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抄録：某グループ企業における安全衛生活動の新方針案

により，グループ経営を推進する方針を掲げている．そ

に関する Health Impact Assessment ：藤野善久ほ

の一環として，安全衛生管理部門においても，グループ

か．産業医科大学公衆衛生学教室―本研究では，S 化学

経営に沿った新たな取り組みが求められるようになっ

企業における安全衛生に関する新方針の提案に対して

た．

HIA を実施した．S 企業は，約 13,000 名の従業員を擁す

従来，S 企業では産業保健サービスの対象者を S 社の

グローバル企業である．産業医，疫学者，公衆衛生専門

社籍を持つ社員（以下，本社員）に限定することを原則

家らで構成する学際的な HIA 実施グループによって

としている．その主な理由は，雇用関係が明確になって

HIA は実施された．S 企業の事業担当者も HIA の全プ

いる労働者でないと産業保健サービスを提供しづらい

ロセスに参加した．新方針によって起こりえる健康影響

点，また健康管理業務に用いているデータベースは，給

を把握するために，文献検索，健診データの分析，利害

与人事システムのデータベースと共有されており，本社

関係者らのインタビューを実施した．新方針による健康

員以外では個人 ID が把握できない点がある．今回，グ

上の便益，不利益を広範囲に把握し，新方針実施のため

ループ経営に沿った安全衛生管理方針の見直しにより，

の推奨意見を作成した．産業保健や安全衛生に関する方

産業保健サービスの提供範囲をグループ会社まで広げる

針の企画に際して，HIA は有効な手法となりうる．

ことが提案されている．

（産衛誌 2009; 51: 60–70）

S 社では，この産業保健サービスの提供範囲を拡大す
るという施策の円滑な導入を目的に，この新提案に対し

キーワード： Health Impact Assessment, Health policy,

て，健康影響評価（Health Impact Assessment ： HIA）

Occupational health services, Qualitative research,

を事前に実施することを決定した．ここで HIA とは，

Risk assessment

政策，施策，事業などが新たに提案された際に，それら
の提案が地域住民や関係者に与えうる健康影響を予測・

緒

言

評価して，それら政策の策定にかかわる人・組織（いわ
ゆる意思決定者）や利害関係者に健康影響に関する情報

S 企業は，単独で約 5,000 人，連結で約 13,000 人の従

を与えることで，関係者に健康影響に関する熟慮を促し，

業員を擁し，海外展開も手がける総合化学企業である．

提案された政策の実施過程における修正，改善を求める

近年のグローバル化の流れとレスポンシブルケアの発展

一連のプロセスのことである

1–3）

．

本研究は，企業において新たに提案された企業施策に
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対して実施された HIA の初事例であり，本事例を通し
て，企業施策における HIA の活用の可能性を示すこと
を目的に実施した．
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Ⅰ．提案の分析とスクリーニング

