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1

過重労働と健康・安全・生活・生産性
－エビデンスと対策への示唆－

労働安全衛生総合研究所

研究企画調整部

岩崎健二

2009年11月14日 神奈川産業保健交流会
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配布資料

1. 講演スライド（本ファイル）の配布資料

2. 過重労働による健康障害防止のための総合対
策（本文、平成２０年３月改正版）

3. 岩崎健二．長時間労働が健康におよぼす影響．
ビジネス・レーバー・トレンド2007年7月号p6-9.
（http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P6-9.pdf）

4. 岩崎健二．長時間労働と健康問題－研究の到
達点と今後の課題．日本労働研究雑誌2008年6
月号p39-48．

（http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2008/06/index.htm）．
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過重労働問題の重要性

重要な状況証拠の内のいくつか

・週労働60時間以上の労働者538万人（2008
年）

・脳・心臓疾患の労災認定377人（2008年度）

・精神疾患等の労災認定269人（2008年度）

・過労運転による自動車事故の発生

・競争の激しい時代（格差の拡大）
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長時間労働を核とする過重労働対策
を進める理由

長時間労働は過重労働の主要な要因の１つである

（その他の要因：心理的負荷、仕事の密度、深夜労働など）

【長時間労働を核とする理由】

１．客観的かつ簡便な指標

２．長時間労働は、重要な回復要因（睡眠・休養）を阻
害する

３．ある程度以上の長時間労働は、負担を急激に増
加させる可能性がある

４．日本では長時間労働者が多い
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本日の講演内容

1. 労働時間の現状

2. 過労死・精神障害等の労災認定及び総合
対策

3. 過労死、精神障害等、過労運転の事例

4. 長時間労働と健康・安全・生活・生産性
（文献的エビデンス）

5. 安衛研の調査結果（別スライドファイル）

6. 過重労働対策のポイント等
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1.労働時間の現状
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7

労働時間の単位と換算

EUにおける週労
働時間上限（48
時間）

医師面接指導義務（安衛法）

労災認定基準（1ヶ月）

医師面接指導努力（総合対策）

労災認定基準（2‐6ヶ月）

労基法の限度時間（１ヶ月）

0 月時間
外労働

45 80 100

40 週労働
時間

50 60 65
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日本の労働時間（2008年労働力調査）
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週労働50、60時間の生活の例
（週休2日、通勤片道1時間）

週労働50時間（1日労働
10時間・拘束11時間）

7時 起床

8時 家を出る

9時 出社

20時 退社

21時 家に着く

夕食、団欒、フロ

24時 就寝

（共働き、子育てにはキツイ）

週労働60時間（1日労働
12時間・拘束13時間）

7時 起床

8時 家を出る

9時 出社

22時 退社

23時 家に着く

夕食、フロ

24時半 就寝

（ゆとりがほとんどない）
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先進諸国における週労働50時間以上の
労働者の割合（2000年） ＜ILO、2004＞
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週50時間以上働く労働者の割合（％） 12

(ILO “Working time and workers’ preferences in 
industrialized countries” 2004)

Netherlands
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13

(ILO “Working time and workers’ preferences in 
industrialized countries” 2004)

Japan

14

2005年欧州労働条件調査－英・仏の労働時間

週労働時間

フランス

イギリス

平均

50％範囲

5‐95％範囲

15

神奈川労働局のHPから（１）

16

神奈川労働局のHPから（２）

時間外の
実績：
（１） も
長い者の
時間数

18

2.過労死・精神障害等の
労災認定及び総合対策

17

神奈川労働局のHPから（３）

その他：
申出無＋
無記入

医師の
意見を
聞く
８２％
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30年を超える過労死研究の歴史

• 第51回日本産業衛生学会・第24回日本産業医協
議会（1978年、松本）において、「過労死」という用
語を使った研究報告*が行われた。

* 上畑鉄之丞（1978）「過労死に関する研究（第1報）職種の
異なる17ケースでの検討」『産業医学』 20巻，479ページ．

多くの過労死研究

• 2001年、脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検

討会報告書、脳・心臓疾患の労災認定基準の改正

• 2002年、過重労働による健康障害防止のための総

合対策
20
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脳・心臓疾患の労災認定基準
－過重負荷の評価期間の変遷－

（昭和36:1961, 昭和62:1987, 平成7:1995, 平成13:2001）

策定年、通達番号 評価期間

昭和36年第116号通達
発症直前か発症当日の災害（突発的
な出来事、特定の労働時間内の過激
な負荷）

昭和62年第620号通達
異常な出来事と過重な業務。評価期間
を発症前1週間とする

平成7年第38号通達

過重な業務の評価においては、発症
前1週間以内の業務が日常業務を相
当程度超える場合には、発症前1週間
より前の業務を含めて総合的に判断す
る、と評価期間を拡大

平成13年第1063号通達
過重な業務の評価期間に、発症前6ヶ
月間（長期間の過重業務）を追加した
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脳・心臓疾患の労災認定基準改正
（平成１３年１２月）に関わる一連の動き

［平成１３年＝２００１年］

平成7年2月及び平成8年1月、認定基準改正

平成12年7月、２つの 高裁判決（東京海上火
災事件、大阪淡路交通事件）

平成12年11月～平成13年11月、脳・心臓疾
患の認定基準に関する専門検討会

平成13年12月、認定基準の改正

平成14年2月、過重労働による健康障害防止
のための総合対策 ［２００２年］

23

東京海上火災事件
（ 高裁平成12年7月判決）

被災者：支店長付き運転手（当時54歳）

発症年月日：昭和59年5月11日早朝

運転して走行中に「くも膜下出血」を発症

判決のポイント： （１）業務の過重性（支店長車の
運転は精神的緊張を伴う、業務の不規則性、早朝
から深夜まで拘束時間が長い＜発症前半年間、1
日平均7時間の時間外労働＞）、 （２）慢性の疲
労や過度のストレスの持続＜長期間の負荷＞が
慢性の高血圧症、動脈硬化の原因の1つとなり得
る

24

大阪淡路交通事件
（ 高裁平成12年7月判決）

被災者：観光バスの運転手（当時51歳）

発症年月日：昭和63年2月20日朝

バスを運転中に「高血圧性脳出血」を発症

判決のポイント： （１）業務の過重性（自動車の運転や寒冷
暴露＜昭和63年1月～2月、スキーバス運転、泊まり有り＞
などの業務による血圧の上昇の反復が脳内小動脈瘤の形
成を進行させた＜長期間の負荷＞）、 （２）平均的労働者
の範囲（被災者は昭和59年12月高血圧症と定期健診で判
定、昭和62年10月小さな多発性脳梗塞（左側）と診断、治
療・勤務の軽減により小康状態を保つ → 判決：通常の勤
務に耐え得る程度の基礎疾病を有する者を含む平均的労
働者を基準として業務の過重性を判断すべき）
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認定の基本的考え方
昭和62年及び平成7年の認定基準

急激に著しく増悪

26

認定の基本的考え方
平成13年の認定基準

著しく増悪

27

新認定基準の特徴（１）
認定要件に「長期間の過重業務」を追加

１） 異常な出来事

評価期間：発症直前～前日

２） 短期間の過重業務

評価期間：発症前1週間

３） 長期間の過重業務

評価期間：発症前6ヶ月間

28

新認定基準の特徴（２）
長期間の過重業務の負荷要因としては労働時
間が 重要。労働時間の評価の目安を示した。

１） 時間外労働月45時間以下

→業務と発症との関連性は弱い

２） 時間外労働月45時間を超える

→業務と発症との関連は労働時間と共に増
加

３） 時間外労働月100時間を超える

又は2ヶ月間～6ヶ月間で80時間を超える

→業務と発症との関連は強い

29

新認定基準の特徴（３）
業務過重性を評価するための具体的負荷要因
を示した。

１） 労働時間

２） 不規則な勤務

３） 拘束時間の長い勤務

４） 出張の多い業務

５） 交替制勤務・深夜勤務

６） 作業環境（温度環境、騒音、時差）

７） 精神的緊張を伴う業務（詳細な別表あり）

30

新認定基準の特徴（４）
過重負荷評価の対象労働者の明確化

平成7年認定基準：当該労働者と同程度の年
齢、経験等を有し、日常業務を支障なく遂行で
きる健康状態にある者

平成13年認定基準：当該労働者と同程度の
年齢、経験等を有する健康な状態にある者の
ほか、基礎疾患を有していたとしても日常業
務を支障なく遂行できる者
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新認定基準（平成13年12月）

－主な改正点－

１）認定要件に「長期間の過重業務」を追加

評価期間は発症前おおむね6ヶ月

２）長期間の過重業務の負荷要因としては労
働時間が 重要。労働時間の評価の目安
を示した。

３）業務過重性を評価するための具体的負荷
要因を示した。

４）過重負荷評価の対象労働者の明確化

32

脳・心臓疾患（「過労死」等事案）の
労災請求・認定件数の推移
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142/153338/377

脳・心臓
疾患

34

長時間労働に対する 近の政府の施策

1. 199８年、時間外労働の限度時間（労働基準法）

2. 2001年、脳・心臓疾患の労災認定基準の改定

3. 2002年、過重労働による健康障害防止総合対策

4. 2006年、長時間労働者への医師による面接指導

の法制化（安衛法）

5. 2006年、労働時間等設定改善法

6. 2007年、残業割増賃金の引き上げ＜月時間外労
働80時間超で25%→50%＞（法案提出）

7. 2008年、残業割増賃金の引き上げ＜月時間外労
働60時間超で25%→50%＞（12月5日法案可決）

35

過重労働による健康障害防止のための総合対策
（平成14年2月策定、平成18年3月改正、平成20年3月改正）

『過重労働による健康障害を防止するために事業者
が講ずべき措置』

１．時間外・休日労働時間の削減

２．年次有給休暇の取得促進

３．労働時間等の設定の改善

４．労働者の健康管理に係る措置の徹底

１）健康管理体制の整備、健康診断の実施等

２）長時間労働者に対する面接指導等

３）過重労働による業務上の疾病を発生させた場合
の措置

36

面接指導の法制化

１．労働安全衛生法の一部改正（平成17年11月公布）

長時間労働者に対する医師による面接指導
の義務化（平成18年4月施行、常時50人未満の事業場について
は平成20年4月施行）

２．労働安全衛生規則の一部改正（平成18年1月公布）

面接指導の対象労働者の要件
１）義務：月時間外労働100時間を超え、疲労の蓄積があり、

労働者の申出のあったもの

２）努力義務：①長時間労働により、疲労の蓄積、又は健康
上の不安を有している労働者、②事業場において定められ
た基準に該当する労働者
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37

医師による面接指導制度を知っている事業所の割合
（平成19年労働者健康状況調査）
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面接指導等を実施した事業所の割合
（平成19年労働者健康状況調査）
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＊１ 実施しなかった事業所には、該当労働者がいない事業所を含む。
＊２ 面接指導等には、保健師による指導、疲労CLによる疲労確認を含む。

39

面接指導等の結果の事後措置［事業所の割合］
（平成19年労働者健康状況調査）
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40

心理的負荷による精神障害等に係る
業務上外の判断指針

（平成11年9月策定、平成21年4月改正）

１．業務上・外の判断における検討事項

１）精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名の確認

２）業務による心理的負荷の評価

３）業務以外の心理的負荷の評価

４）個体側要因の評価

２．業務による心理的負荷の評価における長時間労働の考慮

１）恒常的な長時間労働は十分に考慮する

２）極度の長時間労働がある場合、業務による心理的負荷
の総合評価を「強」とする

41

精神障害等（精神疾患、自殺）の
労災請求・認定件数の推移

42
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3. 過労死、精神障害等、

過労運転の事例

44

運転手の過労死で賠償命令／タクシー会
社に、福岡地裁
（労働政策研究・研修機構/メールマガジン労働情報 2008/10/10、記事抜粋）

タクシー運転手の男性＝当時（５６）＝がくも膜下出血で死
亡したのは会社が長時間労働をさせたのが原因として、妻
ら遺族４人が篠栗タクシー（福岡県篠栗町）に約７,８００万円

