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労働者が健康で安全に働ける職場 ですか

1957 年生まれ。81 年東海大学医学部卒業後、東海
大学病院などに勤務し、フランスポールギロー精神科
専門病院に留学。白梅学園大学教授などを経て、現在、
大妻女子大学教授、青山南町醫院院長。日本リスクマ
ネジメント学会理事、日本産業カウンセリング学会理事
も兼務し、企業の産業医、精神科コンサルタントも務め
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学。著書に『働く人の心の病』
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『「うつ」を感
じたら真っ先に読む本心と体の SOSに気づき、元気と
自信を取り戻す』
（経済界）など。

労働災害などが発生すると、生産性だけでなく企業の信用問題にも影響が生じます。
状況によっては、刑事責任や民事責任などが問われる事態へと発展しかねません。
今号では、労働災害の現状などを考察しながら、その対処方法を紹介します。
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出所：
「平成 28 年における労働災害発生状況」
（厚生労働省）
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「平成 28 年労働災害発生状況の分析等」
（厚生労働省）
※構成比の数値は小数点第２位を四捨五入
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さらには、損害賠償請求などの民事
になることがあるのです。
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出所：
「平成 28 年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』」
（厚生労働省）
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