
労働衛生（有害業務に係るもの以外）重要項目

1.病休度数率、強度率等
疾病休業件数

①病休度数率　＝　 　×　1,000,000
在籍労働者の延実労働時間数

　・100万延実労働時間当たりの疾病休業件数。
　　疾病件数を延べ労働時間で割り（1時間当たりの疾病休業件数を出し）100万倍する

疾病休業延日数
②病休強度率　＝ 　×　1,000

在籍労働者の延実労働時間数
　・1,000延実労働時間当たりの疾病休業日数。
　　疾病休業延べ日数を延べ労働維持間で割り（1時間当たりの疾病休業日数を出し）1000倍する

　　　　　疾病休業延べ日数
③疾病休業日数率　＝ 　×　100

　在籍労働者の延所定労働日数
　・疾病により休業した日数の所定労働日数に対する割合（％）

　　疾病休業件数
④病休件数年千人率＝ ×　1，000

　　在籍労働者数
　・在籍労働者１,０００人あたりの疾病休業件数
　　疾病休業件数を在籍労働者数で割り（1人当たりの疾病休業件数を出し）1000倍する

⑤計算上の注意
　・延実労働時間数には、残業時間数、休日労働時間数も算入する。
　・疾病休業延日数には、年次有給休暇のうち疾病によることが明らかなものも含める。
　・負傷が原因となって引き続き発生した疾病についても、疾病休業件数に含める。

2.温熱指数等
①温熱環境：　気温（乾球温度）、湿度（湿球温度）、気流及び放射熱(ふく射熱)（黒球温度）の4つ

　　の温熱要素によって決定される
②実効温度：　温度感覚を表す指標として用いられ、感覚温度ともいわれる

    気温、湿度、気流の総合効果を実験的に求め、その程度を一つの温度目盛で表したもの

③至適温度　：　暑からず寒からずという温度感覚を伴う温度
　　　作業強度が強い時、作業時間が長い時は一般的に至適温度は低くなり、被服が薄い時
　　　は高くなる。飲食物、年齢、性別、民族などで異なる
　　　（デスクワークの場合の至適温度は、筋肉作業の場合の至適温度より高い）

④修正実効温度：　感覚温度には放射熱が考慮されていない。放射熱源にさらされる場合は乾球温度の
　　　　　代わりに黒球温度（放射熱を測る温度計）を用いた修正実効温度を用いる。

⑤不快指数：　乾球温度と湿球温度から計算で求める
⑥湿度：　乾球温度と湿球温度から表を用いて求める
⑦アスマン通風乾湿計　：　放射熱（輻射熱）を防ぎ、気温、湿度を測定できる。
⑧温熱環境は、気温、湿度、気流及び放射熱(ふく射熱)の四つの温熱要素によって決定される。
⑨ＷＢＧＴ：　気温に湿度、放射熱を加味した暑さの総合的指標。高温環境の評価に用いる

　　計算式
屋外で太陽照射がある場合
　ＷＢＧＴ＝0.7×自然湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度
屋内の場合及び屋外で太陽照射がない場合
　ＷＢＧＴ＝0.7×自然湿球温度＋0.3×黒球温度

3.食中毒
①感染型　：　細菌そのものが中毒症状を起こす

実効温度に放射熱は入らない

ＷＢＧＴは放射熱（黒球温度）を含む

よく出題される誤った表現

・ＷＢＧＴは、気温、黒球温度及びエネルギー代謝率から求められる指標で、高温環境の評価に
用いられる ⇒エネルギー代謝率は無関係



②毒素型　：　細菌が産生した毒素（○○トキシン）が中毒症状を起こす

③ノロウイルス
　・食品等に付着したウイルスが人間の小腸で増殖（毒素は産生しない）
　・ノロウイルスの失活化には、エタノールや逆性石鹸はあまり効果がない（食品のを中心まで加熱、
　及び、まな板、包丁、へら、食器、ふきん、タオル等は８５℃以上の熱湯で１分以上の加熱が有効）
　・潜伏期間は２４～４８時間
　・発生時期は、冬季が多い
　・主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛

④その他
　・ふぐ中毒　：　テトロドキシン
　・Ｏ-１５７やＯ-１１１による食中毒は、赤痢菌の毒素と類似の毒素を産生する大腸菌による食中毒で
　腹痛、出血を伴う水様性の下痢などを呈する。
　・その他の細菌性食中毒の原因菌　：　ウェルシュ菌、セレウス菌、カンピロバクター　

4.ＶＤＴ作業

①ＶＤＴ作業では視覚ばかりでなく姿勢、騒音、作業時間、その他種々の疲労誘発要因に対する対策が
　必要
②ＶＤＴ作業による健康障害：　一般に他覚症状より自覚症状が先行して発症する
　・静的疲労の集積による頸・肩・腕の疲れ、凝り、痛み、注意の集中による精神的負担による不安感、
　　睡眠障害
③照度：　ディスプレイ画面の照度は500ルクス以下、書類及びキーボード面の照度は300ルクス

以上とする

④ディスプレイ
　・太陽や照明器具の光源がディスプレイに写り込まないようにする
　・ディスプレイ画面の上端の高さは、眼の高さよりやや下になるようにする。40cm以上の視距離
　　を確保

　・ディスプレイについては、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等によりグレア（まぶしさ）
　の防止を図ること

イ 　ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させること 
ロ 　反射防止型ディスプレイを用いること。 
ハ 　間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。 
ニ 　その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。 

　・ディスプレイに表示する文字の大きさは小さすぎないように配慮し、文字高さが概ね3 mm以上とする
⑤小休止：　単純入力型又は拘束型に該当するＶＤＴ作業については、一連続作業時間が１時間を

　超えないようにし、次の連続作業までの間に１０～１５分の作業休止時間を設け、かつ
　一連続作業時間内において１回～２回程度の小休止を設けること

⑥健康診断項目
ａ業務歴の調査 ｂ既往歴の調査 ｃ自覚症状の有無の調査
ｄ眼科学的検査 ｅ筋骨格系に関する検査
ＶＤＴ作業健康診断は、一般健康診断を実施する際に、併せて実施してもよい

5.健康測定

原因菌 主な原因食品 症状・経過・その他
感 腸炎ビブリオ 魚介類 胃痙攣様の腹痛、水様下痢。病原性
染 （新鮮なもの含む） 好塩菌ともいう。潜伏期間10～２４時間
型 サルモネラ菌 糞尿汚染 急性胃腸炎型症状

食肉、鶏卵
毒 ブドウ球菌 にぎりめし 嘔吐、腹痛、下痢
素 あんこ、弁当 毒素は耐熱性
型 毒素：エンテロトキシン

ボツリヌス菌 缶詰、いずし 神経症状（神経毒）
毒素：ボツリヌス
　　　　トキシン 致死率高い

500ﾙｸｽ以上ではない。明るすぎはダメ 300ﾙｸｽ以上は精密な作業と同じ

感染型は毒素

（○○トキシン）
は産生しない

よく出題される誤った表現

・ディスプレイ画面までの視距離は３０cm程度とし、画面の上端が眼の高さよりやや上になるように
する ⇒視距離４０ｃｍ以上。ディスプレイ画面の上端は、眼の高さよりやや下

よく出題される誤った表現

・発生時期は、夏季が多い ⇒ 冬季が多い



①健康保持増進計画
・事業者は衛生委員会等において、継続的かつ計画的な労働者の健康の保持増進を図るための基本的な計画
　である健康保持増進計画を策定する。
・健康保持増進計画で定める事項には、事業者が健康保持増進を積極的に推進する旨の表明に関することが
　含まれる。
・健康保持増進計画で定める事項には、事業場内健康保持増進体制の整備に関することが含まれる。
②健康保持増進措置を実施するスタッフ
・産業医は、健康測定を実施し、結果を評価し、運動指導等の健康指導を行うための指導票を作成するとと
　もに、健康保持増進措置を実施する他のスタッフに対して指導を行う。
・産業栄養指導担当者は、健康測定の結果に基づき、必要に応じて栄養指導を行う。
・産業保健指導担当者は、健康測定の結果に基づき、個々の労働者に対して必要な保険指導を行う。
・健康保持増進措置を実施するためのスタッフの確保が事業場内で困難な場合は、労働者の健康の保持増進
　のための業務を行う外部のサービス機関等を利用する。