の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は９日、同社
に約３,６００万円の支払いを命じた。

判決理由で野尻純夫裁判官は「時間外労働は月平均８０
時間を超え、乗務終了から翌日の乗務開始までに数時間し
かないことも少なくなかった」と指摘。「会社は勤務時間を制
限するなどの的確な措置をとらず、公休出勤も打診しており、
健康に配慮を欠いていた」と述べ、安全配慮義務違反を認
定した。

45

トヨタ社員の過労死を認定／新車開発担
当で長時間労働
（労働政策研究・研修機構/メールマガジン労働情報 2008/7/9、記事抜粋）

２００６年１月に「虚血性心疾患」のため愛知県豊田市の
自宅で亡くなったトヨタ自動車チーフエンジニアの男性＝当
時（４５）＝について、豊田労働基準監督署は８日までに、長
時間の残業などが原因として男性の労災を認め、申請して
いた遺族に通知した。

申請した妻（４６）の代理人弁護士によると、男性は「カム
リ」ハイブリッド車開発プロジェクトの責任者。労基署は （１）
死亡直前の２カ月間の平均残業時間が８０時間あった （２）

０６年３月の生産開始が迫り、責任者として精神的な緊張を
伴う業務であった―ことを理由に挙げたという。

46

キヤノン社員自殺は労災／直前の残業月
２６０時間（Ⅰ）
（労働政策研究・研修機構/メールマガジン労働情報 2008/6/18、記事抜粋）

沼津労働基準監督署（静岡県）は１３日までに、自宅に仕
事を持ち帰り長時間残業を続けたキヤノンの男性社員＝当
時（３７）＝の自殺について、過重な業務で精神疾患を発症
したのが原因として労災と認定した。自殺直前の残業は月２
６０時間を超えていた。

川人弁護士によると、男性はキヤノンの富士裾野リサー
チパーク（静岡県裾野市）に研究職として勤務していた２００
６年１１月３０日、電車に飛び込み自殺した。

（次ページへ続く）

47

キヤノン社員自殺は労災／直前の残業月
２６０時間（Ⅱ）
（労働政策研究・研修機構/メールマガジン労働情報 2008/6/18、記事抜粋）

職場は午後１０時までしか残業できない決まりだったが、
男性は帰宅後や休日も深夜までパソコンを使って仕事をし
ていた。パソコンから自宅での労働時間を確認した結果、同
年８月末から１０月下旬まで５４日間休まずに働いており、社
内での勤務時間と合わせると、自殺前１カ月の残業は２６３
時間に上った。

また直前にあった研究成果を発表する「成果展」の準備の
ため長時間残業を強いられた上、当日は慣れない研究分野
の発表で質問にうまく答えられず、大きな精神的ストレスを
受けたという。

48

医大院生「過労で事故死」／鳥取地裁が賠
償命令
（労働政策研究・研修機構/メールマガジン労働情報 2009/10/21、記事抜粋）

鳥取大医学部の大学院生で医師だった男性が付属病院
で徹夜勤務をした直後に交通事故死したのは、睡眠不足や
過労を生じさせた大学側の責任だとして、両親が鳥取大に
損害賠償を求めた訴訟の判決で鳥取地裁は16日、約2,000
万円の支払いを命じた。

訴状などによると、男性は同病院の外科で「演習」として
恒常的な長時間勤務を強いられ、2003年３月、鳥取大病院
でほぼ24時間徹夜で勤務した後、そのまま派遣先の病院へ

乗用車で出勤中にトラックと衝突、死亡した。

研修医については05年の 高裁判決が、労働基準法上

の「労働者」に当たるとの初判断を示したが、原告側代理人
によると、院生の労働者性を認めた判例はないという。
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49

4. 長時間労働と健康・安全・生活
・生産性（文献的エビデンス）

50

長時間労働と健康との関連

高い仕事の
成果要求

長時間労働

長い労働負
荷時間

健康問題

・脳・心臓
疾患

・精神障害

・疲労

・肩こり

・腰痛

・ケガ

睡眠・休養
時間の不足

家族生活・余
暇時間の不足

精神的負担の増加

仕事密度の増加

51

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

仕事 睡眠 休養・くつろぎ テレビ・新聞 趣味・娯楽

時
間

（
1
日

当
り
）

40-48時間／週

49-59時間／週

60時間以上／週

週労働時間と生活時間
（2001年社会生活基本調査、総務省、男性雇用者、週全体平均）

2時間30分
３0分

15分
15分

50分

52

1日の実労働時間と仕事や職業生活に関する強い不
安、悩み、ストレス（平成19年労働者健康状況調査）

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

強い不安、

悩み、ストレス

仕事の量の問題 仕事の質の問題

％

＜6時間 6時間～ 7時間～ 8時間～ 9時間～ 10時間～

53

長時間労働と健康・安全・生活問題

問題 研究の状況

脳・心臓疾患

（過労死）

３つの研究は長時間労働による脳・心臓疾患の
リスクの上昇を報告し、短時間睡眠による心臓疾

患等のリスクの上昇の報告もある。

短時間睡眠、
疲労、事故

多くの研究が長時間労働と短時間睡眠、疲労と
の関連を報告している。疲労は注意力の低下を

もたらし、事故の誘因となる。

メンタルヘル
ス不調

文献的に長時間労働との関連は明確ではない。しかし、長
時間労働は、睡眠・休養や家庭生活の時間の減少させる
ことにより、メンタルヘルス不調のリスクを上昇させる可能
性がある。

家庭生活の
阻害

米国や欧州の調査報告では、長時間労働と家庭
生活の阻害は強い関連がある。

54

労働時間と脳・心臓疾患に関する疫学調査（日本）

報告者（報告
年）

労働時間 疾病 結果

内山ら（1992)
*降圧剤服薬者、平
均年齢約54歳

1日11時間以
上拘束（対照；
1日7‐10時間）

脳・心臓疾
患

ハザード
比 2.7

Sokejima, et 
al. (1998)
*平均年齢約55歳

1日11時間超
労働（対照；1
日7‐9時間）

急性心筋
梗塞

オッズ比

2.44

Liu, et al. 
(2002)
*平均年齢約57歳

週61時間以上

労働（対照；週
40時間以下）

急性心筋
梗塞

オッズ比

1.9
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56

週労働時間/睡眠時間（勤務日）と心筋梗塞
（Liu、2002）

60時間以下
61時間以上

睡眠6時間以上

睡眠5時間以下

2.2

4.8

1.0 1.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

週労働時間

睡眠6時間以上 睡眠5時間以下

57

短時間睡眠と心疾患、糖尿病、高血圧

疾患 筆頭著者（発行年） ハイリスク睡眠時間＊

心疾患 Liu (2002) 5時間以下

Ayas (2003) 6時間、5時間以下

Meisinger (2007) 5時間以下

糖尿病 Gottlieb (2005) 6時間、5時間以下

Yaggi (2006) 6時間、5時間以下

高血圧 Gangwisch (2006) 5時間以下

Gottlieb (2006) 6時間以上7時間未満、

6時間未満

Cappuccio (2007) 6時間、5時間以下
＊ 主に性、年齢のみ調整し、心血管危険因子は未調整のデータを採用

58

短時間睡眠（4時間/日ｘ6日間）の糖代謝影響
（Spiegel K, Lancet, 1999. 健康若年男性11人対象）

糖クリアランス
速度40%低下

急性インスリン
反応30%低下

睡眠不足により

59

労働時間と精神疾患、うつ症状

• 藤野善久ら、“労働時間と精神的負担との関連につ
いての体系的文献レビュー”、産衛誌2006; 48: 87–
97

【文献レビュー論文のまとめから引用】
体系的レビューの結果，労働時間と精神的負担＊に
関して検討した原著論文が17 編確認された．それら
の論文のレビューの結果，労働時間と精神的負担の
との関連に一致した結果は認められなかった．しか
しながら，複数の研究において関連性を認める報告
がなされていた

＊うつ・抑うつを含めメンタルヘルス上の問題を含む広義の表現

60

表２ 労働時間と精神疾患に関する調査結果
藤野ら（2006）のレビューの中の17論文の中から、対象者数1,000人以上の
コホート研究の3論文について調査結果を示した

筆頭著者
（ 報 告
年）

疫 学 研
究 の タ
イプ

解析対象者
研究実施国

精神疾患の
評価

長時間労働と精
神疾患のリスク

労働時間以外
の要因と精神
疾患のリスク

Kawakami 
et al.
（1989）

コ ホ ー
ト 内 症
例 対 照
研究6）

工場の男性
労働者3,066
人。症例群
12人、対照
群48人。日

本。

精神科医に
よるうつ病
の診断

月残業 51時間

以上とうつ病発
症リスクは関連
せず。

｢ 仕 事 適 性 欠
如｣で21.7、｢う

つ症状あり｣で
12.6。

杉澤ら
(1994)

コ ホ ー
ト研究

中年期男性
労 働 者
11,121 人
（ 30 ‐ 59
歳）。日本。

精神科疾患
の新規受療
を自記式調
査票により
把握

週労働時間、月
残業時間と精神
科疾患の新規受
療リスクは関連
せず。

｢深夜勤務月13
回以上｣で1.66、
｢仕事負担感｣
で1.39。

Shields
(1999)

コ ホ ー
ト研究

労働者3,830
人 （ 25-54
歳 ） 。 男
2,181人、女
1,649人。カ

ナダ。

規格化され
た質問によ
り過去12ヶ
月のうつ病
経験を評価

女性では、週労
働 41時間以上

のうつ病経験リ
スクは2.2。男

性では、関連せ
ず。

｢高い仕事の負
荷 ｣で 3.3（男
性）、2.1（女

性）。

55

調査結果：
労働時間と
急性心筋梗
塞

（そうけ島ら、
1998*）

*Sokejima S, 
Kagamimori S 
(1998). BMJ 317,
775–780. 
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61

研修医の労働時間短縮によるパフォーマンスの改善

週労働時間

84.9h/w 
→65.4h/w

睡眠時間

6.6h/day 
→7.4h/day

夜勤中の注
意力低下回
数（EOG: 
眼球電図）

*Lockley, 
2004, NEJM

62

週労働時間と健康（米国労働者の研究）

0

1

2

3

4

1-34 35-40 41-48 49-69 70-

週労働時間

相
対

発
生

頻
度

仕事のストレス 疲労困憊 家庭生活の阻害

63

家庭生活、社会
参加の阻害

健康・安全リスク

健康影響あり

時間の柔軟性

高収入

昇進の見込み

200５年欧州

労働条件調査

労働条件不満足

仕事時間不足

65

The dimensions of “decent 
working time” （まともな労働時間の特性）

1. Healthy working time （健康と安全）

2. “Family-friendly” working time （家庭生活との調和）

3. Gender equality through working time （男女平等）

4. Decent working time as productive working time
（生産性）

5. Choice and influence regarding working time
（選択と影響の余地）

＊ILO “Working time and worker’s preferences in 
industrialized countries”(2004)

66

5. 安衛研の調査結果

（別スライドファイル）

64

労働生産性（就業者数・労働時間当たり
名目GDP国内総生産）の国際比較（2005年）

仕事と生活の
調和に関する
専門調査会

報告

平成19年7月
OECD

“Productivity Database”

