の北米生産を始めて以来，急速に海
外展開が進行．2005 年には海外 26 ヶ国に 51 の生産拠点

出稼ぎ・移住労働者の労働安全衛生に関して，（1）受

を数えるに至った．海外展開において，2001 年に示さ

入国での労働状況として，マレーシアの建設業，鶏肉加

れた「安全トヨタウェイ」に基づき，
「ムリ，ムラ，ム

工冷凍庫，（2）送出国での労働者養成状況として，フィ

ダ」のない作業を通じて危険・きつい・やりにくい作業

リピンにおける介護士養成校の状況，（3）健康障害事例

を減らすことを基本に，「安全 3 原則」①会社を信用し

として，韓国における鉛中毒，トリクロロエチレン重症

て働ける安全な設備づくり，②継続的な改善を促進する

皮膚粘膜肝障害（フィリピン人）
，n-ヘキサン中毒（タ

仕組みづくり，③徹底的な人材育成，が実践されている．

イ人），マレーシアにおけるダム湖底の木材潜水伐採に

グローバル展開の中で安全衛生においても基本は現地の

よる減圧症（タイ人）
，（4）送出国と受入国との政府間

自立化であり，①現地の実情にあった安全衛生教育・人

協定として，フィリピンから韓国にゆく製造業・建設

材の育成，②最低限すべきことの整備・確認，が基本的

業・農業労働者の場合，韓国語試験とフィリピン労働安

視点である．人材育成のため 2004 年には海外拠点の安

全衛生センターにおける安全衛生教育が義務付けられ，

全衛生担当者が日本に集まり，日本の安全衛生活動の教

2004–06 年に 3 万人が本制度の適用を受けたこと，を紹

育・指導と意見交換を実施した．また，現在北米と中国

介した．出稼ぎ・移住労働者の安全衛生は，多数の国が

に当部から担当者を派遣し，日本と現地の情報交換を担

関わる課題であり，日本の課題としては，国際協力，労

当している．なお，安全衛生活動の標準化のためグロー

働者の実状把握，安全衛生対策の充実，日本語習得支援

バルに OSHMS 導入を計画中である．

等が重要と考えられる．

2．経済成長期のベトナムにおける地元企業の環境安全

2．東海地区における移住労働者の健康と安全の課題

保健マネジメントのグッドプラクティスアプローチ

○杉浦

仲尾豊樹（東京労働安全衛生センター）

裕，繁野芳子，山田泰子

（名古屋労災職業病研究会）

経済発展が著しいベトナム南部カント市において，現

2001 年 5 月 1 日から 2006 年 10 月 31 日の間に 165 名の

地の労働衛生環境センターをカウンターパートとして，

相談を受けた．中国 33 名，ブラジル 22 名，フィリピン

参加型安全衛生活動 10 年の経験を基礎におき，環境保護

20 名，ペルー 16 名，トルコ 15 名などだった．労災など

に焦点をあてたプログラム＝ WIPE（Work Improvement

の相談は 111 名で，職種は製造業 43 名，建設業 10 名，

for Protection of Environment）を開発した．2005 年に

その他 18 名，不明 40 名．雇用形態は，正社員 1 名，派

現地を 3 回訪問した．第 1 回訪問では，5 工場を訪問し

遣 26 名，その他（研修・実習，請負）17 名，不明 67 名

すでにあるグッドプラクティスを収集し，労使にインタ

だった．就業から労災発生までは，3 ヶ月以内 14 名，3

ビューを行った．第 2 回訪問では，パイロットトレーニ

ヶ月以上 16 名，不明 81 名で，就業早期の事故が目立っ

ングコースを実施し 9 工場，25 名がアクションプラン

た．疾病の内訳は，死亡 8 名，骨折 36 名，指などの切

を作成した．第 3 回訪問では，トレーニングキットを用

断 14 名，火傷 8 名，目の外傷 7 名など重症が多かった．

いた，工場での WIPE 活動を見学し，408 件の改善事例

問題点として，日本人も含めた低賃金労働者の安全が軽

＊

＊＊

平成 18 年 5 月 10 日（水）14 ： 00 〜 17 ： 00

平成 19 年 1 月 13 日（土）13 ： 30 〜 17 ： 00

場所：仙台国際センター

場所：名古屋市立大学医学部研究棟

世話人：小木和孝

世話人：井谷

徹
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視されている事，言葉・慣習・社会制度の違いなどが無

の利用，健康保険への加入，2）現場改善課題：作業手

視されている事，明らかな労災でも労災申請されている

順の整備・安全教育の必須化，対策良好事例・良好雇用

のはまれで，本人も日本の労災制度を理解していない事

企業の紹介，3）ネットワーク化と情報共有：情報公開，

などをあげた．対策としては，就業時の安全教育の母国

支援組織・行政とのネットワーク強化，相手国との協調，

語での義務化，
「不法就労」でも労災申請できることの

ハローワークなど行政とのネットワークが重要と指摘さ

雇用主への徹底，国別の互助的な組織の必要性などをあ

れた．

げた．

第 55 回労働衛生史研究会＊
3．外国人雇用企業における労働者の就労状況と健康状