法

最初に，S 社における新方針の企画・実施担当者であ

HIA の実施方法に統一されたものはないが，基本的

る S-1 氏が HIA 実施チームに対して，当該施策について

なプロセスとしてスクリーニング，スコーピング，アプ

の説明を行った．概要を表 1 に示す．サービス提供範囲

レーザル，レポーティング，モニタリングと呼ばれるス

の決定には，親会社・子会社・関連会社の分類のほか，

テップがある

2，4，5）

．これは，Environmental Impact

S 社健康保険組合・その他の健康保険組合の分類や地理

Assessment（EIA，環 境 影 響 評 価 ）や Strategic

的関係，現存する産業保健サービスのリソースなど多く

Environmental Assessment（SEA，戦略的環境アセス

の要素を考慮する必要があった．また，サービス提供範

メント）などほかのリスクアセスメント同様に，一般的

囲は関係会社社員，被保険者，産業保健スタッフ，グル

なリスクアセスメントの手法と共通している．スクリー

ープ会社の安全衛生担当者，外部資源（地域医師会や健

ニングでは，提案された政策が HIA の対象とすべきか

診機関など）など，さまざまな集団に大きな健康上の影

どうかを判断するために健康影響を抽出する．通常，こ

響を与えることが予想されるため，この点を勘案した企

の段階では簡便な文献検索や専門家および利害関係者の

画立案が求められた．

インタビューなどを実施する．スコーピングでは HIA

次に，産業保健，公衆衛生，疫学の専門家ら 8 名で構

の実施方法などについて計画する．アプレーザルは

成される HIA 実施チームにおいて，今回の方針に関し

HIA の中でも最も重要なステップであり，政策によっ

て，予想される健康影響，影響を受ける集団についてス

て生じる可能性があると抽出された健康影響に関してエ

クリーニングを実施した．HIA 実施チームには S-1 氏も

ビデンスの評価を行う．この際には，定量的な評価だけ

含まれた．スクリーニング作業を行うにあたり，HIA

でなく質的な評価を用いることがあるのも HIA の特徴

実施チームで開発したスクリーニングツールを使用し

の一つである．レポーティングでは，健康影響の評価に

た．

基づいて，健康上の不利益を軽減し，また健康上の便益
を促進するために，政策の修正や追加的措置などの助言

Ⅱ．スコーピング

を作成する．モニタリングのステップには，2 つの意味

スコーピングは，HIA の実施する上で，重点項目を

がある．一つは，政策形成の過程において HIA が実際

決定し，どのように実施するかなど具体的な手順や計画

にどのように関与したか，またはしなかったかを評価す

を決定するプロセスである．この段階では，当事者の関

ることである．もう一つは，政策実施後に実際にどのよ

与が必須であり，今回は S 社の担当責任者である S-1 氏

うな健康影響が生じたかについて短期，長期的に評価す

との連携で実施された．

ることである．
本調査では，一般的な手順にしたがって，スクリーニ

スクリーニングから得られた結果をもとに，HIA 調
査の実施計画，重点項目について目標を定めた．また，

ングからレポーティングまでの，いわゆる詳細な HIA

割り当てられた予算，およびスケジュールを考慮しなが

（comprehensive HIA）を実施した．HIA の実施プロセ

ら，調査計画を作成した．特に調査日程においては，S

スと本調査との関係を図 1 に示す．

社における意思決定に掛かるスケジュールを考慮して計
画された．その結果，スクリーニングから報告までを約
2 ヶ月で実施することとなった．
アプレーザルの方法として，関係者のインタビューの
実施，予想される健康影響についての narrative な文献
調査，および S 社から提供可能な範囲での健康関連情報
の収集を行うこととした．インタビューの対象として，
今回の施策によって新たに産業保健サービスが提供され
ることになる「50 ％以上のグループ企業」の影響が最
も大きいと予想されたため，
「50 ％以上のグループ企業」
の安全衛生管理部門，総務人事部門，および産業保健部
門の担当者をインタビュー対象者として設定した（表 2）
．
Ⅲ．アプレーザルと報告
スコーピングで設定したグループ企業を中心にインタ
ビューを実施した．またインタビューによって得られた

図 1 HIA プロセスと本調査の関係

知見をもとに，文献的考察を加え，さらに，HIA 実施
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表 1 連結子会社 50 ％以上資本の事業所における産業保健サービス拡大の概要
S 社事業所内

S 社事業所外

現状

新方針

現状

新方針

○

○

○

○

●
●
○

○
○
○

×
×
×

△
△
△

△

○

×

△

保護具の管理・確認
作業環境測定→事後措置

×
○

○
○

×
×

△
△

産業医選任
産業医活動
面談等（過重労働）→事後措置
安衛法努力義務/行政指導
適正配置
保健指導
メンタルヘルス対策
ストレス・スクリーニング調査
カウンセリング
管理職教育
健康づくり活動
健康教育
データ管理（健康）
救急対応
診療行為
特定保健指導
その他健保事業
がん検診

●
●
×

○
○
○

△
×
×

△
○
○

●
●
×
×
×
●
●
×
×
不明

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○＊
△

○＊
○

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

○
○
△
△
△
○
△
△
○
△
×
○

△

○

△

△

監査対象
安衛法義務
健康診断（一般）→事後措置
健康診断（特殊）→事後措置
作業環境管理
機器管理の確認
（労働衛生設備の管理）

○
本社によるサービス提供
○＊ S 社健康保険組合加入者のみ
△
本社基準を適用し，監査対象となる．サービスの実施は，関連会社によ
る取り組み，もしくは本社との委託契約による．
●
実施状況にばらつきがある
×
実施なし

表 2 インタビュー対象事業所
会社名

会社概要

S社

インタビュー対象者
統括産業医

1名

S-a 社

S 社の a 地域にある工場

専属産業医 1 名，
保健師 1 名

S-b 社

S 社の b 地域にある工場

総務部長 1 名，
環境安全部 1 名，
専属産業医 1 名，
看護師 1 名

S-c 社

S 社の c 地域にある工場

総務部 2 名，
専属産業医 1 名

B社

S 社の資本 50 ％以上の S-a 社の
敷地内にある構内関連会社

総務・人事担当者

C社

S 社の資本 50 ％以上の S-b 社の
敷地内にある構内関連会社

総務部 2 名，
専属産業医 1 名

D社

S 社 100 ％資本の構外関連会社

健康管理担当者 2 名
環境安全部 3 名

3名
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チームによる検討を実施した．アプレーザルまでの内容

・「確かに今の関係にあたってというのは，どちらか

を踏まえて，推奨意見を提案した．これらの内容を報告

というと，S 社の制度でというよりは，個人的なお

書として，S 社担当 S-1 氏に提出を行う．アプレーザル

互いの信頼関係という，担当者レベルで培われたも

および報告の詳細については，以下，結果で記述する．

のということですね．」

結

果

Ⅰ．スクリーニングの結果

③

不平等感・摩擦
同じ社内において，健康管理体制が異なることについ

ての潜在的な不満があることが指摘された．特に，従来，

S-1 氏の説明を受け，HIA 実施チームによるスクリー

S 社の健康管理を受けていた労働者が，対象から外れた

ニングを実施した．影響を受ける集団として，資本提携

場合に，問題が表面化する事例が多い．さらに，健康診

50 ％以上の連結子会社における，一般労働者，安全衛

断は産業保健サービスの中でも分りやすいことから，健

生担当者，本社産業保健スタッフが想定された．それぞ

康診断の有無が労働者の心理に与える影響が大きいこと

れにおける健康影響についてのスクリーニング結果を表

も挙げられた．

3 に示す．

・「現状のシステムでは，S 社の社籍の有無で健康管

理対象を区別している．出向先などで転籍になると，
Ⅱ．インタビューの結果要約
対象に設定した 6 事業所の関係者インタビューの全文
をスクリプトに起こした後，会話の内容別に分析し，見
出し付けを行い，すべてのインタビューを集約した．表