③健康保持増進対策の内容
・健康測定：　生活状況調査、医学的検査、運動機能検査で得られた情報に基づき運動指導、メン

　　タルヘルスケアなどの健康指導が実施される
・医学的検査：　労働者の健康状態を身体面から調べるもの。健康障害や疾病を発見するためのものでは

　　　ない（健康診断と共通の項目もあるが、心拍数測定等独自の項目がある）
・運動機能検査　：　筋力、柔軟性、敏捷性、平衡性、全身持久性等の検査が行われる
・運動指導：　健康測定の結果に基づき医師が作成する運動指導票による。労働者に対し自らの健康状態

　　に合った適切な指導を行う
・栄養指導：　栄養摂取量のみを問題にするのでなく労働者個人個人の食習慣や食行動をバランスの

　　とれたものに改善する
・保健指導：　産業保健指導担当者が健康測定の結果、指導票に基づき、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等

　　の健康的な生活への指導及び教育を、勤務形態や生活習慣からくる健康上の問題を解決する
　　ために行う

・メンタルヘルスケア：　健康測定の結果に基づき、必要な場合は労働者に対し実施する

6.換気

①換気量：　換気量が多すぎると気流が増加しときには寒冷感を増す（多ければいいわけではない）
②必要換気量：　作業場内において衛生上入れ替える必要のある空気量で１時間に交換される空気量で

　　　表す。
在室者全員の呼出二酸化炭素量

必要換気量　＝
室内の二酸化炭素基準濃度－外気の二酸化炭素濃度

・室内の二酸化炭素基準濃度　：　０．００１（０．１％、１０００ppm）
・外気の二酸化炭素濃度は　：　0.0003～0.0004（0.03～0.04％、300～400ppm）

二酸化炭素濃度を１０００ppm以下に保つために必要な換気量(ｍ３ /ｈ) 計算例
　　　在室者が呼出する二酸化炭素量（１人当たり）×人数

必要換気量　＝
０．００１―０．０００３

室内の二酸化炭素基準濃度 外気の二酸化炭素濃度

・呼出二酸化炭素量：　労働の強度（エネルギー代謝率）により異なり、それにより
必要換気量も増減する

③必要換気回数：　必要換気量と気積から求められる
　　　必要換気量が同じであれば、気積が大きいほど換気回数は少なくてよい

④新鮮外気中の酸素濃度：　約２１％
⑤人間の呼気の成分：　酸素約１６％、二酸化炭素（炭酸ガス）約４％

7.採光、照明

①全般照明：　作業場全体を明るくする方法　所要照度があまり大きくない作業場に用いられる
　　光源は作業面から相当高い所に規則的に配列される



②局部照明：　検査作業などのように、特に手元が高照度であることが必要な場合に用いられる
　全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明の照度は、局部照明による照度の１/10以上
　普通1/5ぐらいが適切

③間接照明：　光源からの光を壁等に反射させて照明する方法である
④光の方向：　前方から明かりをとるときは、眼と光源を結ぶ線と視線とがつくる角度が、少なくとも

　　３０°以上でなければならない
⑤部屋の彩色：　目より上方の壁や天井は照明効果を良くするため明るい色にし、目の高さ以下の壁面

　　　は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色にする。

8.止血法

①全血液量の１／３を短時間に失うと生命が危険な状態となり、１／２を失うと死に至る。
②内出血：　胸腔、腹腔などの体腔内や皮下などの軟部組織への出血で、血液が体外に流出しないもの

　内出血は応急対策で止血できない。胸部、腹部の打撲の場合は、内出血に留意する

③止血法
　・直接圧迫法：　出血部を直接圧迫する方法。簡単で効果が優れる（一般市民が行う応急手当と

　　　　して推奨される）
　　　感染予防のためゴム手袋、ビニール袋等を使用し直接血液に触れないようにする。

　・間接〃　：　四肢、肩などの太い動脈が浅いところを走っている部分中、出血部位より心臓
　　　より近い部分を圧迫し止血する方法
上肢の出血：　上腕中央内側を手の親指で骨に向かって強く圧迫する
顔面の出血：　耳のすぐ前の脈拍が触れる部位を圧迫する

