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◆ 代表挨拶 ◆ 

 大分産業保健推進連絡事務所も１年を経過しました 

 

◆ 相談員の窓 ◆ 

 相談雑感 

 

◆ お知らせ ◆ 

【産業保健２１、おおいた産保かわら版、平成２５年度産業保健研修会のご案内、を発送しまし

た】※追加等が必要な方は、お気軽にご連絡下さい。 

【産業保健研修会の会場が決定しました】 

【東日本大震災に係るメンタルヘルスフリーダイヤルは終了いたしました】 

 

◆ 研修・セミナーのご案内（ ４月・５月 ）◆ 

 

◆ 関係機関の動き 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

◆ 代表挨拶 ◆ 

大分産業保健推進連絡事務所も１年を経過しました 

                  

                          大分産業保健推進連絡事務所 代表 嶋津 義久 

 

 大分産業保健推進センターから大分産業保健推進連絡事務所に移行して１年が経過しまし

た。代表、推進員１、パート事務職員３の陣容で業務を行ってまいりました。発足時には、少人

数で事業展開が可能なのか？必要な研修事業が実施できるのか？不安がつきまとっていまし

た。しかし、産業医研修をはじめ産業看護職等研修、衛生管理者・安全衛生担当者研修、カウ

ンセリング研修、自殺予防研修、ＡＥＤ体験研修など、全ての研修を予定通り実施しました。特

に、産業医研修では希望内容が多く、２６回の予定を２回上回る２８回実施しましたし、郡市医

師会にも出かけて開催いたしました。計画が予定通りに実施できましたのは、産業保健相談員、

及び外部講師の先生方の献身的なご尽力と、労働局、各医師会、並びに関係機関の皆さまの

ご協力のおかげだと深く感謝いたしております。 

 Ｈ２５年度は希望者の多い更新研修を取り入れて研修回数を維持する他、駐車場を含め受講

者が寄り付き易い会場を選定して一層の活性化を図ってまいります。 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

◆ 相談員の窓 ◆ 

 相談雑感 

                         基幹相談員 渡嘉敷 新典（シニア産業カウンセラー） 

http://www.oita-sanpo.jp/�


 メンタルヘルス対策支援センターの相談業務について５年目になる。 

 センターでの相談業務は、メール、電話及び来所しての面接相談を行っている。 

 これまでの相談業務を通した雑感を記したい。 

 

 相談者は、労働者本人、その家族、事業主、職場の人事労務担当者、産業保健スタッフ等及

び官庁の行政職員等、実に様々である。 

相談に結びつくきっかけとしては、労働基準監督署からの紹介、豊の国こころの“ホッ”とライン

等の広告チラシを見て、他の相談機関からの紹介、知人や家族からの紹介である。 

 

 相談の最初はメールや電話相談からはじまる。時として、面接相談へ展開する。更には、医

療等のより専門家へつながるケースもある。 

 又、職場の人事労務担当者、産業保健スタッフ等は、個別事例相談から、問題点の把握と問

題改善の方向性を探し、対処策に基づきメンタルヘルス不調の個別対応や職場での体制づくり

に理解を深め反映させていく。 

 

 日頃の相談業務から感じることは、「徐々に、メンタルヘルス対策支援センターの存在が知ら

れてきている。」という感触である。 

 それは、労働者やその家族からの相談が知人・友人及び家族からの紹介で（勧められて）相

談に結びついていることである。このことは、事業場・他の相談機関・行政以外の市民単位に、

センターが認知されつつあると判断されるからである。 

 

 メンタルヘルス対策支援センター事業は、事業場に対するメンタルヘルス対策全般への対応

の支援をおこなうことが本則である。 

 引き続き、相談窓口とおして、事業場に向け１次予防から３次予防の情報を提供していきたい。 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

◆ お知らせ ◆ 

【産業保健２１、おおいた産保かわら版、平成２５年度産業保健研修会のご案内、を発送しまし

た】※追加等が必要な方は、お気軽にご連絡下さい。 

 

【産業保健研修会の会場が決定しました】 

 産業医研修については、大分県医師会館、及び各郡市医師会研修室等を利用させていただ

きます。新年度に入り、産業医研修以外についても、会場の予約が可能となりましたので、研

修会場を以下のとおり決定しました。 

 詳細はホームページをご覧ください。 

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html 

◎アートプラザ研修室は、２階受付カウンターの後方、右側に入り口があります。駐車場は、荷

揚中央駐車場（旧アートプラザ駐車場）、荷揚西駐車場（旧市役所西駐車場）をご利用下さい。

（無料） 

◎コンパルホールは、コンパルホール駐車場または付近の有料駐車場をご利用願います。 

 

【東日本大震災に係るメンタルヘルスフリーダイヤルは終了いたしました】 

 平成２３年３月２９日より実施してきました、東日本大震災に係るメンタルヘルスフリーダイヤ

ル電話相談につきましては、平成２５年３月２５日をもって終了いたしましたので、お知らせいた

します。 

http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html�


◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

◆ 研修・セミナーのご案内（ ４月・５月 ） 

◆ 日時・会場は変更する場合がございます。 変更はホームページに掲載いたしますの 

で、ご確認下さい。 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 ■産業医研修     

   

 ★第１回「 職場におけるメンタルヘルス対策の基礎 」 

 日時：２月５日（火）１８：３０～２０：３０   

 講師：三角 順一（ 大分大学 名誉教授 ) 

 会場：大分県医師会館 ６階 研修室Ⅱ   

 単位：専門２ 

 

 ★第２回「 職場における腰痛対策 」 

 日時：５月２１日（火）１８：３０～２０：３０   

 講師：市ヶ谷 学（ 市ヶ谷整形外科 院長 ) 