健康管理の対象からも外れる．もしくは関連企業で
の直接採用の労働者にはサービスを提供していな
い．」
・「55 歳になりましたら（出向先で転籍になるので），

4 に見出しを提示する．以下にインタビューのスクリプ

いきなりもう診ないという話になりますので，その

トの抜粋を紹介する．

当時は摩擦がありました．直採（関連会社での直接

（1）現状の問題点の認識

なると，いろんな面で協力頂けないことがありまし

採用）の方を診ずに，社員だけを診るということに
①

安全衛生方針との整合性の欠如
これまで本社方針としてグループ一体で労働安全衛生

た．」
・「健診の結果票が見た目に違うことから，差別され

活動を実施してきたが，健康管理の部分のみ切り離され

ているのではないかとの不満を受けたこともあっ

ていることから，方針との整合性の欠如について指摘が

た．」

あった．またそのことによって，労働安全衛生活動の取
り組みに不満を持つ関連会社もあった．

・「もともとそういうものだという諦めみたいのがあっ

たというのが事実であろうというように思います

・「工場内ではもともと安全衛生において一体化し，

ね．そういう，要するに S 社の出向社員の方とプロ

OHSAS（労働安全衛生マネジメント）として実施

パー社員（直接採用）というのは，労働条件もそう

しているのに，なぜ健康管理だけが切り離されてい

いう福利厚生も違うんだというような諦めみたいな

るのかとの不満がある．」

のはあったと思います．」
・「そういった（S 社の）健康づくりのイベントに参

でっていうのが，ずっと言われてますから，そのへ

加するというのは，なかなかうらやましいところが

②

・「コミュニケーションの一環として，職場でみんな

んの整合性ですね…」

ある．でも，ここ○○（地名）工場の人間にとって，

制度・コンプライアンスの課題

とても違和感がある．ですから，招待は受けるんで

慣習的な枠組みや人間関係を基盤にしてサービスが提
供されている状況が指摘された．責任の範囲が明確でな

すけどね，行ってもおもしろくないし．」
・「こちらから行く者にとっては，何か義務感で，ど

い，もしくは契約上の義務があるような場合においても，

うしても来てくれとか言われて，行って，観覧席で

かかわりがもてない状況などがある．

弁当食って帰ってくると．こんなくらいで．あんま

・「産業医という形の選任がされているから，責任が

あるからやる話と，人事的なつながりがどうなのか

りそれ自身に意味を持たないですね．」
・「今もたまにそこら辺の事情が分らない人が，直採

ということで，できるサービス，できないサービス

の方とか，風邪引いたってことで診療所に「診てく

が結果的に出てくるという感じ．」

ださい」って来るんですけども，「申し訳ないけど

・「コンプライアンス上の問題があって，例えば産業

も，診てあげられないんですよ」って帰すこともあ

医契約をしているにもかかわらず，事業所として一

るんですね．で，「なんで」とか．特にそれは転籍

部しか産業医が管理していなかったりとか，実際に

した人とかは，勤めてる会社が変わるだけでそんな

かかわっていない事業所もある…」

に冷たくなるのかって感じですね．寂しい思いをさ

社会経済，文化，環境

サービスの受けやすさ，質

労働環境

社会的，地域的影響
（家族・地域）

個人の生活習慣，能力

健康規定要因

影響を受ける集団

P

P
N

健診機関の変更

企業イメージの向上

P

サービスレベルの公平性の向上

N

会社支出の増加

産業保健サービスの質・量の向上

P

コミュニケーションが良好になる

N

N

安全衛生に関する業務量の増加

N

P

4S の向上

サービスの効率性の低下

P

事業所ごとの自主性の低下

N

安全性の向上

P

家族の健康意識・知識の向上

職務要求の厳格化

P

平等感，一体感の向上

P

P

帰属意識の向上

作業環境の改善

P

安心感の向上

P

P

各項目の有所見率の低下

N

P

喫煙率の低下

社員間での一体感

P

残業が減る

グループ所属意識の向上

P
N

P

労働能力の向上

会社に対する要求が高まる

P

生活習慣病リスクの低減

安全行動をとる

P
P

健診受診率の向上

Positive
（P）
or
Negative
（N）

健康意識の向上

予測される影響

関係会社社員

表 3 産業保健サービスの拡大に伴う健康影響スクリーニング

研修を受けやすくなる

相談を受ける頻度が増す

仕事のし易さが改善

専任担当者の出現

プレッシャーの増加

周囲からの信頼・期待・評価が増す

残業時間の増加

地域での労働衛生の役割の一端を担う

モチベーションの変化

モチベーションの変化

ストレスの増加

職務能力の向上

P

N

P

P

N

P

N

P

N

P

N

P

P

N

健康意識の向上

N

残業時間の増加

Positive
（P）
or
Negative
（N）

アルコール量の増加

予測される影響

グループ会社安全衛生担当者
各 1，2 名×事業者数

労働衛生活動のコストパフォーマンス
の向上

個別対応する時間が減る

新規のサービス対象者が増えること
で，感謝される

保健師間での業務負担の不公平