　・止血帯法：　足、腕の出血で吹き出すような大出血のときに行う
　　直接圧迫法で止血できないようなとき最後の手段として行う
　　止血帯は三角巾、手ぬぐい、ネクタイなどを利用（細い紐は×）。
　　止血帯を巻いた時間を止血帯に書いておく

9.一次救命処置

①傷病者の反応がない場合は、大声で叫んで周囲に注意喚起し、協力者を確保する。
②気道の確保：　事故者のそばにかがみ、一方の手を事故者の額に、他方の手の人差し指と中指を

　　　下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける

③呼吸の有無確認：　気道の確保を行った上で１０秒以内に確かめる

　・反応はないが普段どおりの呼吸をしている傷病者で、嘔吐や吐血などがみられる場合は
　　回復体位をとらせる。
④人工呼吸：　正常な呼吸がない場合　心停止とみなし口対口人工呼吸を２回試みる

　　口対口人工呼吸は、傷病者の鼻をつまみ、１回の吹き込みに約１秒かける。
⑤心臓マッサージ：　人口呼吸２回後　胸骨圧迫を行う。胸が４～５センチ程度沈む強さで

約１００回～１２０回／分のテンポで圧迫する。圧迫は平らな堅い床面上で行う
⑥胸骨圧迫３０回と人工呼吸２回の組み合わせ

⑦ＡＥＤ：　ＡＥＤは胸骨圧迫、人工呼吸と組み合わせて使用する。
電気ショックを行った後や電気ショックは不要と判断されたときには、音声メッセージに従い
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６０回／分は誤り

人工呼吸は時間との勝負、１分間観察では長すぎる。

１０秒観察しても判断がつかない場合は心肺停止とみなす

よく出題される誤った表現

・気道を確保するためには、仰向けにした傷病者のそばにしゃがみ、後頭部を軽く上げ、顎を下方に

押さえる ⇒下顎を押し上げるようにして、頭を後方に傾ける



胸骨圧迫を開始し心肺蘇生を続ける（ショック不要でも胸骨圧迫は必要）。

⑧窒息：　埋没・溺水・気道の異物による気道の閉塞、酸欠空気の吸入、有毒ガスの吸入により起こる
意識喪失、けいれん、失禁などがみられる

⑨埋没者の救助：　埋没者の位置を確認し、頭の方から掘り出す
　　　口、鼻、咽頭、耳に詰まった土砂をぬぐい出す

⑩溺水：　溺れてから8～10分は肺に水は流れ込んでいない窒息状態で、蘇生の可能性が高い
水は肺にいったん入ったら吐き出すのは困難。ムリに吐き出す努力はせずに口対口呼気吹き込
み法で人工呼吸を続ける

10.骨折

①骨折の種類
　・単純骨折：　皮膚の下で骨が折れて皮膚には損傷がない
　・複雑骨折：　開放骨折で骨折と共に皮膚、皮下組織が損傷、骨折端が外に出ている骨折

　　感染が起こりやすく直りにくい
　・完全骨折：　完全に折れている骨折
　・不完全骨折：　骨にひびが入った状態
②骨折の症状：　骨折部位に限局した激痛がある。骨折部位に異常な動きが見られ、異常な摩擦音が

　　　聞かれる

③処置：　副子は骨折、脱臼部の上下の間接を含めることのできる、十分な長さと強さと幅を持つ
ものが望ましい
手足に当てる時は副子の先端が手、足の先から少し出る程度とする

④脊髄
セキズイ

損傷：　疑いがあるときは脊髄の動きを最小限にして安静を保つ
　　搬送時には硬い板の上に乗せて脊柱が曲がらないようにする

11.火傷（熱傷）

①程度： Ⅰ度　：　皮膚表面の火傷、皮膚が赤くなりヒリヒリ痛む
Ⅱ度　：　水泡ができる程度　Ⅰ度より深い火傷
Ⅲ度　：　皮膚が白っぽくなったり、ただれ、弾力がなくなる、組織が壊死する
火傷の面積が体表面積の２０％以上になると非常に危険な状態となる