（2006年9月）より内閣府作成

米国

ユーロ圏

英国

OECD平均

日本
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67

安衛研の調査（2006－2008年）

主な検討項目

1. 労働時間と健康との量反応関係

2. メンタルヘルスとの関連

3. 上司・同僚のサポートの有無の影響

4. 主観的労働時間：個人への適合度

5. 勤務時間に対する裁量権

68

安衛研の調査結果からの示唆

1. 労働時間と健康との量反応関係

・週50時間から有意な健康影響があり、週60時間以上

では影響は顕著

2. メンタルヘルスとの関連

・週60時間以上で、メンタルヘルス影響はある可能性

3. 上司・同僚のサポートの有無の影響

・サポートの有無の影響は非常に大きい

4. 主観的労働時間：個人差

・労働時間管理では主観的労働時間も考慮する必要
がある

5. 勤務時間に対する裁量権

・裁量権の増加は健康度の向上と関連する可能性

69

6. 過重労働対策のポイント等

71

過重労働対策を推進するために
考慮すべきこと（私見）

１．過重労働対策実施上の問題点

・仕事の成果要求と労働者の健康・生活確保との対
立（両立困難）

２．上記問題点解決への産業保健の役割：過重労働の
デメリットを理解してもらう

１）調査・研究・労災認定等のデータ

２）法律・通達等の内容

３）自分の事業場における過重労働と健康・生活との関
連のデータ

72

働き方の意識で日本人に欠けている部分（私見）

１．仕事の時間は限られている。限られた時間の
中でできることを考える。

２．仕事は、基本的に分業（分担）で進める。

３．仕事は生活（人生）のすべてではない。仕事は
生活を豊かにするためにある。

４．休むことは心身の健康にとって不可欠であり、
良いことである。

５．仕事中心生活が犠牲にしているもの（健康、家
庭、生活の豊かさ、女性の社会進出など）の大
きさへの気づき

ご静聴ありがとうございました！

70

過重労働対策のポイント

1. 基本的なことは、「過重労働による健康障害防止の
ための総合対策」に記述されている

2. 労働時間の適正化と健康チェックが両輪

3. 留意すべきこと（私見）

1）事業場に共通の上限労働時間の目安を設定する（推
奨：上限週50時間）

2）個人に合った労働時間を実現する

3）上司、同僚のサポートを充実させや勤務時間に対す

る裁量権を高める

4）総合的な勤務状況、健康・安全・生活影響を考慮した
助言指導（疲労CL、職業性ストレス簡易調査票など

を活用）
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                        平成 21 年 11 月 14 日（土） 
 
第 50 回 神奈川産業保健交流研修会  
演題： 「過重労働と健康・安全・生活・生産性 －エビデンスと対策への示唆 －」 
講師：  独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 研究企画調整部  岩崎健二先生 
 
菅野先生（司会）： 
 本日は独立行政法人労働安全衛生総合研究所、研究企画調整部首席研究員であります岩崎

健二先生にお願いしております。岩崎先生には大変お忙しいところお引き受けいただきあり

がとうございます。よろしくお願いいたします。 
 岩崎先生は 2001 年 5 月にもこの交流会で「交代制勤務の健康影響」というテーマでご講

演をいただいております。従いましてご存知の方もたくさんおいでかとは思いますが、簡単

に先生のご紹介を差し上げます。 
 岩崎先生は東京都大田区のご出身で、1950 年のお生まれです。1979 年に東京都立大学大

学院理学研究科博士課程を修了されています。ご専門は物理化学です。同年、旧労働省産業

医学総合研究所に入職されまして現在までご研究を続けておられます。ご研究の内容でござ

いますが、先生のご研究の前半は化学物質の生体影響に関する生化学的研究ということで、

有害物質の生体内での動態ですとか代謝などの研究をされております。その後、長時間労働、

深夜労働、疲労など過重労働に関する研究などを今日まで続けておられます。 
 本日のテーマはお手元の資料にございます通り「過重労働と健康・安全・生活・生産性－

エビデンスと対策への示唆―」というタイトルでございます。現在進行中の研究の成果を含

めてご紹介いただく予定でございます。それでは先生、よろしくお願いいたします。 
 
岩崎健二先生： 
 みなさま、こんにちは。岩崎です。私、もう 59 歳であと定年まで 1 年半です。この仕事

を頼まれた時は研究グループにおりましたが、9 月に急に研究企画調整部に異動となりまし

て、9 月からあまり研究ができないような状況になっております。さらに運悪く、私ごとで

すが、いろいろ夜に仕事のトラブルの解決策などを考えておりましたら、なかなかいい案が

浮かばなくて、しょうがないと思って 2 時ごろ寝ようとしたのですが、布団に入っても興

奮してなかなか眠れなくて、ちょっとボーッとしておりますが、何とぞ御容赦ください。土

曜日なのに皆様お仕事をされていて、元気なお顔を拝見して、私も少し元気が出てきました。

やはり土曜日も働いた方が体にいいのかな、なんて思ったりしております。私は研究しかし

ていない人間なので、研究者の立場からお話をさせていただきます。では、座ってお話しさ

せていただきます。 
 
 配布資料ですが、スライドの配布資料と、厚労省の「過重労働による健康障害を防止のた



 

14 

めの総合対策」の最新版の本文が入っています。そのあとに、昨年私が日本労働政策研究研

修機構の日本労働研究雑誌に書いた「長時間労働と健康問題―研究の到達点と今後の課題」

の内容があります。一番後ろには、日本労働政策研究研修機構の Business Labor Trend と

いう雑誌に載せた記事があります。ホームページからダウンロードすることもできます。 
 
 いつの時代でも、働くということは非常に大変なことでありまして、過重労働問題もすご

く大事なことだと思います。最近の身近なデータでも、日本では週 60 時間以上の労働者は

昨年 538 万人いる。脳・心臓疾患の労災認定は 377 人、精神疾患の労災認定は 269 人。時々

過労運転による自動車事故が発生する。現代は非常に競争の激しい時代だと言われておりま

して、一つの証拠として確かに所得格差が拡大しているというデータがあります。この問題

の重要性は明らかであります。 
 
 過重労働と長時間労働はちょっと違います。過重労働の方が広い意味でありまして、長時

間労働は過重労働の主要な要因の一つで、そのほかに心理的負荷ですとか、仕事の密度ある

いは深夜労働などがあるわけですが、厚生労働省が進めている過重労働対策というのは「長

時間労働を核とする過重労働対策」です。これを進める理由というのは、ある人たちの考え

ではもう少し、ストレス評価のようなものもやった方がいいのではないかという、そういう

考えもあるわけですが、事業者がこの仕事は大して過重な負担ではない、と言ってしまえば、

もうそれで終わりになるというような、やはり主観的評価だけに頼っていないということが、

長時間労働を核とする理由の一つだと思います。さらに、睡眠休養というのが非常に重要な

わけで、長時間労働は睡眠休養を阻害する。人間には予備能力があるわけですが、ある一定

度以上の時間が長くなると負担が急激に増加する。あと、日本ではまだまだ長時間労働者が

多い。こういうことが長時間労働を核とする過重労働対策を進めている理由と思いますけれ

ども、私はこの政策というものは非常に合理的なものだというふうに考えております。 
 
 本日は以下の 6 テーマについてお話させていただきます。一つは、労働時間の現状。2 つ

目、過労死・精神障害等の労災認定及び総合対策。3 番目に、過労死、精神障害等、過労運

転の事例。4 は長時間労働と健康・安全・生活・生産性のエビデンス。5 番目に私たちが最

近行いました質問紙調査の結果をお示しします。これは、今論文などを作っているデータで

すので、配布資料にはしておりません。最後に私が考える過重労働対策のポイント等お話し

させていただきます。 
 
 まず、労働時間ですが日本の通達とか法律では、過重労働に関するところ、月時間外労働

という形で、45 時間、80 時間、100 時間と記述をしています。国際的に見ればほとんどは

週労働時間で表していますし、研究所も週労働時間で表しているということで、この換算を

皆様ご存じだと思いますが確認していただき、話を進めていきたいと思います。法定労働時
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間が週 40 時間ですので、これは月時間外労働で考えると 0 時間と。週労働時間が 50 時間

ですと、1 週間に 10 時間、月にすれば 45 時間。週労働時間 60 時間は、週 20 時間残業で

すから月にしますと 80 時間、週労働 65 時間が 100 時間に相当します。 
 
 労働力調査は週労働時間で表しています。男性と女性に分けていますが 60 時間以上は昨

年 9 月の世界経済不況で、9 月以降この数が少し減りましたけれども、男性で 465 万人、女

性で 73 万人、合計 538 万人が週労働力時間 60 時間以上です。49－59 時間、大雑把に言っ

て 50 時間台の方は合計しますと 800 万人ぐらいいて、50 時間以上で合計が 1,300 万人を

超えているわけです。一番労働時間の多い階級はやはり法定労働時間の 35－42 時間。女性

では現在も 35 時間未満のパート労働者が一番多いという状況です。 
 
 さて、50 時間とか 60 時間。一口に 50 時間、60 時間といいましても結構大変だと私は思

うのですが、そういう方がたくさんいらっしゃる。週 50 時間ですと、1 日に労働が 10 時間、

拘束時間が 11 時間で、7 時に起きて 8 時に家を出て 9 時出社して、21 時に家につく。24
時に寝れば 7 時間寝られるわけですが、夫婦共働きで子供がいない場合には何とか暮らし

ていけるでしょうけれども、子育てのときには辛い労働時間です。さらに、週労働 60 時間

ですと、帰ってくるのが 23 時、6 時間半寝ようとすれば、家についてから寝るまでが 1 時

間半しかない。ほとんど何か食べて、風呂に入って寝ちゃうというような非常に大変な生活

だと思います。 
 
 労働力調査における 60 時間以上働く労働者の数の推移なんですが、女性は 100 万人を割

っていますけれども、合計は黒ですが、1975 年ごろ一番低くて 400 万人を割っていたんで

すが、この 70 年代の後半に長時間労働者が増え始めまして、バブルの頂点の 1989 年ごろ

にピークに達してバブルの後退とともに下がってきています。で、一時 600 万人を割って

いたんですが、その後 2000 年ごろから 600 万人を超える状態が続き、2005 年、6 年、7
年、8 年と下がってきたのは、私どもの過重労働対策はこのころ始まり、月時間外労働 80
時間以下にしようと頑張ったので下がってきたのかと思ったのですが、2008 年になります

と世界経済不況がありますので、この後のデータは過重労働対策の成果かどうかというのは

判定できないような状況になってしまいました。 
 
 ILO が 2004 年に週労働 50 時間以上の労働者の割合を発表しました。先進諸国における

割合です。日本はこのデータの中で 28.1％で 1 位だったんですね。これは男女合わせた値

で、男性は 40％ぐらいだったと思います。非常に多いです。オランダなどでは 50 時間以上

などという労働者は 1.4％しかいない。スウェーデンでも 1.9％しかいない。多いのはイギ

リス、オーストラリア、アメリカ、ニュージーランドといったアングロサクソン系の国です。

それを超えて日本は多いです。 
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 オランダの労働時間分布では、1987 年と 2000 年と両方載せてありますが、50 時間以上

はほんの少ししかいないわけです。41－50 時間もいなくて、40 とか 38、36 時間のところ

にピークがあるわけです。 
 
 日本の場合は、35 から 42 時間のところが一番多いわけですがそこからも顕著に下がるわ

けではなくて、同程度にまた 49 とか 59 とか 60 時間以上の方がいるわけです。 
 
 2005 年の欧州労働条件調査の英仏の労働時間です。ここで私が注目したのはフランスと

イギリスの比較です。イギリスの方は長時間労働者が多い。緑が労働時間の平均値です。

50％の範囲がボックスの中で、5％から 95％の範囲がバーです。イギリスは 50 を超える人

がいて、長時間労働者が多い。フランスは 50 時間を超える人は 5％以下ということですが、

平均労働時間を見ますと、フランスの方が長いわけです。言わんとするところは、労働者一

人当たりの平均の労働時間から見ますと、フランスの方がよく働いているということになる

わけで、長時間労働者がいたら国民の労働者の平均労働時間が長いかというとそうではない

という、そこだけ取り出した例なので、日本は長時間労働者も多いし平均労働時間も多分こ

こら辺の値（数値）だと思います。あとフィンランドもやはり長時間労働者は少ないわけで

すが平均労働時間は長いです。こういうのは、今の少子高齢化で労働力不足になっていく時

に、男性が長時間労働をすればいいのかという問題につながってくることだと考えています。 
 
 夏ごろこの産業保健推進センターで何を話そうかなと思い神奈川労働局のホームページ

を見ました。すると、神奈川労働局は長時間労働対策を一生懸命やっていらっしゃるそうで

すが「月 80 時間以上の時間外労働が過労となる労使協定を届け出た 1,819 事業所に関して

アンケート調査を実施したところ、約半数の事業所では実際に 80 時間以上を超えて時間外

労働が行われ、462 の事業所では実際に 100 時間を超える長時間労働が行われていた」と

いうことで、36 協定の限度時間というのは月 45 時間までです。ところがあれは助言指導以

外の何物でもないということで、監督署に月 45 時間以上の時間外労働でも、特別条項付き

労使協定を持っていくと認められるということが、本などに書いてありますが、実際にそう

であることをこのホームページが示しています。 
 
 時間外労働、実績と誇示するほどのものではないですが、確かに 80 時間を超えているの

がこちら半分は実績があったと、あと、3 割は 100 時間を超える時間外があったということ

を示しています。ただ、100 時間超労働者に対する面接指導の実施のところを見ますと、医

師の意見を聞く 82％、医師の意見を聞かないというのが 3％ありますけれども、合計 85％
のところが面接指導を行っている。面接指導は結構やっているなという印象でした。 
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 過労死については、上畑先生の「過労死に関する研究、職種の異なる 17 ケースでの検討」