会議・打ち合わせ数の増加

残業時間の増加

派遣産業保健スタッフの増加

地域でのネットワークが広がる

地域での活動時間の減少

アルコール量の増加

コミュニケーション能力の向上

知り合いが増える

問題対処能力の向上

ストレスの増加

睡眠時間の減少

生活習慣が不規則となる

予測される影響

P

N

P

N

N

N

N

P

N

N

P

P

P

N

N

N

Positive
（P）
or
Negative
（N）

本体産業保健スタッフ
産業医 7 名，保健師 24 名，衛生管理者 8 名
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表 4 インタビュー結果（見出し）

な病歴を持って，どういう既往症とかそういうのが

（1）現状の問題点の認識
① 安全衛生方針との整合性の欠如
② 制度・コンプライアンスの課題
③ 不平等感・摩擦
④ 健康管理対象外の労働者の健康リスク
⑤ 管理職から見た労働者の健康管理の困難さ
⑥ 日常業務における対応の困難さ

あるのかというのは，全く知らないんです．だから，
個人が言わない限りですね．時々，「通院します」
とかいうのはあるんですけど，なかなか聞けそうで
聞けないとこがあるもんですから．」
（健康診断後の措置について）これが出向社員で
・「
なかったら大変ですよね．どういうことをやればい

（2）安全衛生・健康管理に対する潜在的な要望

いのかというのがよく分らないんで．それで自己治
療というか，自分でかってに判断しちゃってという

（3）予想される影響
① 労働者のモラル，インセンティブの強化
② 健康管理体制の強化
特にサービスが不十分だった社員の健康管理
③ 健康意識の向上
④ 安全衛生活動での整合性

ようなことも起こりうる．」
・「（プロパー社員の相談を受けた場合の産業医の対
応について）
「今は実際のところは，プロパー社員

で心配な方のケースの相談を受けたことあるんです
けれど，実はわたしがその方に積極的にかかわって，

（4）今回の提案についての要望
① インフラ整備（健診システムの整備）
② 契約関係の整備
③ 均一なサービスの提供

「じゃあクリニックに紹介しましょうか」というこ
とまでは，ちょっとできないところがありますので．
担当者への助言という範囲でしか．それが一応は，

（5）不安要素
① マンパワー
② 費用

多分，ルール上そういうことですね．」
⑥

日常業務における対応の困難さ
現行制度の下では，産業保健スタッフにとっても，日

常業務において制度への対応が困難で，方針が徹底でき

れるみたいなんで．」
④

健康管理対象外の労働者の健康リスク
現在の健康管理から対象外となっている労働者は特に

健康リスクが高いとの指摘がある．
・「いったんこちら（S 社産業医）にデータが上がっ

てきますので，それを保管していたころなんかは，
拝見していました．チラッと紙ベースでですね，こ

ない状況が聞かれた．
・「…みんな相談に来ますし，相談をしやすいという

ことですね．その中で，その手前で断れないんです．
健康管理室に来ていただいたら．「違うので診れま
せん」とかというのは，なかなか言いづらいんです．
言えないです．」
・「紹介状が入ってないけど，先生書いてくれない

うチラチラチラッとこう．いったん全部，うちにそ

の？，と言われるのは産業保健スタッフとしてはつ

の健診機関から紙ベースの分の結果というのが返っ

らい．」

てくるんですよ．で，まあ参考までに．もう目を覆
わんばかりの状況でした．」
・「そういった方々のほうが有所見率が高くて，非常

に危険なんです．」
・「今までかかわっていないところは，プロパー社員

の方ということになるんですけど．わたしが 03 年

関連企業においても，多くの場合，S 社と同じ方針の
安全衛生・健康管理体制をとりたいとの潜在的な要望は
以前からあった．
・「関係会社自体も，編成がまた変わってきまして，

にこの会社に来たときに，衝撃的な，（中略）今ま

そうなってくる中で，例えば，じゃあ，うちらはこ

で，この近代的な日本に住んでたとは思えないよう

ういう，全社的に見れば大きな関係会社になったん

な，健康に対する感覚だとかというのを社員が持っ

だから，きちんと診てもらえませんか，というよう

てるわけです．」

な，そういうあらためての希望というのはあるんで

・「正直なとこ言ったら，（関連会社の）直採の方っ

ていう方の有病率っていうかですね，健康度はかな

す．」
・「基準というのは，本当に，S 社と同じようにした

り，S 社本体に比べれば健康度って低いですね．だ

いという思いが強い，関係会社ほとんどで．同じよ

から血圧のコントロールが全くできてない高血圧

うにそれをやるのはどうしたらいいかというご相談

だったり，全然病院に行ってない糖尿病だったりっ
ていうことがある．」
⑤

（2）安全衛生・健康管理に対する潜在的な要望

管理職から見た労働者の健康管理の困難
・「だからわたしはプロパー社員の方がどういうふう

というのは，よく受けます．」
・「弊社から出向している社員なので，結局は，何で

も S 社と一緒にやってほしいっていう感じですね．」
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ね．」