 会場：大分県医師会館 ６階 研修室Ⅱ 

 単位：専門２ 

 

 ★第３回「 健康診断の事後措置 」 

 日時：５月２３日（木）１８：３０～２０：３０   

 講師：増井 太朗（ 大分キャノン株式会社安岐事業所 産業医 ) 

 会場：別府市医師会   

 単位：専門２ 

 

 ★第４回「 保護具の着用の仕方と管理について 」【実地研修】 

 日時：５月２５日（土）１３：００～１５：００   

 講師：田口 信康（ 大分労働衛生管理センター環境測定部 副部長 ) 

 会場：佐伯市医師会   

 単位：実地２ 

 

 ★第５回「 労働安全衛生法の基本事項 」【更新研修】 

 日時：５月２５日（土）１５：００～１７：００   

 講師：兼板 佳孝（ 大分大学医学部 公衆衛生・疫学講座 教授 ) 

 会場：佐伯市医師会   

 単位：更新２ 

 

 産業医研修のページ   

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/doctor.pdf 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 ■衛生管理者等研修  

    

 ★第１回「 職場のストレスとメンタルヘルスケア-早期発見と適切な対応のために- 」 

 日時：５月１５日（水）１４：００～１６：００   

http://www.oita-sanpo.jp/New/study/doctor.pdf�


 講師：上野 徳美（ 大分大学医学部 社会心理学講座 教授 )  

 会場：コンパルホール ３０５ 会議室 

 

 ★第２回「 新任衛生担当者のための基礎講座１ 

       衛生担当者なら知っておきたい労働安全衛生法の基礎-１ 」 

 日時：５月１７日（金）１４：００～１６：００   

 講師：吉良 一樹（ きら労働衛生コンサルタント事務所 代表 )  

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

  

 ★第３回「 自殺への気づきと対応 」 

 日時：５月２８日（火）１４：００～１６：００   

 講師：渡嘉敷 新典（ シニア産業カウンセラー )  

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 衛生管理者・安全衛生担当者・事業主等研修（看護職含む）のページ 

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/eisei.pdf 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 ■職場の「心の健康づくり」のためのスキルアップ研修       

  

 ★第１回「 積極的傾聴のグループワーク 」  

 日時：４月９日（火）１８：３０～２０：３０  

 講師：渡嘉敷 新典（ シニア産業カウンセラー )   

 会場：アートプラザ ２階 研修室  

 

 ★第２回「 事例検討（うつ病） 」  

 日時：５月１４日（火）１８：３０～２０：３０  

 講師：渡嘉敷 新典（ シニア産業カウンセラー )    

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 職場の「心の健康づくり」のためのスキルアップ研修のページ   

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/cau.pdf 

 

 受講お申し込みはこちらのページから 

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

◆関係機関の動き 

（詳細についてお知りになりたい場合は担当する機関等へ直接お問い合わせ下さい。） 

【第１２次労働災害防止計画について（厚生労働省）】 

平成２５年４月から第１２次労働災害防止計画が始まります！ 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=185091 

 

【第１２次労働災害防止計画について（大分労働局）】 

労働災害防止計画の推進について、大分労働局における労働災害防止計画が策定されました。 

http://www.oita-sanpo.jp/New/info/sakujyo/rousai.pdf 
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【第８次粉じん障害防止総合対策の推進について（大分労働局）】 

粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 

http://www.oita-sanpo.jp/New/info/sakujyo/funjin.pdf 

【洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について（厚生労働省）】 

（基発０３１４第２号 平成２５年３月１４日） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002x6at-att/2r9852000002x70a.pdf 

１，2－ジクロロプロパンを取り扱う業務並びに屋内作業場において液体の化学物質及びその

含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を対象として、「洗浄又は払拭

の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」が定められましたので、ばく

露防止対策を適切に講じていただきますよう、お願いいたします。 

リーフレット：「あなたの近くに胆管がんの方はいらっしゃいませんか？」 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/130314-1.pdf 

【管理濃度の新設・変更等が行われました（厚生労働省）】 

新たに、「エチルベンゼン」「コバルト及びその無機化合物」「オルトーフタロジニトリル」の管理

濃度を設定するとともに、「ベリリウム及びその化合物」の管理濃度を引き下げました。また、

「エチルベンゼン」「コバルト及びその無機化合物」「インジウム化合物」を作業環境測定の対象

物質に加え、測定方法を設定しました。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei50/dl/04-01.pdf 

【労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについてのページが更新されました 

（厚生労働省）】 

http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=185749 

【中国における鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）の患者の発生について（厚生労働省）】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002z1vl.html 

厚生労働省ではＷＨＯが作成した鳥インフルエンザに関するＱ＆Ａの仮訳を作成し、都道府県

等に情報提供を行うとともに、医療機関に対して、鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）感染が疑われる

患者を診察した際は情報提供するよう、自治体を通じて協力を要請しました。 

【東日本大震災関連情報】 

ＰＣ版 http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/ 

携帯版 http://mobile.mhlw.go.jp/jishin/index.html 

○ こころの耳（東日本大震災こころのケア） 

http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/info0322.html 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇

◆※メールアドレスの変更、配信停止、ご意見・ご感想は、info@oita-sanpo.jp までお願い致して

おります。 

  皆様のご意見をお待ち致しております。 

  今月も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

独立行政法人 労働者健康福祉機構 

大分産業保健推進連絡事務所 

〒８７０－００４６ 

大分市荷揚町３番１号 第百・みらい信金ビル６階 

TEL：０９７-５７３-８０７０ FAX：０９７-５７３-８０７４ 

http://www.oita-sanpo.jp/ ／ E-mail: info@oita-sanpo.jp 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 
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