この報告が 1978 年の松本の日本産業衛生学会で行われていたわけで、過労死研究というの

は、今 2009 年ですから、30 年以上前から行われていたことがこの報告から分かると思い

ます。その間にいろんな過労死に労災認定を求める運動とか、あるいは多くの過労死研究と

いうのがあって、そして 2001 年に脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書が出

て、脳・心臓疾患の労災認定基準の改正があり、さらに 2002 年に、過重労働による健康障

害防止のための総合対策がなされるということで、2009 年の今となってみると、過重労働

対策は当たり前のようですが、長い歴史があって、産業保健関係者が非常に努力して研究し

た成果が、今の対策だということを改めて感じているわけです。 
 
 さて、脳・心臓疾患の労災認定基準の一番の争点はなんであったかというと、過重負荷の

評価期間の問題でありまして、昭和 36 年、1961 年の 116 号通達では、発症直前か発症当

日の災害（突発的な出来事、特定の労働時間内の過激な負荷）という風に、災害的なものし

か過重、脳・心臓疾患の労災認定は認められていなかったわけです。それが、昭和 62 年の

620 号通達では、異常な出来事と過重な業務、あと評価期間を発症前 1 週間とする、という

ことで一段前進しました。これも今から見れば非常に問題があったわけで、1 か月とか 2 か

月過重な負荷があって、疲れて、10 日とか 2 週間ぐらい休養を取っていたところで発症し

た場合は認定されなかった。それでさらに認定を求める運動が続いて、平成 7 年 38 号通達

では、発症前 1 週間以内の業務が日常業務を相当程度超える場合には、発症前 1 週間より

前の業務を含めて総合的に判断する、と評価期間を拡大したわけですけれども、まだまだ問

題があって、平成 13 年、2001 年の 1063 号通達では、ここで抜本的な改革で評価期間が発

症前 6 か月に延びたということ。 
 
 この労災認定基準の改正に関わる一連の動きということで、2000 年に有名な 2 つの最高

裁判決、東京海上火災事件と大阪淡路交通事件がありまして、これが今使っている認定基準

の改正に結び付いたわけです。 
 東京海上火災事件というのは、東京海上火災の支店長付き運転手が「くも膜下出血」を発

症した事件です。裁判で発症前半年間、6 カ月という期間 1 日平均 7 時間の時間外労働、こ

れが原因の一つであるという判決が出たというところが一つの引き金です。 
 もう一つの淡路交通事件は、スキーバスの運転手のケースですが「高血圧性脳出血」を発

症しました。で、6 カ月という長い期間ではありませんが、1 月から 2 月という期間 1，2
カ月の負荷がやはり関係しているという判決で、この 2 つの判決を厚生労働省が重く見て

専門検討会を発足させたわけです。 
 昭和 62 年の 1 週間の評価期間、あるいは平成 7 年の認定基準の基本的考え方の文章の中

に急激にこういう私病増悪型の疾病では「急激に著しく増悪」した場合に認定するという風

に書いてありまして、よく解説にこういう風な、急激に著しく増悪、と書いてあるわけです。 
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 平成 13 年の認定基準では急激にというところを削除して「著しく増悪した場合」という

風に文章が変わりましてこの認定基準が変わった時によくこの図が出てきたと思います。こ

ういうものに対して③とか②ではなくて①のようなある程度長い期間での血管病変の著し

く増悪を認めるということになっています。 
 これは今ではもう当たり前ですがこういう風に認定基準の異常な出来事と、あと短期間の

過重業務、長期間の過重業務の 3 つに分類されまして、時間外労働の基準というのはご存

知のように 45 時間以下は業務と発症との関連は弱い。45 時間を超えると関連は増加して、

100 時間を超える、あるいは 2 か月から 6 か月間で 80 時間を超えると業務と発症との関連

は強いという評価の目安が示されているわけです。 
 さらに、業務の過重性を評価するための具体的な負荷要因として労働時間、不規則な勤務、

拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、交代制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴

う業務というこの 7 つが示されました。 
 で、最後に、この過重負荷の評価の対象労働者を明確化したということで 7 年の認定基

準では、「日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある者」というところを「基礎疾患を

有していたとしても」というここを付けまして、基礎疾患を有していたとしても認定される

ということを示したわけです。 
 平成 13 年の新認定基準の主な改正点は、この 4 つです。 
 
 この請求認定件数の推移ですが、2001 年の 12 月に認定基準が改正されまして、2001 年

度はそのあと約 4 カ月ありましてここから認定件数が上がっています。そのあとは認定件

数は少しずつ上がっていますが、300 件を超えて現在は 400 件近くあるということです。

請求件数は 900 件ぐらいですかね。改正前は認定件数は 90 とか 85 で請求件数の 15％程度

の認定率だったのが最近では 4 割を超えているということです。5 月の終わりとか 6 月初め

に認定結果が厚労省のホームページで公開されますけれども、昔は時間外労働時間との関係

が出ていなかったんですが最近はこの時間との関係が出ています。で、ここが 80 時間以上

ですね。全体が 377 件の内 338 件、かなり高い比率で長時間労働がらみが認定されている

わけです。死亡となりますともう少し比率が高くなります。 
 
 長時間労働対策、いろんな生産性との問題とか個人差の問題もありますのでなかなか明確

に何時間以上は駄目というわけにもいかないのでいろんな視点から対策が行われています。

1998 年には労働基準法の 36 条に、時間外労働の限度時間の項目を追加しました。時間外

労働の限度時間が法制化されたわけです。2001 年には脳・心臓疾患の労災認定基準の改定

がありました。2002 年には過重労働による健康障害防止総合対策が出されて、そのうちの

長時間労働者への医師による面接指導が 2006 年に安衛法で法制化されている。2006 年に

労働時間等設定改善法が出されて、残業割増賃金の引き上げが 2007 年には月時間外労働 80
時間超で割増賃金の引き上げ案が出されていたのですがあまりにも過労死寸前のところの
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基準ではおかしいということで、60 時間以上で割増賃金を引き上げるということで 2008
年に可決されています。 
 
 過重労働による健康障害防止のための総合対策はもう皆さんご存じだと思います。皆さん

がよく使われるのはこの「過重労働による健康障害を防止するために事業者が講ずべき措

置」でありまして、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、労働時間など

の設定の改善、労働者の健康管理に関わる措置の徹底、健康管理体制の整備、健康診断の実

施等、長時間労働者に対する面接指導等、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の

措置という非常に総合的な対策になっています。よく話題になるのはやはり長時間労働者に

対する面接指導であろうと思います。 
 
 面接指導の法制化の方は、平成 17 年 11 月に公布されて、18 年に施行されて、20 年の 4
月からは猶予されていた常時 50 人未満の事業場についても猶予がなくなったということで

す。面接指導の対象労働者の要件については、労働安全衛生規則の方で定まっておりまして

ご存じのように、義務は月時間外労働 100 時間超え、疲労の蓄積があり、労働者の申し出

があったもの。努力義務は、長時間労働により、疲労の蓄積、または健康上の不安を有して

いる労働者、事業場において定められた基準に該当する労働者です。 
 
 最近、平成 19 年の労働者健康状況を調べまして、医師による面接指導制度を知っている

事業所の割合というデータを見ていますが、全体では 45.6％が知っている。5,000 人とか

1,000 人という大きな企業ですとかなり知っていて、50 人未満ですと 65％、ただ、10 人未

満ですと知っている割合は 5 割を切っています。 
 
 それから面接指導を実施した事業所の割合ですが、これは実施しなかった事業所には該当

労働者がいない事業所も含むので、該当労働者がいてどれだけ実施したかという割合ではな

いのですが、まあ 5,000 人以上ですと長時間労働者は必ずいるでしょうから 100％。で、小

規模事業所では下がっています。これは必ずしも該当労働者がいて実施しなかったというわ

けではなくて、人数が少ないので該当労働者がいなかったことも含まれていると思います。 
 
 面接指導等の結果の事後措置については、事後措置を講じたが 8 割です。講じなかった

は 17.5％ということで 8 割が事後措置を講じていて一番多いのが労働時間の短縮。それか

ら次に多いのが深夜業の回数の減少と作業の転換とか就業場所の変更があります。 
 
 もうひとつの大きなものとして、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上の認定」が

あります。これは平成 11 年 9 月に策定されて最近改正されております。この判定は、業務

による心理的負荷の評価と業務以外の心理的負荷の評価と、個体側の要因、この 3 つを評
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価して総合的に決めるということだったわけですが、この業務による心理的負荷の評価にお

いてはこのような 2 つの記述がありまして、恒常的な長時間労働は十分に考慮する。極度

の長時間労働がある場合は業務による心理的負荷の総合評価を「強」とする。こういう文章

がありまして長時間労働がありますと認定されやすくなっているわけです。 
 
 この認定基準は平成 11 年、1999 年に出来たわけですが、そこから過労死よりももっと急

激に請求件数と認定件数が上がっておりまして、最近では請求件数はほぼ過労死と同じ程度、

900 件ぐらいありまして、認定件数は過労死よりは若干少ないですが 260 人ぐらいです。 
 
 こちらの方はやはり労働時間以外の心理的負荷の要因もかなり多いわけで、20 時間未満

でも認定されている方が 69 人いますし、20 から 40 時間で 9 人いますけれども、認定基準

の長時間労働を考慮するとなっていることから、40 時間以上で見ますと 6 割ぐらいですか

ね。80 時間以上では 5 割ぐらいいるわけで、さらに自殺の場合、長時間労働者の割合が高

くなっています。 
 
 過労死等の事例ですが、日本労働政策研究・研修機構にはメールマガジンがありまして、

登録しておくと送ってくれます。最近マスコミでは過労死を昔ほど取り上げなくなって、5
月の終わりとか 6 月の初めに厚労省が前年度の認定件数を発表するときと、あと、11 月の

勤労感謝の日あたりに少しこういう話題を取り上げます。それ以外ではあまりマスコミでは

取り上げなくなっていますが、このメールマガジンでは割合この過労死の認定が取り上げら

れていまして、ホームページでさかのぼれば一つ一つの記事を検索でき、チェックできます。 
 一つ目はタクシー運転手のくも膜下出血の例です。「時間外労働は月平均 80 時間を超え、

乗務終了から翌日の乗務開始までに数時間しかない」ことも指摘されておりまして、過労死

では運輸業界が認定最多でやはり運輸業では長時間労働は注意する必要があると思います。 
 トヨタ社員の過労死の認定。これはトヨタの自動車チーフエンジニアの男性が虚血性心疾

患で亡くなったケースです。男性は「カムリ」ハイブリッド車開発プロジェクトの責任者で、

死亡直前の 2 カ月間の平均残業時間が 80 時間で、06 年 3 月の生産開始が迫り、責任者と

して精神的な緊張を伴う業務であったことを理由に挙げた、ということで、長時間労働と精

神的負荷との複合暴露を受けた例だと思います。 
 これも非常に注目すべき事例だと思いますが、キャノンのリサーチパークの研究職の方が

自殺した例です。自殺直前の残業は月に 260 時間を超えていました。ここが問題なのです

が、職場は 10 時までしか残業ができない決まりだったが、男性は帰宅後や休日も深夜まで

パソコンを使って仕事をしていました。非常に管理上難しい問題です。さらに、直前にあっ

た研究成果を発表する「成果展」の準備のため長時間残業を強いられたうえ、当日は慣れな

い研究分野の発表で質問にうまく答えられず、大きな精神的ストレスを受けたということで

す。非常に頑張った上にさらに失敗したということでショックが大きかったのではないかと
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思います。こういうケースはこれから産業保健現場で非常によくあるのではないかと思われ

