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は看護研究）を継続的に開催し，筆者も運営に携わって

地方会・研究会記録

きた．運営プロセスや受講した産業看護職の反応から，
特に，リーダーシップを発揮するためには，研究的に現
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実を見つめ，それを分析し，行動（産業看護活動）を起
こすこと．その行動に責任を持つこと．専門職として信
頼が得られるように努力することの必要性が示された．

特別講演「高岡地域産業保健センターの活動状況」
○杉森成実，白川尚哉，宮島久仁，長谷田祐一
（高岡地域産業保健センター）
座長：中平浩人（新潟青陵大学）

＜教育講演 2＞
日本農業の特殊性と農作業事故─農災において労災予防
のスキルは有効か─

高岡地域産業保健センターは，従業員数 50 人未満の

○大浦栄次

小規模事業場の産業保健の充実を目標として以下四つ

（富山県農村医学研究所）

の活動を主に行っている：1）健康相談窓口の開設（健

座長：日下幸則（福井大学医学部環境保健学領域）

康相談の結果についての助言・メンタルヘルスに係る

日本の農業は，個人労働・家族労働が中心であり，農

相談・長時間労働者の面接指導）2）個別職場巡視によ

作業事故の発生件数そのものが，不明であり，その原因

る産業保健指導

も不明確である．富山県農村医学研究会が昭和 45 年以

3）産業保健情報の提供（事例検討会

や産業医研修会の開催・事業実施報告書の作成など）4）

来行っている農作業事故臨床例調査によりハインリッ

運営協議会の開催である．当センターの長所として「登

ヒの法則を検証すると，重大事故：軽微な事故 : ヒヤリ

録産業医数が比較的多い」「産業医と労働者間の信頼感

ハット＝ 1：2：8〜12 であり，ヒャットした瞬間，事故，

が得やすい」「関係機関との連携が密である」こと等が

即重大事故となっている．これは，他産業と異なり，同

挙げられるが，課題として「登録事業場数が少ない」
「当

一作業を「同一条件」で「繰り返し行う」ことのない農

センターの活動と産業保健の重要性が幅広く理解を得て

業の特殊性のためである．また，人・物・環境，そして

いない」こと等が挙げられる．当センターの活動は産業

マネジメントの因子の関係でも，農業では「人」は 60

医・事業主・労働者の三者が良好な関係を維持してこそ

歳以上が 8 割以上，「環境」では 60％以上が傾斜を含む

機能を発揮すると考えられるので，今後ともより一層啓

農地，「物」も安全を最優先させた農機も零細経営では

蒙・啓発活動を行うと共に地道な活動を続けていきた

簡単に更新する事ができず，また個人経営・家族経営が

い．

中心であり，因子間をマネジメントする仕組が基本的に
ない．しかし，このような条件にあっても，労災予防の

＜教育講演 1＞

視点を様々な分野で導入する事は農災予防の一助となる

産業看護職のキャリア形成─リーダーシップを身につけ

と考えられる．

るためのヒント
○中林美奈子
（富山大学大学院医学薬学研究部地域看護学講座）
座長：亀田真紀（金沢大学保健管理センター）
産業看護職のキャリア形成をいかに支援するかという
問題が重要な課題となっている．多くの産業看護職は一
人職場や非看護専門職組織に所属しており，この点が他

＜一般演題＞
1．若年男性労働者における肥満発生に関わる生活習慣
の抽出
○草野法子 1，松島利雄 1，柳下慶男 1，中林美奈子 2
（1 公益財団法人友愛健康医学センター，
2

富山大学地域看護学）

の分野の看護師や保健師との大きな相違である．キャリ

【目的】20 歳代の男性労働者を 4 年間追跡し，BMI の変

ア形成支援にあたっては，この点を考慮することが重要

化の実態と，非肥満者の肥満発生に関わる生活習慣を

であり，①産業看護職マインドやパッションの醸成，②

検討した．【方法】当センターで 2009 年と 2013 年の定

専門的能力の向上，③リーダーシップ力の発揮が強化す

期健康診断を受診した 20 歳代男性労働者 1,704 人を対

べき課題であるといえた．富山県では平成 13 年度から

象とした．調査項目は，2009 年は属性，BMI，生活習

富山県産業看護研究会と富山産業保健総合支援センター

慣 10 項目，2013 年は BMI を用いた．4 年間の肥満所見

が協働で「産業看護セミナー」と名付けた学習会（内容

の変化の実態を調べた．また，非肥満者の所見の変化
と，2009 年の属性，生活習慣の関連を χ 2 検定で比較し

＊

日

時：2014 年 10 月 19 日（日） 9：30 〜 16：00

会

場：富山県民共生センター

サンフォルテ

学会長：馬瀬大助（富山県医師会長）

ホール

た．【結果】4 年間の肥満所見（BMI25 以上）の変化は，
非肥満維持（所見なし→なし）72.6％，肥満発生（所見
なし→あり）7.5％，肥満改善（所見あり→なし）2.9％，
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肥満継続（所見あり→あり）17.0％であった．肥満発生
群は非肥満維持群に比べ，朝食抜き，早食いが多かった．