②処置：・すぐに患部に水をかけて冷やす。熱傷の範囲が広い場合、全体を冷却し続けることは
　低体温となるおそれがあるので注意が必要である。
・水泡があるときは破らない
・衣類を脱がすときは、熱傷面に付着している衣類は残して、その周囲の部分だけを切りとる。
　高温のアスファルトやタールが皮膚に付着した場合もムリに取り除こうとしない。
・熱傷部位が広くショックに陥ったときは、寝かせて、身体を冷やし、足を高くする。
・化学薬品がかかった場合　：　水を流して薬品を流してしまい同時に皮膚を冷やす

③低温熱傷：　４５℃程度の熱源への長時間接触による低温熱傷は、一見、軽症にみえても熱傷
　　深度は深く難治性の場合が多い。

12.職場における喫煙対策

①分煙の種類：　適切な喫煙対策としては事業場全体を禁煙とする全面禁煙と、喫煙室又は喫煙コーナー
　　　でのみ喫煙を認めそれ以外の場所を禁煙とする空間分煙がある
　　・喫煙対策は、労働衛生管理の一環として組織的に取り組む必要がある。

②教育：　管理者や労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、喫煙対策の内容、喫煙行動基準等に
関する教育や相談を行い、喫煙対策に対する意識の高揚を図る。

③喫煙対策機器：　喫煙室及び喫煙コーナーには、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出
　　　する方式の喫煙対策機器（局排、換気扇）を設置する。やむを得ない措置として、
　　　たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には
　　　これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、喫煙室
　　　等の換気に特段の配慮を行うこと（空気清浄装置は、ガス状成分を除去できない
　　　問題があることに留意

④施設・設備対策：　喫煙室を設置し、これが困難である場合には、喫煙コーナーを設置する

⑤職場の空気環境の測定：　定期的に測定を行い、浮遊粉じん濃度（0.15mg/m3）及び一酸化炭素
　濃度（10ppm）を一定の濃度以下とするように必要な措置を講じる。

空気清浄装置はやむを得ない場合に使用する（屋外排気が優先）。



⑥煙、におい防止：　喫煙室又は喫煙コーナーからのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため
非喫煙場所との境界において、喫煙室又は喫煙コーナーへ向かう一定の風速
（0.2m/ｓ）以上の気流を確保する措置を講じる。

⑦妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者は、受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい
　懸念があることから、空間分煙を徹底する等の配慮を行う

13．労働衛生管理

①作業管理：　作業強度、作業密度、作業時間、作業姿勢、休憩など極めて広い範囲にわたる。
　　 改善措置も衛生工学措置一本ではなく、労働生理学的な対応や人間工学的対策が
　　とられたり、職務再設計を行うなど多様である。

②作業管理の目的：　職業性疾病の予防という観点から、作業自体を管理すると共に、人と作業とを調和
させることを目的としている。また、健康を保持増進し、労働適応能力を向上させる
ことまで含めて考える。

③作業環境管理、作業管理、健康管理を効果的に進めるには、労働衛生管理体制の整備や労働衛生教育の
　実施が必要である。
④健康管理では、身体の健康に関するもののほか、ストレス等に関連した心の健康の確保対策が必要とさ
　れている。
⑤作業管理の進め方としては、適切な作業を行うための手順や方法を定め、それを、訓練等を通じて現場
　の労働者に徹底させることが必要である。
⑥作業管理を進める手順としては、労働負荷の程度、作業手順、作業姿勢など作業そのものの分析から始
　める。
⑦作業管理を進める際、職場の実状を把握することが基本であり、衛生管理者が作業者とともに、改善
　方法を検討していくことが有効である。
⑧作業管理を進めていくうえで無視することができない産業疲労は、生体に対する労働負荷が大きすぎ
　ることによって引き起こされるが、疲労の回復には日常生活も大きくかかわっている。