ます、会社では 10 時までに帰れと言っても、家では仕事をしているという状況です。会社

の仕事の要求度が高いとよくこういうことが起こりますから、そこまで管理しろという判決

だと思います。 
 もう一つ事故の例です。院生で、医師であった人が 24 時間徹夜で勤務した後に車を運転

して派遣先に出勤中にトラックと衝突して死亡した例です。アメリカでもこういう医療従事

者が徹夜してそのあとの自動車事故が問題になっています。 
 
 この図は配布資料の Business Labor Trend にもありますが、長時間労働というと基本的

に長い労働負荷時間ですとか睡眠・休養時間の不足あるいは家族生活・余暇時間の不足とい

った基本的なスキームが出てきますが、この長時間労働の裏には高い仕事の成果要求という

のがあって、キャノンのリサーチパークの例でもそのようですが、こうなりますと長時間労

働以外に精神的負担も増加したりあるいは仕事の密度も増加したりするということがあっ

て、こういうものが複合的に起こっているというケースもかなり多いのではないかと思いま

す。 
 
 日本では社会生活基本調査が非常に厳密な生活時間調査をしておりまして、対象者数も多

い調査です。このデータで 40 時間から 48 時間、49 時間から 59 時間、60 時間以上の労働

時間での仕事や睡眠の時間数を比較してみますと、仕事の時間が 2 時間半増えていまして、

睡眠は 30 分減っている。一番減少しているのがテレビ・新聞の時間で 50 分。いろんなも

のを減らしているわけです。で、過労死の認定基準を作る時は単純に残業時間が多くなれば

睡眠時間がその分減るようなそういう書き方をしていましたけれども、実際には違っていて、

いろんな時間を減らさざるを得ない。 
 
 ストレスとの関係ですが、労働者の健康状況調査を見ますと、ここでは 1 日 9 時間と 10
時間という区分しかありませんが、強い不安、悩み、ストレスが多くなっていて、仕事の量

は非常に強い関連がありますが、仕事の質でも少し増えているという、そういう具合になっ

ています。 
 
 長時間労働と健康・安全・生活問題では、大きく分けると脳・心臓疾患の問題と短時間睡

眠、疲労の問題、メンタルヘルス不調、家庭生活の阻害の問題があります。脳・心臓疾患で

はある程度関連がはっきりしていると思います。短時間睡眠や疲労についてもはっきりして

いると思います。ところがメンタルヘルス不調については「文献的には長時間労働との関連

は明確ではない。しかし、長時間労働は、睡眠・休養や家庭生活の時間を減少させることに

より、メンタルヘルス不調のリスクを上昇させる可能性がある」と言っていいと思います。

家庭生活の阻害はもう明確です。 
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 労働時間と脳・心臓疾患に関する疫学調査で信頼できる調査、重要な調査は以下の 3 つ

です。内山らの 1992 年の報告でハザード比は 2.7 になっています。それから、Sokejima
（笽島）さんらの 1998 年の報告心筋梗塞のオッズ比は 2.44 でした。2002 年の Liu さんの

報告ではオッズ比は 1.9 だったということで、週 60 時間程度の残業というのは確かに多く

のリスク、負荷を示しています。ただここで注意しておかなければならないのは対象者の年

齢でして、対象者はこの研究の場合は平均年齢 54 歳、この場合は 55 歳、この研究の場合

は 57 歳で、こういう年齢の方を対象にしたらこういう結果だったということは頭に入れて

おかなければならないと思います。 
 
 で、笽島先生の論文の中の図ですが 7 時間から 9 時間をコントロールとすると 11 時間以

上でオッズ比が上がっている。7 時間以下でもオッズ比が上がっています。Liu 先生の報告

では非常に興味深いのは、労働時間同士での比較もしているのですが、睡眠時間と労働時間

の組み合わせで比較解析をしておりまして、そうしますとちょっと対象の人が少なくなって

有意な結果ではないのですが、こういう値が出ていまして、週労働時間で 60 時間以下と 61
時間以上に分けておりましてこちらの線で睡眠 5 時間以下と睡眠 6 時間以上に分けており

ます。睡眠 6 時間以上であればオッズ比は 1.4 にしかなりませんけれども、睡眠 5 時間以下

と 6 時間以上というのは差が非常に大きくて、睡眠不足というのがいかに大きく影響して

いるかが分かります。 
 
 短時間睡眠と心疾患、糖尿病、高血圧のデータは外国でたくさん最近は出ておりまして、

心疾患についてハイリスクの睡眠時間は 5 時間以下とか、糖尿病については 6 時間ないし 5
時間以下とか、あるいは高血圧では 5 時間以下とかですね。6 時間未満 5 時間以下が、問題

になるというようなデータが出ております。 
 
 実験的研究では、体系的に調べた訳ではないのですけれど、Spiegel が Lancet に出した

論文はかなり有名な論文で、短時間睡眠を一日 4 時間で 6 日間負荷し、そのあと今度は一

日 12 時間ベッドにいて 6 日間と非常にたくさん眠らせた条件で糖負荷試験を行いますと、

「睡眠不足により糖クリアランスの速度が 40％低下した。急性インスリン反応が 30％低下

した」と著者は言っております。この図は原論文のものではなくて、Spiegel が“Sleep 
Deprivation”という本の中で書いた時の図を示しているので原論文の図とはちょっと違い

ますが、0 分のところでグルコースを静注し、20 分のところでまたインスリンの分泌の刺

激薬を静注しております。 
 
 労働時間と精神疾患・うつ症状については藤野らの「労働時間と精神的負担との関連にい

ついての体系的文献レビュー」が有名です。結論として「労働時間と精神的負担との関連に
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一致した結果は認められなかった。しかしながら複数の研究において関連性を認める報告が

なされていた」という書き方をされています。 
 
 私はその藤野らの 17 論文の中から対象者数 1,000 人以上のコホート研究の 3 論文につい

て結果をまとめました。Kawakami 先生の研究、杉澤先生の研究、Shields の研究。

Kawakami先生の研究では「月時間外労働が51時間以上とうつ病発症リスクは関連せず」。

杉澤先生の結果では「精神科疾患の新規受療リスクは関連せず」。で、Shields の研究だけ

は「女性では、週労働時間 41 時間以上のうつ病経験リスクは 2.2 ですが、男性では関連せ

ず」という結果を報告しています。結論ははっきりしません。しかし、非常にたくさん調査

があって、それで完璧に関連がなかったという訳ではなく、しかも日本の 2 つの研究もこ

の論文の報告年は 1989 年ですが調査はもっと前に行われていまして、今のようにうつ病が

非常に問題になっているような時期の研究ではないので、この問題はさらに研究してはっき

りさせる必要があると私は考えています。 
 
 日本もそうですが、研修医の過重労働というのは非常に問題になっていまして特にアメリ

カでは医療ミス、事故があったということで、ハーバード大学の研究チームが研究した結果

です。我々の勧告よりもずっと労働時間は長いのですが、週労働時間 84.9 時間を 65.4 時間

に介入でスケジュールを変えたら、睡眠時間が 6.6 時間から 7.4 時間に延びました。これは

夜勤中の注意力低下のケースを EOG（眼球電図）で計ったのですがこのようにきれいに、

平均値で半分くらいになっていまして、右側のグラフは個人個人の例ですが、長時間労働、

睡眠不足は医師の注意力を低下させていることを示しています。 
 
 アメリカの労働者の質問調査ですが、35 時間から 40 時間を基準として、仕事のストレス

とか疲労困憊、家庭生活の阻害が発生する頻度を示しています。一番敏感なのはやはり家庭

生活の阻害です。家庭生活の阻害は 41 時間から 48 時間でも表れています。70 時間を超え

ると高率にあるということです。 
 
 欧州労働条件調査での調査結果です。EU では EU 労働時間指令というのがありまして週

労働時間は 48 時間以下に規制されているわけですが、48 時間以下と 48 時間以上とを比較

したわけです。一番差があるのがこの「家庭生活、社会生活参加の阻害」です。で、そのほ

かに「健康・安全リスク」とか「健康影響」というのは 48 時間を超えると差が出ています。

逆に「高収入」というのは 48 時間以上だと高い。これはいい例です。「時間の柔軟性」も

大きく差が出ますけれども、これはこの EU の 48 時間以上の労働者というのは自営業が多

いということを反映しているためだと思います。 
 
 生産性のデータというのは実は非常に難しい問題で、あまりないのですが、仕事と生活の
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調和に関する専門調査会報告にデータが示されています。もともとは OECD の

Productivity Database のデータです。労働生産性で、労働者一人当たり、労働時間当たり

の名目 GDP の国際比較でアメリカを 100 とすると日本は 71、Euro 圏で 87 です。Euro
圏は日本の 1.2 倍、時間当たりの労働生産性があるということで、日本人はヨーロッパ人の

1.2 倍とか 1.3 倍も長い時間働いていますから多分収入は同じになると思いますが、時間当

たりの労働生産性はヨーロッパの方が高くて、日本は労働時間が長いので、それを掛け合わ

せて、収入になると同じという、そういう図式が考えられます。ただ、この問題は労働生産

というのは 1 次産業、2 次産業、3 次産業という産業によって非常に違っていて、生産性の

高い産業と低い産業がありますので、本格的な検討というのはもっと厳密にやらなければな

らない問題であると思っています。 
 
 ILO では労働時間に関する本の中でこういうことを言っていまして、産業保健ですと「健

康と安全」の問題、視点として「家庭生活との調和」、「男女平等」問題、「生産性」の問題、

あるいは労働者の「選択とか影響の余地」この 5 つの視点から労働時間を見ていかなけれ

ばならないと言っています。 
 
 ここから私たちの調査結果です。これは質問紙調査の結果です。調査は 2006 年と 2007
年から 2008年で、調査会社の調査パネルは 24万人ですが全国各地に散らばっていまして、

年齢、産業、非常に多様な人を含んでいると調査パネルです。この 2006 年の調査が 2,000
人、2007 年から 2008 年が 5,000 人を対象として郵送による質問調査を行いました。まず

「労働時間と健康との量反応関係」ですが、労働時間と健康との関連を調べた文献というの

は少なく、まして今、日本で月残業 45 時間という区切り、80 時間、100 時間という区切り

で体系的に区切った区分での研究というのがあまりないので月 45 時間、80 時間、100 時間

にどんな意味があるかというのを検討することを一つ目の目的としました。2 つ目は「メン

タルヘルスとの関連」です。3 つ目は、長時間労働の健康影響には大きな個人差があると思

うのですが、個人差要因として「サポートの有無」あるいは「個人への適合度」を検討して

います。さらに「裁量権」という勤務時間に関して自分で選べるという裁量権の問題を検討

しています。 
 
 最初の調査は労働力調査の性、産業、年齢、階級の構成比に合わせて 2,000 人を調査しま

して、この調査では自営業の方も含んでいましたが、自営業を削除して 5,000 人選び次の年

に追跡調査をしたのですが予算が減少したので 5,000 人ではなく少し対象数が減ってしま

いました。主に今日お話しするのは 2007 年のベースラインのデータです。これは最後の解

析対象者をどのように選んで行ったかということで最初の年の調査対象には最終的に自営

業者も含んでいたので 1,350 人。追跡調査のベースラインでは 5,000 人のうち 3,851 人。追

跡では 2,437 人を解析対象者にしています。 
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 「睡眠時間」と、「疲労自覚症状」これは厚労省の疲労チェックリストを若干修正したも