4．集団検診で実施可能な簡便で精度の高い尿蛋白排泄
量測定法の検討

【結論】若年男性労働者の肥満発生に関わる生活習慣と

○山崎美智子，登坂由香，石崎昌夫，

して，「朝食抜き」「早食い」が抽出された．

本多隆文，山田裕一
（金沢医科大学衛生学）

2．職域における糖尿病の治療状況について
○田畑正司，竹口彰夫
（一般財団法人

石川県予防医学協会）

慢性腎疾患（CKD）は慢性腎不全の前駆病変である
ばかりでなく，我が国の最大死因であり突然死の原因
となる心血管疾患（CVD）発症の高リスクファクター

職域での糖尿病治療状況を調べる目的で，A 健診機関

であり，特に蛋白尿（アルブミン尿）が CVD 発症に強

で平成 20 〜 24 年度の 5 年間の定期健康診断をすべて受

く関連している．日本腎臓学会の CKD 診療ガイド 2012

診し，腹囲測定，空腹時血糖もしくは HbA1c を測定し

では，糸球体濾過量（GFR）と原疾患及び尿蛋白（アル

ている 33,136 名（男 20,614 名，女 12,522 名）を対象と

ブミン）排泄量を組み合わせた CKD 重症度分類となっ

した．空腹時血糖 126 mg/dl 以上もしくは HbA1c（JDS）

ている．尿蛋白評価の重要性は高くなっているが，集団

6.1％以上もしくは糖尿病治療中を糖尿病有病者とした．

検診の場で行われる尿蛋白検査は，その精度管理と評価

糖尿病有病者は 2,000 名，2,338 名，2,508 名，2,726 名，

が進んでいない．25 〜 63 歳の男性労働者 665 名，女性

2,870 名と年々増加し，治療中の割合も 47.6％，46.8％，

労働者 28 名を対象に，尿蛋白，尿アルブミン，尿蛋白

50.0 ％，51.0 ％，55.5 ％ と 増 加 し て い た． 空 腹 時 血 糖

/Cr 比，尿アルブミン /Cr 比について，定量値判定結果

140 mg/dl 以上もしくは HbA1c7.0％以上のコントロー

を基準として，試験紙法による目視判定結果および 3 社

ル不良者の割合は治療中で 40％，未治療者で 35％であ

のクレアチニン濃度補正付き試験紙で測定した機械判定

り，空腹時血糖 200 mg/dl 以上もしくは HbA1c10.0％

結果を評価した．その結果，目視判定の感度は低く，集

以上の極端に不良な者の割合は治療中で 5％，未治療者

団検診でも，尿アルブミンのクレアチニン濃度補正値で

で 7％みられ，重症化予防にはこれらの対策が必要と考

評価していく必要があると考えられた．

える．
5．従業員の心理的ストレス反応と職場の一体感の関連
3．職域におけるメタボリックシンドローム発症の生活習

○小野島尚子

慣因子の影響─縦断研究（5 年間）
─

【はじめに】メンタルヘルス活動として職業性ストレス

飛田芳江 2,4，佐藤一博 2，田村太朗 2

調査を実施し改善対策を行ってきた．その改善対策の中

（1 福井県立大学看護福祉学部，
2

（関西電力（株）北陸支社）

○平井一芳 1，日下幸則 2，梅村朋弘 3，

福井大学医学部国際社会医学講座 環境保健学領域，
3

愛知医科大学医学部衛生学講座，
4

福井県労働衛生センター）

に職場の一体感の概念に相当する対策があげられてき
た．心理的ストレス反応と「職場に一体感をもつ意識」
との関連を検討した．【研究方法】対象男性従業員 542
名．1．データ収集方法：Web 上にアンケートサイトを