＜講演Ⅰ＞

態について
○丹羽さゆり

日本の職業病を顧みて

―けい肺からアスベストまで―
野村

（名古屋市大・院・医学研究科労働・

茂（熊本大学）

徳川期の東北地方の金属鉱山のけい肺から，最近のア

生活・環境保健学分野）
2002 年に愛知県内の外国人雇用企業 5 社の人事労務

スベスト関連疾患の多発まで，約 150 年の日本の職業病

担当者（5 名）
，労働者（外国人 105 名，日本人 24 名）

を回顧して私見を述べた．明治期には九州，北海道の炭

を対象とした質問紙・ヒアリング調査を実施し，企業の

鉱での炭肺の知見が積まれ，産業近代化の進んだ大正期

外国人雇用と外国人労働者の健康状態の実態を報告し

になって，金属，化学，土建などの諸産業での産業中毒

た．職場内では安全健康・人間関係・意志疎通（コミュ

や職業病の発生が注目された．そして，戦後，1947 年

ニケーション）
，職場外では家族や地域も関わる諸問題

の労基法公布の頃から，労研職業病研究室で，我々は戦

が指摘された．企業は外国人雇用で人手不足解消や人件

後の職業病の実態とその対策の調査研究を進めたので，

費削減，労働者の教育訓練に利点がある一方で，生活全

その成果のうち，とくにじん肺，職業性皮膚障害，職業

般の指導が必要，雇用改善対策を実施するも効果評価は

がんの対策実施について述べ，現在のアスベスト関連疾

不十分だった．また，1）同じ作業班内で外国人は日本

患の発生状況とその対策に言及した．

人に親しみや信頼を寄せるが日本人は無関心，2）外国
人は仕事の仕方，企業内の慣習への認識が異なる，3）

＜講演Ⅱ＞

健康・疲労・ストレスの状態は日本人と外国人はパター

鉛中毒の歴史に関する研究の回顧と展望

ンが異なる，4）企業の外国人雇用関連対策は労働者の

堀口俊一（大阪市立大学）

認知度は低いなどが指摘された．国際化の視点から外国

「大阪における鉛中毒史」と「平井毓太郎と乳幼児の

人労働者雇用システム・研修制度や企業文化の見直しが

所謂脳膜炎」の二つに絞って，これまでに発表した論著

必要といえる．

に基づいて述べる．1，大阪における鉛中毒史：戦後，
大阪で初めて鉛中毒の調査が行われたのは 1948 年，当

＜総合討議＞

時の大阪府立労働科学研究所によってなされた Y 蓄電

4．外国からの移住・出稼ぎ労働者の労働と健康支援の

池工場の調査である．その後，大阪市立医大によっても

ための緊急的な課題，長期的な課題
○吉川

徹，井谷

徹，大久保利晃，岸田孝弥，

小木和孝，城内

博，久永直見，毛利一平

（日本産業衛生学会労働衛生国際協力研究会世話人）

多数の鉛工場の実態調査が行われるようになった．2，
平井毓太郎と乳幼児の所謂脳膜炎：平井毓太郎教授は所
謂脳膜炎患児の生体中鉛量の測定を行い，鉛中毒である
ことの有力な根拠とした．演者はこの時の定量法と測定

第 24 回研究会参加者 40 名による討議の結果，緊急的

結果を考察して，これらの信頼性を再確認した．1950

課題として 1）企業内良好事例の交流，2）職場内交流

年 1 月 14 日，神戸にある廣厳寺（楠寺）に平井毓太郎

の場を増やす，3）産業保健スタッフが自事業場の現状

の記念碑が建立され，「平井之梅」と刻まれた．その後，

を知る，4）事業主への教育，5）不明確な実習生・研修

区画整理で放置され，さらに大震災によって行方不明と

生制度の廃止・見直し，6）国別外国人組織・支援 NPO

なった．演者は神戸大学の西尾，林らと行方を追及し，

の強化，7）労働衛生国際協力研究会の活性化，8）学会

2004 年 12 月，この碑の存在を確認した．ここに改めて

活動でケースレポートなど取り上げる，9）移住労働者

後世に伝えることを提唱する．

の健康安全に関する情報の共有化などが指摘された．長
期的課題として 1）受け入れシステム・法整備：移住労

＊

平成 18 年 5 月 10 日（水）10 ： 00 〜 11 ： 50

働者受け入れシステムの整備，研修生制度の廃止，最低

場所：仙台国際センター G 会場

労働条件の改善，労働に関する法整備，補償・保障制度

世話人：角田文男（岩手医科大学）
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＜話題提供＞

査し，村民の食生活と寿命の関連性を明らかにしたユニ

医学史の旅

ークな業績を残された，などを紹介した．
加美山茂利（秋田大学）

恩師

故近藤正二先生（東北大学名誉教授）による

第 50 回の研究会は，第 79 回日本産業衛生学会（仙台

「健康長寿の科学的解明」の研究において，学童の発育，

市）の期間中に，従来の自由集会の時間を学会のプログ

体力，運動能力を数十年にわたり継続調査した結果，昭

ラムに繰り入れた新機軸を採用したため，出題をめぐっ

和 8，9 年の東北地方の凶作や戦後の学校給食による学

て会員に多少の混乱が生じ，従来の研究会より演題が少

童の発育への影響を実証した．一方，昭和 6 年から 40

なかった．世話人として会員各位にお詫びいたします．

年代にかけて日本の長寿村と短命村を千地区以上訪問調