のを使っています。「うつ症状」は CES-D で「昼間の眠気」は ESS です。月時間外労働の

単位ですが、週労働時間に直して、週労働時間でいうと 50 時間というところと 60 時間と

いうところと 65 時間というところが重要です。週労働 35－40 時間を基準にしまして 6 時

間未満の短時間睡眠がどれだけ出るかということを解析しました。35 時間から 45 時間を基

準にしますと、週労働時間が 41 から 50 時間では、短時間睡眠 6 時間未満の人は 1.3 倍で

すが 51 時間を超えますと 2.4 倍、66 時間、月時間外 100 時間を超えますと 5.8 と非常に高

くなっているという結果でした。疲労が高い人を比較しますと、やはり 41 から 50 時間で

は 1.4 ですが、50 時間を超えますと 1.9 と明確に影響が出てきて、あとはどんどん増えて

いくという結果です。 
 
 それから「昼間の過度の眠気」ですが 41 から 50 時間ではそれほど影響はありませんが、

50 時間を超えますと 1.7 倍になり、60、65 を超えますとどんどん上がっていく。最後に「う

つ症状」なのですが、短時間睡眠とか疲労とか眠気に比較しますとオッズ比が高い値にはな

っていませんけれど、週労働 66 時間、まあ月残業に直しますと 100 時間を超えますと 1.8、
また、週労働 70 時間を超えますと 1.5 という風に週労働 66 時間以上で有意な結果が出て

おります。 
 
 次に「上司のサポートの有無の影響」ですが、非常におもしろい結果でし。CESD の得

点を縦軸にして、高い部分と低い部分に分けて、週労働時間 50 時間以下、50 時間以上、61
時間以上の 3 区分で比較してみますとサポートの高い低いでかなり得点が違う。サポート

が高いと労働時間が長くてもあまり増えていません。サポートが低くて労働時間が長いと、

心理的負荷の認定基準にも上司のサポートがない状況での長時間労働は非常に問題という

ような記述があると思いますけれども、その通りの結果になりました。 
 
 次に「労働時間の個人への適合度」というのが重要であると考えまして、労働時間の主観

的長さとして「あなたは労働時間についてどう思いますか」ということと、疲労等、週労働

時間との関連を検討しました。2006 年の調査の、このケースは労働力調査と、産業、性、

年齢の割合は同じにしていますが、職種は調整していません。労働時間分布は 50 時間以下

は 60％、51 から 60 は 23％、61 から 65 は 8％、65 時間以上は 7.5％でした。 
 
 労働時間が、「適当だ」、「多い」、「非常に多い」の回答ですが、労働時間 50 以下では 9
割の人が「適当だ」と答えていますが、51 を超えますと「適当だ」と思う人は 5 割を割っ

ていまして、あと 61 から 65 ですと「適当だ」という人は 4 分の 1 になって 66 時間以上、

月時間外 100 を超えると半数の人が「非常に多い」と答えていました。一つ私が言いたい

のは 50 以下と 50 以上はやはりかなり違うということと、労働時間の認識にはやはり個人
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差があって、月時間外 100 を超えますと適当だという人は 10％を切っていますが、9.2％は

「適当だ」と答えていますし、61 から 65 では 25.3％が「適当だ」と答えています。こう

いう個人差があるということも明らかになりました。 
 
 さて、労働時間別に「適当だ」、「多い」、「非常に多い」の方々の疲労の得点を比較してみ

ますと、非常に多いという人は疲労側に行っているわけで、適当だ、多い、非常に多いと上

がっているわけですが、どの労働時間を取ってもこれは同じ傾向でして、確かに 66 時間以

上でも「適当だ」という方がいて、その人は疲労を感じていないことを示していると思いま

す。ただこういう方の割合は非常に少ないです。 
 
 うつ症状についても、うつ症状は習慣的労働時間が「適当だ」と「多い」とはあまり差が

ないですが「非常に多い」だと有意な差がありました。で、この「適当だ」「多い」「非常に

多い」と高疲労の関連を解析した結果ですが、労働時間そのものよりも、その人が「適当だ」

「多い」「非常に多い」と感じていることの方が関連は強いということです。客観的な労働

時間とともに、その人が非常に労働時間を長く感じているということが問題です。ただ、逆

に「この人は労働時間を長いと感じていないから長時間労働をしてもいい」という風に使わ

れるとちょっと問題で、主観的なものですので何か客観的な指標も同時に考慮する必要があ

ります。54 時間から 64 時間とか、週労働時間が 40 から 50 でも長いと感じている人がい

るということは何かやはり大変なんだなあということを頭に入れておかなければいけない

という風に思います。 
 
 最後に、裁量権ですが、ヨーロッパは労働時間が短くなっているので特にこの裁量権の問

題が非常に影響があると考えているんじゃないかと思いますし、そういう研究もあります。

一日の労働時間について労働時間の長さを自分で決められるか。始まる時刻と終わりの時刻、

これは日本でいうフレックスタイムですが、休暇、長期休暇、有給休暇をスケジュールを立

てること、介護休暇を自分で決められるかという質問と疲労などとの関連を調べました。 
 
 一日の労働時間に対する裁量権が「低い」「中ぐらい」「高い」で比較しています。ここだ

け男女分けしています。疲労回復点は裁量権が高いと低くなっています。不眠症状は男性だ

けですが、裁量権が高いと低くなっています。昼間の眠気とかうつ症状では悪くなるのです

が、やはり裁量権が高いと低くなっています。こちらの休暇取得の裁量権の方は関連が一日

の労働時間との関連よりも大きくて、疲労回復点も確かに減っているし、不眠症状も減って

いまして、そういう自分で決められるということは労働者にとってはいいことであることを

示していると思います。 
 
 以上、まとめますと「労働時間と健康との量反応関係」では週労働 50 時間から有意の健
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康影響があり、週労働時間 60 以上では顕著ということで、総合対策で言っているような月

時間外労働 45 時間、週労働 50 時間以下にしましょう、ということです。また、時間外労

働 80 とか 100 時間以上では非常に影響があるので健康チェックをしましょう、ということ

をサポートするデータになりました。 
 メンタルヘルスでは週 60 時間以上で影響がある可能性があることが示唆されました。サ

ポートの影響は、非常に大きいと思われます。個人への適合度というところで、主観的労働

時間を考慮する必要があること、裁量権の増加は健康度の向上と関係する可能性があること、

以上が我々の調査データです。 
 
 最後に「過重労働対策のポイント」ということで、基本的なことは「過重労働による健康

障害防止のための総合対策」に記述されています。この対策の中では、労働時間を減らしま

しょうとか、有給休暇を取りましょうとか、労働時間の適正化というのを一つの柱とし、も

う一つの柱は健康チェックということです。私の考えとしては、留意することとして、事業

場に共通の上限労働時間の目安を設定することが必要であると思います。やはりこういうも

のを設定しないと、どうしても長い労働時間の人がいて引きずられてしまう、ということが

あると思います。上限値としてはやはり週労働 50 時間ぐらいではないか、EU の労働時間、

1 週間に 48 時間と似たような値ではないかと思っています。 
 次いで、個人に合った労働時間を実現すること、上司、同僚のサポートの充実、裁量権を

高めることが重要だと思います。また、総合的な勤務状況や健康、安全、生活影響を考慮し

た助言指導、疲労チェックリストや職業性ストレス簡易調査票等を活用した助言指導が有効

であると思います。疲労チェックリストでは、過重労働かどうかは自覚症状と勤務の状況で

はっきりわかって非常に単純で使いやすいと思いますが、どのようなストレス要因があるな

ど、対策を見つけるには、やはりこの職業性ストレス簡易調査票を使った方がいいと思いま

す。 
 
 「過重労働対策推進をするために重要なこと」として、事業者も労働者も仕事の成果要求、

仕事ではとにかく成果を上げるということが重要ですから、健康生活の視点からだけ言って

もなかなか難しくて、やはりバランスを考え、事業者や労働者はとにかく何か成果を上げよ

うとしているんだということを頭に入れてご説明しないとトラブルが起こるかもしれませ

ん。それから産業保健の役割としては生産のことはあんまりわからないものですから過重労

働をどうやって理解してもらうかということで調査・研究・労災認定等のデータとか、法律・

通達などの内容を示すということと、これはちょっと能力が要ると思いますが自分の事業所

において何か過重労働と健康生活との関連のデータを示せれば説得力があがると思います。 
 
 最後に、日本の働き方の意識とか風土みたいなものなどがすごく重要で、日本人は何か時

間が無限にあるかのように考えて、夜何時まででも仕事ができるような人が中にはいて、私



 

28 

などはそういう人と一緒に仕事をやるのは嫌ですが、「限られた時間でできることをする」

という意識がちょっと足りないんじゃないかということと、ヨーロッパに比べて分業、なん

でもできるというような風土がありますよね。それから仕事が生きがいみたいな人がいるわ

けですが、仕事は生活のすべてではなく、仕事は生活を豊かにするためにあるという意識が

欠けている人も多い、と思います。あと休むことに罪悪感というか、休んだ方がかえって健

康になってそれで仕事もバリバリできるのに、調子が悪くても長時間やっている人も中には

います。仕事中心の生活が犠牲にしているものには、健康、家庭、生活の豊かさ、女性の社

会進出等があり、かなり問題となっていることへの気づきがちょっと少ないのかなあと思い

ます。実験的にやってみなくては分かりませんが、もっと労働時間を減らしても、意外に生

産性が維持できるのではないのかと私は思うのです。昨今の世界経済不況だと、そうも言っ

ていられない状況ですが。産業保健の現場だとやっぱり過重労働というのが非常に問題で、

少しでも過重労働を減らしていくことは会社にとっていいことです、というようなことを広

めていくのが重要かなと思っています。以上です。 
 
安齋先生（司会）： 
 先生、お疲れのところ、先生ご自身があまりお休みになられていない中、最新の研究も含

めご紹介いただき誠にありがとうございました。では中央の時計で、少し早目になっており

ますので、50 分まで皆様にご休憩をいただいた後、ディスカッションの方に移らせていた

だきます。後ろの方に茶菓を用意しておりますのでどうぞご利用ください。先生有難うござ

います。 
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質疑応答 

 
安齋先生（司会）： 

ではお時間になりましたので、ここからディスカッションに移らせていただきたいと思い

ます。 
 
初回は皆様からご質問いただくのは難しいかと思いますので、私から伺いたく存じます。

先ほど、「個人への適合度」についてのご説明があったと思います。主観的な労働時間も考

慮する必要がある、本人が労働時間が長いと思うこと自体が危険である、というお話でした。

私も日ごろ社員と過重労働の面談をしておりまして、そのように感じております。2 年位前

までは、時間外時数が 200 時間を超えるというような社員もおりましたが、今では労使協

賛での取り組みにより、時間外時数も減っております。面談をしておりますと、まさに岩崎

先生が仰ったとおり、時間外時数が多くとも、「自分としてはそんなに長いと思わない。」と

申す社員がおります。そこで、本人がこの労働時間が適当だと思う理由というのが気になっ

ております。岩崎先生にご教授いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 
 
岩崎先生（講師）： 
適当でないと思っている人は、先ほどの「疲労」とか「うつ」とか「眠気」などを当然感

じているわけでして、適当だと思う人は、あまりそういうことも感じていないということが

一つの条件です。それ以外にやはり労働して自己実現というか、お金、地位、仕事が好きだ、

そういう条件がやはり無視できないと思います。仕事が嫌いだと適当だとは思わないでしょ

うし、早く帰りたいと思うでしょう。自己実現ということで、やはり自分の仕事の達成度と

かお金が増えることも重要と思います。「自己実現」と「自分の体調」の 2 つが主要な理由

かなと思います。 
 
安齋先生（司会）： 

有難うございました。いかがでしょう、皆様の方から何かご質問があればと思いますが。 
では、A 先生お願いいたします。 
 
A 先生： 
今日は有難うございます。先生のアンケート調査の中に「休日の過ごし方」というような

項目はないのでしょうか。というのは、外から見ていると最近、若者の休日の過ごし方が、

すごく下手だと感じるんです。余暇の過ごし方ですね。それで結局何をやっているかという

とインターネットをやっている、部屋で一人でというような状況がある。要するに精神的な

疲労というか、仕事は忙しくてもうまく余暇を利用して自分なりにそういう時間を使ってい
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る人はいいのかな、と思うのですが。その辺はどうでしょうか。そういうのは前にもあった