（3）予想される影響
①

・「だから本当はもっと干渉しないといけないと思う

労働者のモラル，モチベーションの強化
統一された健康管理体制が提供されることで，労働者

し，逆にその人たちは，まあ，嫌なこと言や，嫌が

のモラル，インセンティブが強化されることが指摘され

るけどね，だけどまあ，ああ，みんなと一緒のこと

た．また，会社へのコミットメントや職場の連帯にもポ

をしてくれるっていうことにおいては，好意的だと

ジティブな影響が期待された．

思いますね．」

・「何かサービスが一緒になることによって，両者の

関係が何か融和するとか，何かそういう間接的な，

③

健康意識の向上
これまでの活動を通して，健康管理体制が導入される

何かポジティブな影響があるかもしれないです．」

ことで労働者の健康管理意識が向上することを経験して

・「少しでも，そういう環境が変わることに対して敏

きており，今回の提案によって，関連企業の労働者にお

感に，割といい方向にいくケースがあるんですよね，
われわれが期待していた以上に．したがって，間接

いても健康意識の向上が期待される．
・「（S 社の過去の）こういう取り組みの中で，例えば

効果というのは，ちょっと計り知れないんです．い

食事のほうは，そうやってみんな変わってきました．

わゆる今の条件よりも，まあ，何でもいいんですけ

で，そういう健康講話とか通して，じゃあ運動しよ

ど，少し上がったときに，これは直接的にお金じゃ

うかということで，中にウオーキングコースとかで

なくてもですね，インセンティブになるというふう

すね，そういうような，何か次の取り組みをやって

に，わたしは思いますけど．」
・「個人の会社に対するロイヤルティーみたいなとい

みたいなとか…」
・「（統一的な健康管理制度が）入ってくると，社員

うか，そういうのも，少し上がってくることは期待

さんにとっては健康意識の向上がしてくるというの

できると思います．」

は，かなり大きな要素ですね，それは…実績的には

・「まず一体感っていう意味での帰属意識が高まるし，

期待できます．」

ありがた迷惑かもしれませんけれども，そこまでし
つこく保健指導してくれるっていうことで，健康レ
ベル自体は上がると思いますね．」
・「帰属意識の向上が起こると思いますね．われわれ

Ⅲ．文献調査および S 社提供データによるエビデンスの
収集と評価
スクリーニングおよびインタビューの結果を踏まえ，

逆の立場だったら，それはありがたいことですよね．

アプレーザル段階の作業として，1）従来の健康管理対

出向者と直採者，プロパー社員と混在してるところ

象外の労働者の健康リスク，2）モチベーションの強

あるんですが，多分それ（現在の S 社のサービス）

化・帰属意識の向上，3）不平等感・摩擦，4）コンプラ

はうらやましがってると思います．例えば健康診断，

イアンスについて評価を行うことを HIA チームにおい

S 社の社員だけというのはあるから．平等に扱って

て合意した．エビデンスの評価については，narrative

もらえるということはでてくる．」

なレビューを実施した．

②

健康管理体制の強化，サービスが不十分だった社員
の健康管理
産業医と連携することで，これまでできなかったプロ

（1）健康管理対象外の労働者の健康リスク
S 社の本体および関係会社の一部について，健診有所

パー社員の健康診断後の事後措置や就業措置について，

見率を比較したものを表 5 に示す．血圧を除き，関係会

可能になる．このような健康管理体制の強化は労働者の

社の健診有所見率が実際に高いことを示している．
また，

健康管理にポジティブな影響を与えることが予想され

産業保健スタッフを対象にしたインタビューからも，関

る．

係会社の有所見率の高さや治療の取り組み状況の低さに

・「（健康診断後の措置について）それが産業医の先

ついて言及されていた．

生の目を通ると，そういう指導があったり，それか
ら，それがなかなか言うことを聞かなければってい

表 5 健康診断有所見率の事業所別比較（男性）

う言い方はおかしいですけど，そのときにはわたし
全社（％） S 社本体（％） 関係会社（％）

のほうにも，ちゃんと先生連絡いたしますんで，そ
のときにはちゃんとした指導ができると．」
・「（プロパー社員の相談を受けた場合の産業医の対

血圧

7.9

8.1

4.6

応について）…それがきちんとできるようになれば，

コレステロール
糖質

11.8
5.2

11.4
5.0

17.3
7.8

こういう大所帯ですので，結構タフな業務環境であ

肥満

11.1

10.9

12.6

りますので，そういう意味では，いいフォローです

性，年齢の情報はなし
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また，一般的に，事業所人数が小さな事業者は人数の