14.ホルムアルデヒド

・室内空気がホルムアルデヒド等の化学物質に汚染されることにより、シックハウス症候群が発症する
　ことがある。
・事務室等においては、合板、繊維板等の建材、オフィス家具、カーペット等に使用されている接着
　剤、防腐剤等がホルムアルデヒドの発散源になることがある。
・測定点は、事務室、室内作業場等の作業場の中央付近の床上50センチメートル以上150センチメー
　トル以下の位置
・事務室等の屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度は、０.０８ppm以下になるようにする。
・屋内空気中のホルムアルデヒドの濃度低減のための措置としては、換気装置の設置又は増設、発散源
　のコーティングなどがある。

15．メンタルヘルス

(1)４つのメンタルヘルスケアの推進
　メンタルヘルスケアは「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等
　によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「４つのケア」が継続的かつ計画的に行われること
　が重要である。なお、事業者は、メンタルヘルスケア推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス
　推進担当者を選任するよう努めるものとする。
(2)心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価は容易ではなく、さらに
　心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しいという特性がある。
(3)労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性が
　ある為、人事労務管理部門と連携するようにする。
(4)労働者の心の健康は、職場のストレス要因のみならず、家庭・個人生活等の職場外のストレス要因
　の影響を受けている場合があることにも留意する。
(5)労働者個人のメンタルヘルス不調を把握するための情報を入手する場合は、本人の同意を得ておく

「喫煙室は密閉構造とする」は誤り

よく出題される誤った表現

・作業管理とは、換気設備の改善等工学的な対策によって、作業環境を良好な状態に維持すること
をいう ⇒工学的な対策一本ではない。



　必要がある。

(6)心の健康づくり計画　：　衛生委員会等で十分審議し労働衛生に関する計画の中に位置づける。
　①事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
　②事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
　③事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
　④メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
　⑤労働者の健康情報の保護に関すること
　⑥心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
　⑦その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

16．講義法

①講義法：　一度に多くの内容を大勢の学習者に確実に伝達することができ、指導者と学習者との
間に人間的な触れ合いももてる法であり、学習者の反応を見ながら学習指導を展開することが
できる。注入的指導となり学習者を受身にさせる、平板になりやすく、指導技術の巧拙により
効果が異なる。

②討議法：　学習者が積極的に学習活動に参加でき、相互の発言により思考を深めることができる方法
であるが、全員が討議に参加できるよう配慮が必要で、進行が逸脱したり、時間の浪費を招く
場合もある。

③役割演技法(ロールプレイング)：　対人関係を実際に近い状態で学習することができ相手の気持を洞
察する力を養うことができる方法であるが、進行が停滞したり、個人批判に陥ったりすること
のないよう管理する必要がある。

④事例研究法：　具体的な事例を素材として積極的に学習することができる方法であるが、事例作成に
手間がかかり、リーダーに指導技術が要求される。

⑤視聴覚的方法：　現場に行かなくても実物に近い状態を見ることができ学習者に強い印象を与えるこ
とができる方法であるが、設備に経費がかかり、準備に時間を要することが多い。

17．死の四重奏

高血圧、肥満、高脂血症、糖尿病（耐糖能異常）

18．統計

①異なる集団について、調査の対象とした項目のデータの平均値が同じ場合でも、分散が違えば
 違う集団である。
②生体から得られたある指標が正規分布という型をとって分布する場合、そのばらつきの程度は、分散
 や標準偏差によって表される。
③疫学において、ある事象と健康事象との間に統計上、一方が増えると他方が増えるというような相関
 が認められる場合でも、必ず因果関係が成り立つとは限らない。
　因果関係の成立条件
　　・時間的先行性　・関係の普遍性　・関係の強さ　・関係の特異性　・関係の一致性
④スクリーニングレベル：正常と有所見をふるい分ける判定値。
　この値を高くすると正常な人を有所見とする率は低くなるが、有所見者を正常と判定する率は
　高くなる。低くすると有所見者を正常と判定する率は低くなるが、正常な人を有所見とする率は
　高くなる。
　労働衛生ではスクリーニングレベルを低く設定している為、正常な人を有所見と判定する率が高い。
⑤有所見率　：　ある時点における検査の有所見者の割合
⑥発生率　：　一定期間に有所見が発生した人の割合
⑦偽陽性率、偽陰性率
　・偽陽性率(疾病無しの者を陽性と判定する率)＝疾病なしの陽性／疾病なし全員×１００（％）
　・偽陰性率（疾病有りの者を陰性と判定する率）=疾病ありの陰性／疾病あり全員×１００（％）

