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調査研究等

過労死等の実態の解明のためには、労働時間や職場環境だけでなく、商取引上の慣行等の
業界を取り巻く環境、生活時間等の労働者側の状況等の多岐にわたる要因を分析するととも
にそれらの関連性を分析し、そうした分析に基づき効果的な予防対策に資する研究を行う必
要がある。また、多角的、学際的な視点からの実態解明のための調査研究を進めていくこと
によって過労死等の全体像を明らかにする必要がある。
そのため、大綱にも示されている調査研究等について、国が重点的に取り組む①過労死等
事案の分析、②労働・社会分野からみた過労死等の調査・分析、③疫学研究等、④結果の発
信の実施状況について報告する。
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過労死等事案の分析

章

2.1

過労死等の防止のための対策の実施状況

（1）労災事案について
過労死等の実態を多角的に把握するため、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生
総合研究所に設置されている過労死等防止調査研究センターにおいて、全国の都道府県労働
局・労働基準監督署より、脳・心臓疾患と精神障害の平成 22（2010）年１月から平成 27
（2015）年３月までの調査資料を収集した。
過労死等防止調査研究センターでは、収集した調査資料に記載された情報を基に、労災認
定された事案の脳・心臓疾患 1,564 件と精神障害 2,000 件、労災認定されなかった事案の脳・
心臓疾患 1,961 件と精神障害・自殺 2,174 件を対象に分析を行っている。
また、今後の調査研究においては、平成 27 年度以降の調査資料も収集し、分析の対象と
することとしている。平成 30（2018）年度には、平成 28（2016）年度の資料も追加して
平成 22 年度から平成 28 年度までの労災認定された脳・心臓疾患事案及び精神障害事案に
ついて分析した。
さらに、平成 30 年度は、大綱で「過労死等が多く発生しているとの指摘がある」ものと
して挙げられている重点業種・職種として建設業及びメディア業界を追加し、分析を行った
ところであり、その結果については、第３章において記載している。

（2）国家公務員の公務災害事案について
人事院では、平成 30（2018）年度は、一般職の国家公務員について、各府省等から脳・
心臓疾患事案及び精神疾患・自殺（以下「精神疾患等」という。）事案として協議されたも
ののうち、平成 22（2010）年４月から平成 30 年３月までの８年間に公務災害と認定され
た事案（脳・心臓疾患 27 件と精神疾患等 76 件）について、分析を行った。その内容につ
いては、第３章において記載している。
令和元（2019）年度は、引き続き公務災害と認定された事案を中心に、その傾向等につ
いて分析を行うこととしている。

（3）地方公務員の公務災害事案について
総務省では、地方公務員の過労死等に係る公務災害認定事案に関する調査研究を実施し、
平成 30（2018）年度は、平成 22（2010）年１月から平成 29（2017）年３月までの期間
に公務災害と認定された脳・心臓疾患事案 133 件と精神疾患事案 188 件を対象に分析を
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行った。その内容については、第３章において記載している。
令和元（2019）年度は、平成 22 年１月から平成 30 年３月までの期間に公務災害と認定
された事案のうち、その他の職員（一般職員等）に係る事案を分析の対象とすることを予定
している。

2.2

労働・社会面からみた過労死等の調査・分析

過労死等の背景要因の分析、良好な職場環境を形成する要因に係る分析を行うため、労働
時間、労災・公務災害補償、自殺など、過労死等と関連性を有する基本的なデータについて
は、第１章及び第２章において記載しているところである。

４

第

また、労働・社会面からみた過労死等の調査・分析を行うため、平成 27（2015）年度か
ら、委託事業として企業及び労働者に対するアンケート調査を実施している。

章

平成 30（2018）年度は、大綱において新たに重点業種・職種として加えられた建設業及

過労死等の防止のための対策の実施状況

びメディア業界について調査を行ったところであり、その結果については、第３章において
記載している。
なお、令和元（2019）年度は、大綱において、新たな課題に対応するべく一定期間経過
後に繰り返し調査を行うことにより、経年による変化等の比較検証を踏まえ、分析をするこ
ととされていることから、全業種の企業、労働者及び自営業者や法人役員を対象とした調査
研究を実施し、過年度の調査結果との経年比較を実施する予定である。

2.3

疫学研究等

過労死等のリスク要因とそれぞれの疾患、健康影響との関連性や職場環境改善対策につい
て、過労死等の防止の効果を把握するため、過労死等防止調査研究センターにおいて疫学研
究注１）等を行うこととし、過労死等の発生の実態解明や過労死等を防止する有効な対策の把
握等を進めている。
過労死等防止調査研究センターでは、長期的な観点から、疫学研究として（1）職域コホー
ト研究注２）、及び（2）職場環境改善に向けた介入研究を行い、さらに（3）実験研究を行っ
ている。