また，帰属意識は公衆衛生学的な見地からは，連帯感

多い事業所に比べて，健診実施率，有所見者率，労働災

や社会的信頼，もしくは社会的支援という概念で言い表

害の発生率など，労働安全衛生に関する状態が悪いこと

される．職域における社会的支援が労働者の個人および

6）
は，各種の労働統計においても示されている ．

職域単位の健康に重要な影響を与えることは職業性スト

さらに，事業所規模が大きいほど安全衛生管理への取

レスモデルによる検討において明らかとされている

9–13）

．

り組みが良好であり，また労働者の労働安全衛生への関

また，他者との連帯感や社会的信頼度は，個人および集

心も高いことが示されている．平成 17 年労働安全衛生

団にとっても良い健康影響を与えることが社会疫学分野

基本調査結果

7）

によると，衛生管理者，安全管理者の

の研究において示唆されている

14）

．

専任について 100 人以上の事業所では約 9 割前後である
が，50 〜 99 人未満の事業所では 7 割台であった．また，

（3）不平等感・摩擦

労働災害防止対策に対する意識において，「高い関心が

健康関連のサービスが社内の雇用の際の立場によって

ある」とする労働者は，1,000 人以上の事業所では 91 ％

異なることによる不平等感，人間関係の摩擦は健康に関

であり，事業所規模が小さくなるにつれ割合が減少する．

連した不利益として強調されていた．これは公衆衛生学

49 人以下の事業所では 46 ％であった．安全衛生教育の

的には，
「社会的含包／排除（social inclusion/exclusion）

実施率においても，事業所人数が 1,000 人以上の事業所

という概念に置き換えられる．また，構外子会社におい

では 97 ％であったのに対して，50 人未満の事業所では

て指摘された，S 社指導の健康増進活動への参加しにく

6 割以下であった．さらに安全衛生活動の実施状況につ

さ，疎外感，いわゆる「よそ者」といった感覚は，同様

いても，例えば安全パトロールなどは，1,000 人以上の

に，社会的孤立（social isolation）や，もしくは社会参

事業所では 91 ％に対して，50 人未満の事業所では 6 割

加（social participation）という概念と同一である．し

未満であった．

たがって，ここでは，社会的含包や社会参加という概念
について，narrative な文献レビューを実施した．

（2）モチベーションの強化・帰属意識の向上
今回の安全衛生方針の変更は，特にグループ企業の社

社会的含包や社会参加は，特に精神面での健康の重要
な要素とされている

14–21）

．社会参加とは，家庭外の活

員においてインセンティブの強化や帰属意識の向上をも

動にどの程度かかわって，従事しているかの程度であり，

たらすであろうことは，人事担当者，産業保健スタッフ，

文化活動，余暇，ボランティア，クラブ活動，趣味を通

および当研究班の一致した見解であった．特に，
「健康

じた団体などにおける活動，選挙や自治会，町内会など

診断」は，利用者（労働者）から見て最も分りやすいサ

の地域での意思決定への参加なども含んでいる．社会的

ービスであり，広く認識されていることからも影響は大

含包は，さまざまな機会を利用できるかどうかの程度で

きいと考えられる．「モチベーション」や「帰属意識」

ある．これはしばしば，疎外されうる集団として，貧困，

といったキーワードと労働者の健康に関する直接的な調

障害，病者，失業，高齢などが挙げられることがある．

査報告などはいわゆる学術雑誌などにおいて見ることは

強固な社会的連携，社会的支援，社会的含包などは，

できなかった．しかしながら，モチベーションや帰属意

健康に関する重要な要素であり，特に，メンタルヘルス

識が労働衛生のみならず，生産性にも関連していること

不全の予防や，より積極的なメンタルヘルスの安定，向

は，一般的な見解として，HIA 実施チーム，今回のイ

上にとって重要である 19）．特に，社会参加，社会的支

ンタビュー対象者，S 社担当者において，おおむね妥当

援の促進は，一般的なメンタルヘルスの問題や，自覚的

であろうとの意見の合意を得た．

な健康観の低下を防ぐ．また，社会的孤立は，メンタル

モチベーションや帰属意識は労働者の安全と健康に重

ヘルス不全や自殺のリスクを増加させる 22）．同様に，

要な要素である．近年，労働形態の多様化，特に非正規

社会参加は精神面での不健康からの回復において促進的

社員，派遣社員の増加が，職場における帰属意識の低下，

に働く．逆に，友人との交流の少なさや社会的支援の少

連帯感の低下を招いていることは専門家らが昨今指摘し

なさは，精神面での不健康からの回復を阻害する 22）．

ていることである．職域における安全衛生の取り組みの

さらに，社会的支援や社会参加といった要素は，物
16–18）

．ま

基本は自主的取り組みと相互連帯であり，帰属意識は労

質的な困窮を介さずに，その効果を発揮する

働安全衛生上の取り組みについて根幹をなすものであ

た，差別に対抗するような政策や不平等を是正するよ

る ．例 え ば ，労 働 安 全 衛 生 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム

うな方針は，それ自体が社会的含包を強固にするよう働

（OSHMS, Occupational Safety and Health Management

く 21，23，24）．

System）を導入した企業において，OSHMS 導入の効

したがって，今回の調査案件に換言すると，雇用・採

果として従業員のモチベーションと会社への帰属意識の

用の違いによって異なるサービス体制が引き起こす不平

8）
強化を挙げている ．

等感や疎外感は，実際に本社の健康診断サービスが受け
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られないという物理的な要因とは別に，不平等感そのも