ような気もしますが。 
 
岩崎先生： 
私たちは余暇の過ごし方に関しては「人と接触するか」とか「運動している」とかを項目

に含めて解析していたのですけれども、一般的には社会的活動、友人とか地域社会で活動を

していた方が健康にいいということは言われています。仕事上以外にインターネットとか、

パソコンをいじりだしたら疲れるかもしれないですね。 
 
安齋先生（司会）： 
話が逸れますが、新入社員や若い社員と面談をしますと 3 分の１くらいがインドア派で

す。室内でのアニメや DVD 鑑賞が趣味という社員もいます。バーチャルな世界でのストレ

スの解消が一概に悪いというわけではありませんが、人間同士のコミュニケーションという

観点からも、また（活動量も低くなるため）メタボリックシンドローム対策という観点から

も危惧しております。少し蛇足になりましたが、皆様からのご質問、他にいかがでしょうか。

はい、B 先生お願い致します。 
 
B 先生： 
労働時間と直接の血管疾患に対する疫学的な良いデータというのはあまりないのではな

いかと思っていたのですけれども、これらはかなり正確性の高いデータということなのでし

ょうか。 
 
岩崎先生： 
 3 つの研究のうちで、内山先生の研究は追跡研究、ベースラインから何年間か追跡した研

究です。笽島先生と Liu 先生は症例研究、ケースコントロール研究で、追跡調査ではない

です。内山先生のご研究ではわずかに有意差が認められる程度の差で、調査対象者が、病院

の降圧剤服薬者という制限があったり、年齢も 54 歳と限られた調査ですけれども、一番先

に長時間労働と脳・心臓疾患の発症との関連を示した研究です。 
 
B 先生： 
ですから例えば、たばこを吸うであるとか、年齢的な要素だとか、そのほか狭心症を起こ

しやすいいろんな要因がありますよね。 
 
岩崎先生： 
そういう要因は全て、危険因子は全部考慮されています。ただ、論文として、たしか産業

医学だったと思いますが、和文誌なので、この論文を評価しない人も結構いるのでしょうか。
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追跡調査がありますよと言っても、追跡調査なんかない、と言われることがあります。 
 
B 先生： 
それと、そのあとに出てきている、むしろ睡眠時間とのほうがどちらかというと関係が強

いという側面があるのかなあという気はするんですけれども。こちらの睡眠時間の方という

のはコホートか何かですか。 
 
岩崎先生： 
これは同じ調査で睡眠時間との関係を論文にしていたと思うのですけれど、結果について

は覚えていません。多分笽島先生と Liu 先生の研究は症例対照研究ではあるけれども、か

なり厳密なものだと思います。 
 
B 先生： 
社内で毎年いろいろなアンケートを取っているんですけど、労働時間とストレスはあまり

ダイレクトな関係がどちらかというと少なかったり、まあそれなりにマスで取れば増えてい

くんですけれども。むしろそれこそ睡眠時間だとかいうのが関係あったりするのが強いのか

なあ、と思ったり。それから特にこういう都会に住んでいらっしゃる方の通勤時間というの

がかなり要素が強くて、それこそ片道 1 時間とか１時間半以上毎日かかっていらっしゃる

方だと 3 時間ぐらい通勤に取られている。そうするとそれに労働時間が長くなったり、残

業時間が長くなったりすると本当に極端に睡眠時間を短くして働いているという環境があ

るんですけれども、どちらかというとむしろ睡眠時間の方が強く関係しているのではないか

なあ、と。 
 
岩崎先生： 
多分睡眠時間の方が直接な要因じゃないかと思います。以前は通勤時間との研究等もあっ

て、我々の調査などでも労働関連時間として、通勤時間を足したものを労働関連時間として

それとの関連などを論文にしましたが、通勤時間を入れたものとして、連合も、労働関連時

間という形で、いろいろな要因を入れて、それを指標にして論じていましたが、最近は全く

減ってきて、とにかく労働時間は労働時間。その時通勤時間も一緒に解析してきた印象では、

通勤時間は、確かにおっしゃったようなことがあるけれども、通勤の間に寝ているかも知れ

ない。会社で拘束されていないので、多少は大変でしょうけれども、通勤時間は労働時間と

は多少違うのではないかと。寝ていたり、その間に会社でいやなことがあったりしても、ス

トレス解消ができ、嫌な気分でいきなり家に帰っちゃうよりはよいとか、そういう面も少し

はあるかなあと思います。 
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B 先生： 
 有難うございました。 
 
安齋先生（司会）： 
 有難うございました。他にいかがでしょうか。C 先生お願いします。 
 
C 先生： 
 講演でご紹介頂いた疫学研究についてお尋ねしたいと思います。脳・心臓疾患の発生は、

基本的に動脈硬化性の変化がベースにあって、これに何らかの要因がさらに加わって起こる

ことが多いのではないかと思うのですが、これら疫学調査の労働時間はどの位の期間の労働

時間を視点に検討されたものなのでしょうか。 
 
岩崎先生： 

Liu さんはかなり、過去一週間、過去一カ月、過去一年と、発症してから後、急性心筋梗

塞で死ななかった人にインタビューしてデータをとっています。期間をいろいろ分けてデー

タが出ていますけれどそんなに変わりがなかったように思います。ただ、過去一年といって

も過去一週間のデータも入っているし、過去一年、過去一カ月も含んでいるので最後の一週

間のを聞いているのか、一年間全体のものを聞いているのかなかなか見分けにくい。だから

この過労死認定の評価期間の 6 か月必要という、これなかなか微妙な問題で、特にうつ病

の発症の評価期間の問題はものすごく判定にきいてきます。調査では一時点だけで聞いてい

るわけですけれども、労働時間は、変動しているわけでして、何回も取らなくちゃ正しいデ

ータは取れないと思うんですけれども。要するに日本は長時間の人は慢性的に長時間みたい

なイメージですが、労働力調査のデータも実はその月の最後の一週間の一週間だけ聞いてい

るわけなので、その人はその一週間は長時間働いていたけど、ほかの週はどうかわからない

訳です。 
 
C 先生： 
 有難うございました。確かに色々な要素が絡まり難しい面があると思いますが、過去１カ

月や６カ月平均が基準を満たすか否かで労災かどうかが決まるのは医学的な見地から妥当

なのか疑問に感じることがあるので、お尋ね致しました。 
 
安齋先生（司会）： 
 有難うございました。他にいかがでしょうか。D 先生お願いいたします。 
 
D 先生： 
過重労働の面接を行った時の感想ですが、自分の意見として「平日、多くの時間外勤務
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を行い、土・日は休養する」または「土・日の出勤時は長時間仕事をしても、平日は定時

に近い勤務で帰る」というパターンがありました。このように、自分の意思で決められる

方の場合は、特に問題がなかったように思いました。一方、自分の意思で決められず、長

時間の時間外労働を強いられ、かつ終わりの目処の立たない時間外労働の連続は、心身と

もに問題があると考えます。 
 
岩崎先生： 
労働時間に対する裁量権というのが重要で、裁量権を持っている人はその面だけでもすご

くいい状態です。平日だけで時間外 100 時間と、土日も含めて 100 時間と、働き方として

どちらがいいかと、そういう問題があると思いますが、日本の大企業だと、土日はしっかり

休むというようなパターンです。むしろ自営業的な人が土日も含めて長時間。私の推測です

が、平日に時間外 100 時間すると必ず平日の睡眠時間が減少します。平日の睡眠時間は、

私たちの調査では睡眠時間というのは勤務日の睡眠時間を聞いていますが、土日に「寝だめ」

をしても、平日の睡眠不足の影響は解消されないというような見解が結構あると思うので、

平日の 100 時間は影響があるのではないかと思います。心理的には、とにかく会社という

のが精神的なストレスがあるところだとすると、ずっとストレスを引きずって働いている状

態だと思うのですけれども、土日必ず休むとそれを一回リフレッシュするということですの

で、メンタルには平日にめいっぱい働いて土日はとにかくしっかり休んで別の場所にいる方

がいいのではないかと、そんな感じがしています。 
 
D 先生： 
裁量権についてですが、以前に勤めいた企業では、「時間外労働は、事前に労働組合の許

可が必要」という協定がありまして、労働者の思いだけでは時間外労働ができない仕組み

になっておりました。 
 
岩崎先生： 
話は変りますが、労働時間のミスマッチ、労働経済の方ではアメリカで労働時間の短縮を

どう思うとか、長くなるのをどう思うとかそういう調査をすると、アメリカの場合は労働時

間が長くてもみんな大体「適当な労働時間で働いている」と答えているのですが、日本の場

合は労働時間が長くなればなるほど、「自分はこの労働時間を望んでいない」という答えが

多い。そこがなにか、労働経済の方ではすごく問題にしているようです。アメリカの方では

多分労働市場の流動性があるので、長く働くのが嫌いな人は労働時間の短い方に行って、長

く働くのを何とも思わない人は違う方へ行くとか、選べると思うのですけど、日本の場合は

結構長時間労働をしていて嫌だけれども、ほかに移ることができないというのが多いという

ことが問題だというようなことが学会発表されていると、労働経済の方の交流会などで聞き

ます。 
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安齋先生：（司会） 
 有難うございました。他にいかがでしょうか。では、私から質問させていただきます。 
 資料 8 枚目のパワーポイントのスライドあたりで、昨年 9 月以降の不況で若干労働時間

が減っている傾向もある、というようなお話があったかと思います。僭越ながら、自身も同

じように感じております。設備投資も減り、仕事が減っている。時間外の削減という意味が、

本当に健康を考えてのことなのか、若干違う意味もあるのではないかという印象があります。

若干危惧しますのは、もし不景気という経済状況がこの過重労働や時間外を減らしているの

であれば、先行きが良くなってきたときには、また増えるというようなことはあるのでしょ

うか。御考えを伺えればと思います。 
 
岩崎先生： 
あると思います。 大企業では時間外労働削減を言われるところが多いかもしれませんけ

れど、言わないところは人減らしをして、同じように仕事をしているので、却って労働時間

が長くなっているところもあるというようなことが指摘されています。 
 
安齋先生：（司会） 

仰るとおりです。業種、企業間によっての傾向を勉強させていただきます。有難うござい

ました。他にご質問いかがでしょうか。B 先生お願いいたします。 
 
B 先生： 
 「まともな労働時間の特性」というところで、海外のものでは「家庭生活の調和」という

ことの因子が非常に重要ですということで、どちらかというと今まで私たちも安全とか、健

康とかの面に関しては認識しておりましたが今こういうことを見せられて、そういうことも

かなり注意をしないといけないのかなと感じたことと、それと、先生が最後に日本人に欠け

ている部分として、いろんな家庭での生活の工夫、というのをかなり指摘していらっしゃっ

て、そのことでは最近若い人たちほどむしろそういうことの重要性を強く感じていて、そう

いうことで仕事の満足感は逆に長時間になると少なくなっているのかなあ、と、今このお話

を聞いていて感じたんですけれども、そういうことに関して先生から何か。 
 
岩崎先生： 
 年代差ですか。 
 
B 先生： 
 ええ、以前は、日本人に欠けているか、まあ働くのが当たり前というか、そういうことに

関して最近の若い人たちはむしろそのような仕事以外でのほかの生活に対しての欲求度み

たいなものが強くて、逆に長時間残業というようなものはいやがる、という、面談をしてい
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て結構そういう方が多くて、ある程度の年齢の人は働くのが当たり前というか、そういう感