（1）職域コホート研究
過労死等の発生の実態解明を進めるため、どのような要因が過労死等のリスク要因として
影響が強いのかを調査することを目的に、労働時間や労働負荷などの労働要因と、睡眠時間、
運動習慣、休暇などの過ごし方及び肥満などの個人要因を広く長期間（10 年程度）かけて
調べる。また、過労死等のリスク要因と様々な疾患、健康影響の関連性、過労死等の予防に
有効な労働環境、生活環境などについて、長期的な観点から検討している。
平成 27（2015）年度から平成 29（2017）年度にかけては、職域コホート研究で用いる
調査項目の検討を行うとともに、調査に協力が得られる事業場を選定してコホート集団を構
注１）地域社会や特定の人間集団を対象として、病気の罹患や病気の発生状況などの健康に関する事象の頻度や分布を調査し、
その要因を明らかにする医学研究。
注２）大人数の労働者集団を長期間、継続的に調査することで、疾病発症の要因を同定（同一であると見きわめること）したり、
その影響度を評価したりする研究手法。
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築し、初期調査を行った。平成 30（2018）年度からは、対象集団を拡充しつつ継続的に調
査を行っている。

（2）職場環境改善に向けた介入研究
過労死等を防止する有効な対策を把握するため、特定の事業場において、職場の環境を改
善するための取組を行っている。具体的には、職場において、毎日の労働時間や余暇時間、
客観的な疲労度やストレス度、睡眠などを継続的に測定し、職場環境改善対策の効果を検証
している。
平成 27（2015）年度から平成 29（2017）年度にかけては、これらの調査について実施
方法の検討や調査協力が得られる事業場の選定を進め、選定した事業場（規模約 50 人）に

４
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おいて職場環境を改善するための取組を実施する前の調査を行うとともに、取組を実施した
後の効果を把握するための調査を行った。

章

平成 30（2018）年度からはこの調査を継続し、トラック運転者、看護師等について、職

過労死等の防止のための対策の実施状況

場環境改善による疲労の軽減等の検証を行っている。

（3）実験研究
過労死等防止のためのより有効な健康管理の在り方の検討に資するため、①長時間労働と
循環器負担のメカニズムの解明、②労働者の体力を簡便に測定するための指標開発の２つを
テーマに行っている。
ア

長時間労働と循環器疾患のメカニズムの解明
長時間労働が血圧など血行動態に及ぼす影響と、それらの影響が過労死等のリスク要
因である高血圧や加齢により、どのように変化するのかを実験の手法を用いて、検証す
ることとした。
過労死等の発生には高血圧等の循環器負担が深くかかわっていることが、これまでの
研究においても指摘されてきた。このため、循環器負担のメカニズム解明を目指して、
実験室実験により、①長時間労働による血行動態に及ぼす影響の検討、②高血圧や加齢
などの過労死リスク要因が循環器負担に及ぼす影響を詳細に調べることとした。
平成 27（2015）年度は、これらの本実験に向けた予備調査として、数名の参加者を
対象に調査項目の精査を行い、平成 28（2016）年度から平成 29（2017）年度にかけ
て 50 人程の被験者を対象とした本実験を行った。平成 30（2018）年度からは、循環
器系の作業負担軽減、睡眠と休息、長時間労働の相関関係等の解明に向けた研究を行っ
ている。

イ

労働者の体力を簡便に測定するための指標開発
過労死やその関連疾患（特に脳・心臓疾患）の発生には、ヒトの体力（心肺持久力）
が深く関わっていると考えられる。職場の健康診断等で労働者の体力を適切に評価し、
長期的にモニタリングすることは、過労死等やその関連疾患の予防に有用であることか
ら、労働者の体力を簡便かつ安全に評価できる検査手法の開発を目的とした実験を行う
こととした。
具体的には、心肺持久力の代表的な評価指標とされる最大酸素摂取量を基準とした上
で、検査手法を開発し、その妥当性を検討する実験を行う。また、開発した検査手法に
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よる体力評価を上述の職域コホート研究に一部組み入れることにより、労働者の体力と
脳・心臓疾患発症やその要因となる過重な労働等との関係を明らかにする。
平成 27 年度から平成 29 年度までは関連する先行研究の調査や実験計画の決定等を
経て、100 人程の被験者を対象とした実験を行い、体力を簡便かつ安全に評価できる
手法を開発し、平成 30 年度以降は、開発した当該手法の職場への応用のための検証等
を行っている。