のが健康に影響を与えると言える．また，今回提案され
ている新しい健康管理の方針は，社会的含包という観点
からも，関連する社員の健康面での向上を期待できるも
のである．
（4）コンプライアンス
企業は資本関係を通じて，ほかの企業の事業場の意思
決定に影響力を発揮する．特に 50 ％以上の資本を持つ
連結対象のグループ企業への影響は大きい．このような
企業（親会社）は，グループ企業（子会社）にとってス
テークホルダーの一つであるが，大きな影響力の引き換
えに子会社グループ企業を取り巻くほかのステークホル
ダーに対する責任の一部を負うことになる．その責任に
は，ほかの株主に対する収益上の責任，従業員に対する
雇用確保や安全配慮の責任，社会に対するコンプライア
ンスやその他の社会的責任などがある．そのため，企業
はグループ企業の法令違反，事故やその他の不祥事によ
り，財務上の損失のみならずさまざまな経営上のリスク
を負っている．
安全衛生分野においては，グループ企業が労働安全衛
生法などの関連法令のコンプライアンスを適切に果たす
とともに，従業員に対する安全配慮義務，健康配慮義務
の履行を支援し，監視する必要がある．そのために必要
な能力や資源がグループ企業内外に存在すれば，企業は
グループ企業に対して一定の基準を示して，その実行を
監査するだけで，十分に目的を果たすことができる．し
かし，労働衛生・健康管理の分野については，規模の小

表 6 新方針実施に対する助言
S 社の安全衛生方針に基づいた具体的な要求項目や基準を明
らかにすることが必要である．また，サービス提供に関する
契約を結ぶ際には，サービス提供側とサービスを受ける側に
おいて責任と業務裁量の明確化が必要である．
今回の方針によって期待される効果を最大限に得るために
は，一定の基準のサービスを提供することが望ましく，ある
程度の定型的なサービス・契約を用意する必要がある．その
ため個別事業所ごととの契約を避け，サービス提供範囲を定
めた契約をグループ会社と S 社との間で締結することが必要
であろう．
これまでに各グループ会社が独自に嘱託産業医と構築してき
た関係に急激な変化を来さないように配慮する．また，嘱託
産業医が S 社方針に沿った安全衛生活動に十分に対応できな
い場合は，嘱託産業医を補助する人員の配置が必要である．
グループ会社の担当者，嘱託産業医，産業保健スタッフなど
関係者を対象に，教育，情報提供，方針の説明や，知識の共
有，などのコミュニケーションの機会を設ける．また，安全
衛生活動に関する意思決定に参加する機会を提供する．
安全衛生における命令-報告系統の整理・明確化が必要であ
る．本来業務の指揮-命令-報告系統，安全衛生活動に関する
指揮-命令-報告系統，監査などについて整理する．また必要
であれば，担当者に適宜説明を行う．
保健師業務の増加，遠隔地へのサービス，非定型業務の増加
など産業保健スタッフの業務増加が予想される．産業保健ス
タッフの人員補強が必要である．
円滑な運用を実施するための健康データと健康措置において
最低限必要となる人事所属データの管理，閲覧システムの構
築が望ましい．
健康影響に関連しなかったため，本報告書においては取り上
げていないが，多くの関係者において費用負担についての関
心が高かった．費用に掛かる取り決めを，S 社とグループ会
社とで全体的な契約パターンを設ける．その際に，評価につ
いても指標を検討し，また定期的に費用と評価について見直
していく．

さい企業では社内に専門スタッフを確保することは困難
であるとともに，質の高い社外資源を確保することが容
易ではない状況がある．したがって，グループ企業の責
任で行う従業員に対する労働衛生・健康管理サービスの
全部または一部を直接提供することは，この目的のため
に有効な施策と考えられる．

考

察
本調査は，HIA を企業施策に適応し，企業施策の意

思決定過程において，健康に関する情報を提供すること
で，施策の円滑な実施を支援することを目的に実施した．

Ⅳ．レポーティング・推奨意見の作成
以上のアプレーザルまでの結果を踏まえ，報告書を作
成した．今回の HIA において，新方針による期待され

著者らの知る範囲で，これまでに HIA を企業施策に実
施した例はなく，企業施策における HIA の応用の可能
性を示した．

る効果として，健康リスクの高いグループにおける健康

HIA とは，現在までに統一した定義はなく，現状は

状態の改善，労働者自身の健康意識の向上，帰属意識の

各地域や組織がそれぞれ異なる定義を用いている．例え

向上・モチベーションの強化，不平等感の解消，事後措

ば，WHO Gothenburg paper

置の取り組みの強化，コンプライアンスの向上が挙げら

された政策，施策，事業によって起こりうる集団の健康

れた．今回の方針案による健康影響は，全般的にポジティ

影響と，集団内での影響の格差を判断するためのプロセ

ブな健康影響が大きいと予想され，HIA 実施チームは

ス，方法，ツールの組み合わせであるとしている（原文

2）

によると HIA とは提案

最終的に，方針の実施を推奨する意見で合意した．HIA

a combination of procedures, methods, and tools by

報告書には，新方針の実施にあたって，健康上の便益を

which a policy, a program or a project may be judged

最大限にし，また不利益を最小限にするための推奨意見

as to its potential effects on health of a population

を作成し，S 社に提出した（表 6）．

and the distribution of effects within the population ）．

藤野ほか：企業施策における HIA
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近年，欧州，アジア，オーストラリア，カナダなど，さ