19．脳血管障害

・脳血管障害は、脳の血管の病変が原因で生じ、出血性病変、虚血性病変などに分類される。
・出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出血するくも膜下出血や脳実質内に出血する脳出血な
　どに分類される。
・虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳血栓症と、心臓や

　動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症
ノウソクセンショウ

に分類される。



・脳梗塞や脳出血では、頭痛、吐き気、手足のしびれ、麻痺、言語障害、視覚障害などの症状が認めら
　れる。
・くも膜下出血の症状は、「頭が割れるような」「ハンマーでたたかれたような」と表現される急激
　で激しい頭痛が特徴である。

20．虚血性心疾患

・虚血
キョケツ

性心疾患は、冠状
カンジョウ

動脈による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる
　心筋障害である。

・虚血性心疾患発症の危険因子には、高血圧、喫煙、高脂血症などがある。
・虚血性心疾患は、心筋の一部分に可逆的虚血が起こる狭心症と、不可逆的な心筋壊死が起こる
　心筋梗塞とに大別される。
・心筋梗塞では、突然激しい胸痛が起こり、「締め付けられるように痛い」、「胸が苦しい」などの症
　状が長時間続き、１時間以上になることもある。
・狭心症の痛みの場所は、心筋梗塞とほぼ同じであるが、その発作が続く時間は、通常数分程度で、
　長くても１５分以内におさまることが多い。
・運動負荷心電図検査は安静時心電図では診断が困難な虚血性心疾患の発見に有効である。

21．職場における腰痛予防対策指針

配置前の健康診断
(イ) 既往歴（腰痛に関する病歴及びその経過）及び業務歴の調査
(ロ) 自覚症状（腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等）の有無の検査
(ハ) 脊柱の検査： 姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧
　痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査
(ニ) 神経学的検査： 神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査
(ホ) 脊柱機能検査： クラウス・ウェーバーテスト又はその変法（腹筋力、背筋力等の機能のテスト）
(ヘ) 腰椎のＸ線検査： 原則として立位で、２方向撮影（医師が必要と認める者について行うこと。）
　

22.健康診断項目

・肝機能検査　：　γ－ＧＴＰは、正常な肝細胞に含まれている酵素で、肝細胞が障害を受けると
血液中に流れ出し、特にアルコールの摂取で高値を示す特徴がある。

・脂質検査　：　ＨＤＬコレステロールは、善玉コレステロールとも呼ばれ、低値であることが
　　　 動脈硬化の危険因子となる。
　　　 ＬＤＬコレステロールは、悪玉コレステロールとも呼ばれ、これが高値であることが
　　　 動脈硬化の危険因子となる。

・尿酸検査　：　尿酸は、体内のプリン体と呼ばれる物質の代謝物で、血液中の尿酸値が高くなる高尿
　　　酸血症は、間接の痛風発作などの原因となるほか、動脈硬化とも関連するとされている。

・腎臓の機能検査　：　尿素窒素（ＢＵＮ）は、腎臓から排泄される老廃物の一種で、腎臓の働きが低下
　　すると尿中に排泄されず、血液中の値が高くなる。

23.肥満
ＢＭＩの値を算出する式　：　体重㎏／（身長ｍ）２

24.快適な職場環境の形成

　厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な
職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項
　・継続的かつ計画的な取組

「門脈による心筋への血液の供給不足」は誤り。
門脈は消化管から肝臓への血管

よく出題される誤った表現

・虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁

の血栓などが剥がれて脳血管を閉塞する脳血栓症に分類される ⇒脳血栓症と脳塞栓症の症状が逆



　・労働者の意見の反映
　・個人差への配慮
　・潤いへの配慮

終わり