【目的】Metabolic Syndrome（以下，MS）の構成因子

作成し入力を行った．調査項目は，「新職業性ストレス

と生活習慣因子が，MS 発症に及ぼす影響について縦断

簡易調査票」を用いた．2．データ分析方法：心理的ス

的に検討した．【対象】2009 年と 2014 年に特定健診を

トレス反応および職場の一体感を平均値で高低 2 群に分

受診した大学医学部附属病院の 40 歳以上の教職員のう

け，関連を χ 2 検定にて検討した．【結果】高ストレス反

ち，2009 年 の MS 非 該 当 者， 男 性 108 名（ 年 齢：48.2

応者では低ストレス反応者に比べて職場の一体感の低い

± 5.0），女性 238 名（年齢：47.1 ± 4.5）．【方法・解析】

者の割合が有意に高かった．（p＜0.001）【まとめ】職場

MS 発症については，2014 年（5 年後）に予備軍または

の従業員同士が共に働く姿勢や，互いに理解しあう関

該当軍となった者を MS 発症群，非該当軍であった者を

係，情報を共有するという一体感が心理的ストレス反応

非発症群とし，MS 発症を従属変数，2009 年の性，年齢

に関連するという結果は，職場の一体感をつくるための

を調整因子，身体活動，早食い，遅い夕食，夜食，朝食，

働きかけが第一次予防につながるのではないかと示唆さ

睡眠，喫煙，飲酒を独立変数としたロジスティック回帰

れた．

分析（変数増加法）を行った（p＜0.05）．【結果・考察】
採択された独立変数のオッズ比は喫煙 5.99，性 5.28（女
性 / 男性），腹囲 1.46 であったことから，MS 予防とし
て禁煙対策の重要性が示唆された．
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6．産業看護職の有用性を示した一事例

中鉛濃度も改善後速やかに低下した．【考察】改善を確
1

○松永康弘 ，服部
2

真

2

実に行ったことが，作業者の速やかな血中鉛濃度の低下

（1 清風台クリニック，

に結びついた．そのためには，労働衛生教育も功を奏し

公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院）

たと考えられる．【結論】低濃度の範囲内での血中鉛濃

一事業場（中規模の製造業，嘱託産業医）における産

度上昇を放置せず，作業者の鉛曝露につながる問題点を

業看護職の有用性を昨年の本会および本年の全国産業医

調査し，すみやかに改善アクションをとることの有効性

産業看護全国協議会で報告し，その時の指摘点などを加

と重要性が示された．なお，こうした機会をとらえて作

味し，拡大された産業看護職の活動について報告した．

業者に改めて教育を行い，健診結果等のデータを示すこ

その後，産業看護職により安全衛生委員会で報告された

とは，個々の作業者が確実に改善行動に取り組むための

昨年度の実績と今年度の活動目標・計画によれば，健診

大きな動機付けとなる可能性が示唆された．

後の医療機関受診率の改善のため，看護職による頻回の
案内や面接が行われ，新たな長期休職者が 1 年間発生し

8．じん肺合併症「続発性気管支炎」の検討

なかった．健診の有所見者の減少や喫煙率の低下を目的
に，勤務体制などとの関連を分析しているが，まだ有意
差のある要因は見つかっていない．社員との近い距離

○平野治和（光陽生協クリニック）
【目的】続発性気管支炎の労災基準は客観性がないとの
指摘がある．当院の続発性気管支炎 37 例を検討した．

感，衛生管理者や人事では困難な専門的な問題への対処

【対象・方法・結果】喀痰検査は毎月行い 2013 年 4 月か

と連携・産業医との連携など一層の活動の有用性が認め

ら 2014 年 7 月までを検討．年齢は 78.9 ± 6.5 歳で粉塵

られた．産業看護職の常勤が困難な小規模事業所でも恩

職場従事年数は 27.2 ± 10.3 年．呼吸困難度は I 度が 1 例，

恵にあずかれるように，産業看護職のアウトソーシング

II 度 が 9 例，III 度 が 15 例，IV 度 が 12 例． 在 宅 酸 素

化等も期待したい．

療法が 9 例（24％）．肺機能検査は％ VC が 77 ± 18％，
FEV1.0％が 63 ± 22％，動脈血ガス分析は，PO2 が 76

7．某電機メーカーにおける作業者の鉛曝露低減への取
り組み

± 12，PCO2 が 40 ± 4.9，AaDO2 が 24 ± 11．胸部 XP
では 1 型が 19 例，2 型が 11 例，3 型が 1 例，4 型（A）

○金山ひとみ，日下幸則，佐藤一博，田村太朗

が 6 例．喀痰検査では，全検体（503 検体）中労災基準

（福井大学医学部国際社会医学講座環境保健学）

適合検体数が 242 検体（48％）．全検体数における病原

【背景】某電機メーカーで，新規半田付け設備に携わる
作業者に経年的な血中鉛濃度上昇が見られた．

性細菌検出割合は 233 検体（46％）．検出菌種（多い順）
は，肺炎球菌，インフルエンザ菌，緑膿菌，黄色ブ菌，

【方法】新規・既存設備双方の作業実態と作業環境の調

肺炎桿菌等．【まとめ】当院管理の続発性気管支炎は重

査を実施した．作業者全員に衛生教育を行い，保護具の

症例も多い．労災基準を運用するにあたり，4 検体以上

使用方法と作業環境を改善した．【結果】作業前後の手

の喀痰検査（性状，量）と細菌検査を必要条件とするの

指付着鉛の量，作業時の気中鉛濃度ともに改善した．血

が妥当である．