質的な健康上の不利益と併せて，不平等感，差別感によ

まざまな地域において HIA が各地域の実情に適応しな

る影響に焦点が当てられた．

がら発展していることから，よりシンプルで包括的な

本研究は，企業施策に対する HIA の応用の可能性を

HIA の定義として，Kemm らが提唱している定義がよ

探る実験的な試みでもあった．企業活動は，経営戦略，

1）
り頻繁に引用されるようになりつつある ．Kemm ら

組織形態，企業合併，事業所の移転，工場建設，海外事

は，HIA の本質的な構成要素として，以下 2 点を挙げて

業への進出，雇用形態，人事・労務制度，福利厚生など，

いる．1）意思決定者，意思決定過程に情報を提供する

その多くがさまざまな社会的健康規定要因に影響を与

ことで，意思決定を支援すること，および 2）そのため

え，労働者をはじめ，その家族，関係会社，周辺住民な

に，提案された政策についての未来の健康影響を予測す

どの健康に強く影響を及ぼしている

ること．これに加えて，最近になり，利害関係者の合意

これまでの企業における経営・生産活動では，主に環境

形成過程への参加という要素も加えられている．

配慮や CSR，もしくは従業員の保健衛生や福利厚生と

26）

．しかしながら，

本調査で実施した HIA は，実際の意思決定過程に深

して扱われることはあっても，企業活動全般に関して健

く関与していたこと，および施策実施以前の計画段階で

康影響を予測し，適正化するためのメカニズムは存在し

HIA を開始することができたことからも，これらの要

てこなかった．それらの企業施策において健康影響を予

件を満たしており，HIA を実施する上での貴重な機会

測し，適正化する仕組みとして，HIA は一つの方法と

であった．また，利害関係者らの参加という点において

して活用できることを本研究は示唆している．

も，今回の調査では，関連企業の産業保健スタッフのみ
ならず，人事，安全衛生担当者，総務など幅広いインタ

謝辞：本調査は，厚生労働科学研究費補助金（政策科学

ビューを実施したことで，利害関係者の関与を得た．こ

推進研究事業）「Health Impact Assessment に関する包

れは，インタビューの実施中においても，S 社本社から

括的研究」（課題番号： H18-政策-若手-005）の研究の一

の依頼を受けて，HIA 実施チームが意見聴取に来たと

環として実施したものである．

いう経緯を関連企業の担当者らに説明すると，自分たち
の意見表明する機会が与えられたことについて，歓迎す
る声が実際に聞かれた．今回の HIA において，関係者
らのインタビューから詳細な情報を得ることができた．
これは，HIA 実施チームが外部コンサルタントという
形で関与したことで，通常は社内において発言しにくい
内容まで得ることができたのではないかと推測する．さ
らに，経営事項に関連した健康影響や不安について，意
思表示もしくは発言する機会を与えられたということも
大 き い と 考 え ら れ る ．こ の こ と に つ い て は ，多くの
HIA の先行事例において実施されたワークショップの
意義として同様のメリットが指摘されている．
また，HIA の定義の中で，近年特に明示的に含まれ
るようになっているのが，
「格差の是正」や「健康影響
の格差」がある．これは，政策によって生じる健康影響
は集団特性によって異なり，特に社会的不利な集団ほど，
不利な影響を受けやすいという経験からきている．
WHO の Commission on the Social Determinants of
Health（健康の社会的決定要因に関する委員会）の最終
報告

Closing the gap in a generation

においても，

Health Equity Impact Assessment（健康格差影響評価）
という用語が使われている

25）

．今回の新方針に関して

は，従来の産業保健サービスの提供範囲が，S 社籍保有
者に限定されていたことから，健康影響の格差が指摘さ
れた．このことは，スクリーニングおよびインタビュー
を通じて，ほとんどの関係者が強調した点であった．単
に，産業保健サービスが欠乏することによる実質的・物
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Abstract: A health impact assessment (HIA) was conducted to identify potential health impacts arising from
policy reform of occupational health and safety at Schemical company, a multinational global company that
employs about 13,000 workers. A multidisciplinary team
of health professionals including occupational physicians,
an epidemiologist, and public health researchers oversaw
the HIA. A project manager from S-company was also
involved in the whole HIA process. A literature review,

profiling using annual health examination data and interviews with stakeholders and key informants were undertaken in order to identify possible impacts. A range of
positive and negative health impacts were identified and
develop recommendations for implementation of the new
occupational health policy were proposed. The HIA added
value to the planning process for the occupational health
policy reform.
(San Ei Shi 2009; 51: 60–70)