コラム２ 過労死等防止調査研究センターにおける研究の紹介
４
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労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センターでは、長時間労働による心臓

章

血管系への影響を解明するため、実験室にて模擬長時間労働を行う場合の心拍数や血圧
の変化などの心臓血管系反応を測定する実験を行っています。その概要と結果について

過労死等の防止のための対策の実施状況

紹介します。
１

背景と目的
仕事中は心臓血管系が常に反応し、血圧も変化します。長時間労働による心臓血管系

への負担が大きいと考えられており、月 80 時間以上の時間外労働は脳卒中、冠動脈心
疾患などの脳・心臓疾患のリスクを増大し、過労死のリスク要因として知られています。
心臓血管系に影響を及ぼす因子は労働時間以外にも多く存在しています。我々は労働
時間以外の因子を最大限に統制できる実験室にて、同じ環境で同じ時間帯に同じ作業を
行う模擬長時間労働を実施し、長時間労働による心臓血管系反応への影響を明らかにす
ることとしました。

血圧上昇など
図１

２

心臓血管系の反応及びその影響因子

実験方法
40 代～50 代の正常血圧者（安静時最高血圧<140mmHg かつ安静時最低血圧<

90mmHg） 及 び 軽 度 高 血 圧 者（ 140mmHg≤ 安 静 時 最 高 血 圧≤160mmHg 又 は
90mmHg≤安静時最低血圧≤100mmHg）が実験に参加しました。参加者全員は男性で
あり、心臓病、糖尿病、喘息、脳卒中、慢性腎臓病、腰痛及び精神障害の既往歴がない
こと、正常な視力（矯正を含む）を有することを参加条件としました。
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実験では、朝９時から夜 10 時までの間、実験参加者は簡単なパソコン作業を行いな
がら心臓血管系反応は１時間毎に１回（計 12 回）、及び作業開始前の安静時の心臓血
管系反応はベースラインとして測定されました。また、昼に１時間（11：50︲12：
50）、夕方に 50 分（18：25︲19：15）の休憩、及び１時間毎に 10～15 分の小休止を設
けました。

４
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図２

過労死等の防止のための対策の実施状況

３

実験風景と測定イメージ

主な結果
正常血圧群と高血圧群の作業中の心臓血管系反応を図に示しています。各指標の縦軸

は作業前のベースラインを引いた差分値です。この模擬長時間労働の実験においては、
両群とも最高血圧は作業時間の延長に伴い上昇しました。特に高血圧群の血圧上昇度合
いは正常血圧群よりも大きくなりました（図３の上段）。本模擬実験では、長時間労働
は心臓血管系の負担を増大し、特に高血圧群の負担が大きい結果になりました。
一方、休憩により、作業中低下し続けた心臓反応（心拍数：bpm）は上昇し、また、
作業中上昇し続けた血管系反応（総末梢血管抵抗：MU）は低下しました（図３の下段）。
模擬実験においては、休憩は過剰な心臓血管系反応を抑制できることを示しています。
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図３

模擬長時間労働時の心臓血管系反応
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４

研究成果の活用

今後、長時間労働時の休憩とそのタイミングなどをさらに検討することにより、心臓血
管系の負担を減らすためのより具体的な対策の検討が可能となります。将来的に、この実
験結果は検証を経て、対策について実際に労働現場に取り入れることができれば、労働者
の健康維持、さらに循環器系疾患が原因となる過労死の予防につながると考えられます。



４
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（労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センター）
ホームページ

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/overwork.html

2.4

結果の発信

過労死等防止調査研究センターで行う過労死等事案の分析、疫学研究及び実験研究を含む
研究報告書、また、過労死等に関わる国内外の最新情報などを（独）労働者健康安全機構の
労働安全衛生総合研究所の Web サイト注３）で、また、前記研究報告書とともに労働・社会
分野の調査・分析の結果についても、厚生労働省の Web サイト注４）で公表している。
さらに、これらで得られた成果は、労働法制の見直しを検討する労働政策審議会を始め、
パワーハラスメント防止など労働条件の改善のための各検討会の場でも活用されているとこ
ろであり、引き続き積極的な情報発信に努めていく。
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注３）
（独）労働者健康安全機構の労働安全衛生総合研究所の Web サイト：https://www.jniosh.go.jp/groups/overwork.html
注４）過労死等防止対策に関する調査研究（厚生労働省）の Web サイト：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000105655.html
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