じの印象を受けているのですが、何かそういうデータとか何か先生の研究の方でそういうの

がありましたらお願いします。 
 
岩崎先生： 
多分若い人には、私の身近にいる人だとパターンが 2 つあるようです。すごくバリバリ

やって業績を上げようというので長時間をいとわない人と、そうでない人と。昔は長時間を

いとわない人がほとんどだったのが、最近は 2 パターンになってきたのかなあという印象

です。 
 
B 先生： 
というか、日本での家庭生活との調和がうまくできないからという風なデータはあまり日

本ではないのでしょうか。海外だとそういうことをすごく強調して、データもある。日本で

はあまりそういうことについてというのは・・・ 
 
岩崎先生： 
調べてないので分かりませんが、日本では分業しているという意識は、男女が分業してい

るということで、男性の方が働いて、稼ぐ。 
 
B 先生： 
男性の方が働いて、要は家庭にお金をもってくる。そういう意味では、働く人の満足度に

はそういう社会的なこともかなり影響があるということなんでしょうけれども。 
 
岩崎先生： 
そうですね。やはり外国のデータは「家庭生活との調和」をすごく問題にしていますけど

ね。あとやはり、家庭生活との調和が問題なると労働時間というのは週 40 から 50 時間、

50 から 60 時間と短いところです。日本はもっと高いところで 50 時間以上、60 時間以上が

問題となります。だから外国ではむしろ健康被害が出るほどの長時間労働はない。 
 
B 先生： 
 日本ほど長時間労働はそんなに多くはない、と。 
 
安齋先生（司会）： 
 いかがでしょうか。はい、C 先生お願いします。 
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C 先生： 
 先生のご研究で、自営業者の方も対象にアンケートを取られたということと関連して、仕

事のやり方にバリバリやるグループとそうでないグループ、モチベーションの高いグループ

とそうでないグループがあるとありましたが、その様なグループ間で健康問題の発生にどれ

だけ差がありましたでしょうか。自営業者の労働時間は中々把握が難しいと思われますが、

仕事柄自分たちが頑張れば成果が目に見える形で現れますから、モチベーションは高く維持

できると思われます。また、健康も自分で管理しなくてはなりませんから、自己管理の意識

や能力が高いのではないかと考えられます。一方で大企業の中にいて健康管理も会社任せと

いった方も少なくない気が致します。ですから、自営業者のグループと大企業のグループで

何か違いが見えてくると面白いと思うのですが。 
 
岩崎先生： 
 残念ながら雇用者だけを扱っているので、自営業については、解析的には何もしていませ

ん。先生のおっしゃったようないろんな日本のマイルドな面よりも、長時間で生活時間が減

るというようなすごく影響が大きいところだけを調べています。もう少し労働時間が減って

くると、先ほどあった「どんな過ごし方がいいんだ」とか、オランダなんかでは 35 時間と

か 40 時間とか労働時間が短いところの労働時間の研究がありますけれど、そうなってくる

と他の要因のことを考慮して、裁量権だとか、やりたくてやっているのかとか、そういう問

題も出てくるでしょうけれども日本ではあまり研究がまだないですね。 
 
安齋先生（司会）： 
他にいかがでしょうか。B 先生どうぞお願いします。 

 
B 先生： 
よく、職場だとかで説明をする時に「長時間で疲労だとこのくらい効率が落ちるからむし

ろ休憩や休息でちゃんとして、疲労をためない方がいいですよ」ということをある程度根拠

をもって説明したいと思う時があるのですが、ここで研修医のいろんな時間を調整してどの

くらい効率が上がったかというのを載せていただいたのですが、それ以外で、そういう風な

感じの、どれくらい効率が上がるかというようなデータはないものなのでしょうか。 
 
岩崎先生： 
 休憩時間ですか。 
 
B 先生： 
休憩というか、長時間残業をするために疲労を溜めていて働くよりはむしろそこのところ

を長時間ではなくて。ま、会社だとか職場だとかになると「仕事の効率が下がるからこうい
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う風に」という風な説明をすると非常に説明しやすかったりとか、インセンティブが高かっ

たりするんではないかと思うんですよね。だからそういうので何かある程度出ているような

データはないのかなと、ときどき感じてたりもしているものですから。 
 
岩崎先生： 
私たちもその点について、介入調査ということで会社に「一日 2 時間労働時間を減らし

て、一週間」といって話を持ちかけたのですが、同意してくださった会社もなかなかなくて、

同意してくださった事業所で免疫とかコルチゾルとかいろいろ測定しましたが、、なぜ協力

してくれたかというと、そこは教育機関で、試験中に先生方の労働時間を減らせるんです。

そこで、労働時間を減らすということに協力してくれて、そのあとまた忙しい日に戻る。介

入調査をでしたが、ちょっと複雑な調査になりました。労働時間を減らした週に免疫等が上

がっていた人もいましたが、付けて頂いた日記から労働時間を減らさない人もかなりいるこ

とが分かりました。その次からの週がまた忙しくなるから早く帰っても、その次の週の準備

とか採点を済ませてしまうとか、早く帰っても家で仕事をしていた人が結構いて、複雑な調

査になりました。 
 

安齋先生（司会）： 
 よろしいでしょうか。はい、E 先生お願いします。 
 
E 先生： 

2 時間の労働時間短縮の介入研究ができなかったということですが、さっき安齋先生が去

年の 9 月以来残業というか、労働時間が以前に比べだいぶ短いとおっしゃっていましたの

で、そういうことで行くと、同じグループで労働時間短縮の効果を測定するような比較研究

は、できそうですね。まあでも前にデータを取っていないから。昨年までに、なにがしかの

データがあれば、今年労働時間がそれだけ短くなれば、何か変化が出ると面白いのかなあな

んて思って伺っていたのですけれど。 
 
安齋先生（司会）： 
私へのご質問有難うございます。労働時間のデータは全てございます。それにプラスして

生活の面でしょうか 
 
E 先生： 
 ですとか、ストレスですとか、気分尺度ですとか、もしあれば。 
 
岩崎先生： 
健康診断のデータと突き合わせると。 
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安齋先生（司会）： 
私共の課題として、いただきたいと思います。有難うございます。他にいかがでしょうか。 

C 先生お願いします。 
 
C 先生： 
 まだお時間があるようですので、過重労働対策の将来展望についても皆様のご意見を伺え

ればと思います。先生の資料にもありました通り、今度時間外労働の割増率が上がりますの

で、企業も時間外労働・残業手当の削減に真剣に取り組むでしょうが、一方で管理職に一層

しわ寄せが来るのではないかと心配しております。景気の影響もありましょうが、今の過重

労働対策が長時間労働に一定の歯止めとなっているということは感じております。しかし、

毎月毎月面談を繰り返していても単なる企業の免罪符にしかなっていないという虚しさを

感じることもあります。過重労働対策が、今のこの形のままで良いのか、もっと第 2 弾、

第 3 弾の対策・施策を考えていかなくてはならないのか。この点についてご意見を伺えれ

ば有り難く思います。 
 
岩崎先生： 

やはり日本で、時間外労働 80、100 時間が危ないというのがすごく広まったのは、この

過重労働面談のおかげです。どこの職場でも、働いている人も 80 時間とか 100 時間は危な

いことを知ってますよね。そういう面ではすごくこの過重労働面談制度で、日本では実行力

のある労働規制というのがあまりないので、すごく価値があったと思うのですが、それを任

されている産業医は非常に消耗して、大変かと思います。毎月毎月やるというのが、同じよ

うなことを特に変わりないのにやるのは、すごく大変ですよね。ただ個人的な感想としては

なぜこんなに長時間、月 140 時間とか 160 時間とか、神奈川県の労働局のデータでも、こ

んなに残業している人が現にいて、よくやっているなあと思うんですけどね。ちょっとお答

えになっていなくてすみません。 
 
安齋先生（司会）： 
有難うございました。そろそろお時間になりましたので、このあたりで終了とさせて頂き

ます。たくさんのご意見ご質問有難うございました。岩崎先生におかれましては、ご研究を

含め貴重なお話をいただき、誠に有難うございました。本日ご参加いただきました皆様方に

は、事業場での過重労働対策をお考えいただく上で、本日のお話、非常に良い糧になられた

のではないかと思います。最後に石渡所長よりご挨拶をいただければと思います。 
 
石渡所長先生： 
どうも今日は、お忙しい中多数のデータをご紹介いただましたありがとうございます。先
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ほどからいろいろ議論が出ている中で、一つはやはり労働時間というか、働き方をどう日本

人が考えるかというのがひとつはあるか。某自動車がアメリカで初めて、シカゴから 100
キロぐらいのところ、ど真ん中に自動車工場を作ったんです。その時は、自動車労連という

のは一番強い労働組合で残業に対してものすごい規制をして、日本のムードで向こうに行っ

て自動車を作るのは初めてで、アメリカで工場を作った時に時間外労働というのが労働組合

で認められるかどうかと、すごい大きな話になりまして、その時いろいろやった結果どうい

うことで結論づけたかというと、時間外労働は認める、と。しかし、5 時を過ぎて定時にな

ったら家へ帰ってちゃんと家庭サービスをしなければならない。そこは絶対に守らせる。そ

うすると、残業をするのは朝の 2 時間は認めます、というので妥結したという、今から 40
年前のことです。それは某自動車は日本ではそんなことはやっていない。働かせ方、働き方

に対する日本人の考え方をちょっと変える必要があるのかなと思います。それからもう一つ

は、残業時間がなくなって早く帰れると、やはり日本人は依然として赤ちょうちんグループ

が多いですから。これはひとつは、ぼくは沖縄で実は万博の時に、1 か月ぐらい医療援助で

行っていたんですよ。すると、沖縄では、もっともあのころは自動車がそんなにない時代で

したが、宴会をやるというと、いったん全員家に帰るんです。家に帰って何時から始めるか

というと、7 時とか 8 時、下手すると 10 時から始めて宴会は 12 時になると解散。そうい

う文化だと、都会ではできませんよ。ただそういうようなコミュニケーションの取り方とい

うのはやはり変えるということにそれぞれが工夫しなければいけないのに、日本は依然とし

て昔のまま、と。で、これは一番最近思うのですが、今の経営者というのは戦争で勝ったグ

ループなんです、全部が。どけどけとブルトーザーのごとく戦って勝ったのが今全部経営者

ですから、結構やっていることと言っていることは非常に違うという印象が強いですね。で

すから、健康に対して、健康投資とかいろんな言葉を使うけれども決して健康に対してあま

り関心も持っていないから、産業医の先生が苦労しているのではないかという気がかなりし

ています。ですから、ある人に言わせると、今の経営者が 20 年若返ったら、かなり企業と

しての考え方が変わって、働かせ方も変わるのではないかと一部の人が言っている、こうい

う話もありますので、これは今日の研究発表というか、先生のデータとちょっとかけ離れま

すが、今の社会の中ではそういう風なところがある、と。で、一つぼくが今気になっている

のは、実はリストラがあって、人が少なくなって時間外をやらないことによって経営効率を

上げて赤字化を減らそう、と。ところが、ある業界、かなり今多いのかなと思うんですが、

実は会社が社員に携帯を与えておる。携帯で全部管理している。夜中というか時間外にも報

告しろ、と。オンにしておかないと怒られるというような業界が結構今散見されます。これ

はある意味では隠れた時間外労働になって、むしろこれによってすごいストレスになってい

る、という業種が結構あるというので私は気になっておりますので、研究の一つの糧にして、

一つその辺もやっていただければありがたいのかなあと思います。今日はまだまだいろいろ

な問題がありますので、十分咀嚼しきれない面もありますが、今後ともいろいろこういう意

味ではやはり労働の問題というのは健康だけではなくて、いろいろなところに影響して、安
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全もそうですがトータルとしてやっぱりより良い職場を作ってハッピーに職場生活を送れ

るかどうかということだろうと思いますので、ぜひまた先生もよろしくお願いを申し上げま

す。 
 
安齋先生（司会）： 
 有難うございました。では、次回の研修会のご案内を宜しくお願いします。 
 
千葉先生： 
 皆様、本日は長時間にわたってお疲れ様でした。今の、所長のお話で 10 年後 20 年後の

企業の在り方、また日本人の働き方も変わってくることを期待したいと思います。 
 次回のご案内を申しあげます。来年の 2 月 6 日土曜日、時間は午後 2 時から 5 時です。

演題は「国際保健医療協力の現状と課題について」ということで、東京女子医大名誉教授の

小早川隆敏先生にお話をうかがう予定になっております。どうぞ多数のご参加をお待ち申し

上げます。 
 
安齋先生（司会）： 
 有難うございました。ではこれで本日の交流会は終了となりますが、最後に本日お話いた

だきました岩崎先生にぜひ盛大な拍手をお願いしたいと思います。（拍手） 
ではこれで終了といたします。お疲れさまでした。 
 
 


