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◆お知らせ◆ 

（１）産業医研修（生涯専門２単位）追加開催 

（２）平成２８年度産業保健研修会のご意見募集について 

（３）「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正

について」 

（４）「有害物ばく露作業報告対象物（平成２８年対象・平成２９年報告）について」 

（５）「芳香族アミンによる健康障害の防止対策について」 

（６）産業保健２１ 第８３号 

（７）ストレスチェック制度導入のための個別訪問による支援 

 

◆平成２７年度研修・セミナーのご案内 （１月後半～３月）◆ 

 

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

 

◆お知らせ◆ 

 

（１）産業医研修（生涯専門２単位）追加開催 

 平成２７年１２月から義務化されたストレスチェック実施の結果、高ストレス者と評価

された労働者、および長時間労働者に対する面接指導の実施方法について、産業医研修を

追加開催します。 

 テーマ：「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する研修」（生涯専門２単位） 

 日 時：平成２８年３月１７日（木）１８時３０分～２０時３０分 

 場 所：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 講 師：増井 太朗 先生 （相談員） 

研修案内と申込み ⇒ http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html 

 

 ※今後の研修は、本メール後半の、平成２７年度研修・セミナーのご案内をご覧くださ

い。 

 

（２）平成２８年度産業保健研修会のご意見募集について 

 平成２８年度産業保健研修会の内容について、受講者アンケート結果や、労働安全衛生



法改正、第１２次労災防止計画、産業保健にかかる基礎的テーマ等を考慮しながら立案中

です。メールマガジン読者の皆様からのご意見を募集しておりますので、もし、お気づき

の点がございましたら、是非お知らせください。 

 

（３）「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正

について」 

 ストレスチェック制度の実施に伴い、留意事項通達の改正が行われ、平成２７年１２月

１日より適用することとなりました。 

 ⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151208K0020.pdf 

 

（４）「有害物ばく露作業報告対象物（平成２８年対象・平成２９年報告）について」 

平成２８年１月１日から１２月３１日を対象期間とする有害物ばく露作業報告の対象とな

る物が新たに定めらましたので、対象となる可能性がある事業場はご確認ください。 

 ⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T151228K0021.pdf 

 

（５）「芳香族アミンによる健康障害の防止対策について」（平成２７年１２月１８日報道

発表） 

 今般、染料・顔料の中間体を製造する事業場で、複数名の労働者が膀胱がんを発症する

事案が発生しました。膀胱がんを発症した労働者においては、オルト－トルイジンをはじ

めとした芳香族アミンを取り扱う作業に従事していたことが分かっていますが、現在、作

業実態や発生原因について調査中です。 

 これらのことを踏まえ、関係事業場におかれましては、予防的観点から、芳香族アミン

による健康障害の防止対策が適切に実施されるよう再度ご確認ください。 

 厚生労働省ＨＰ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107468.html 

 

（６）産業保健２１ 第８３号 

 当機構発行の季刊誌「産業保健２１」の配布を希望されている方には、第８３号（２０

１６．１）をお届けしておりますが、２６ページ「実践実務のＱ＆Ａ」は、当センターが

担当しておりますのでご覧ください。 

 「実践実務のＱ＆Ａ 職場における腰痛対策のポイント」 

 ⇒ http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpo21/sarchpdf/83_Q&A_26.pdf 

 

 

  産業保健２１バックナンバー 

 ⇒ http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo//tabid/128/Default.aspx 

 

 産業保健２１の申込みと問合せ：大分産業保健総合支援センター 

 ＴＥＬ：０９７－５７３－８０７０ ＦＡＸ：０９７－５７３－８０７４ 

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



 

（７）ストレスチェック制度導入のための個別訪問による支援 

 最近、ストレスチェック制度の導入に関するお問合せが増えてまいりました。当センタ

ーでは、「専門スタッフが事業場を訪問して、ストレスチェック制度導入のためのアドバイ

スを無料で実施」しています。また、管理監督者を対象としたメンタルヘルス教育も無料

で実施していますので、お気軽にお問合せください。 

 申込みと問合せ：大分産業保健総合支援センター 

 ＴＥＬ：０９７－５７３－８０７０ ＦＡＸ：０９７－５７３－８０７４ 

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

 

 

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

 

◆研修・セミナーのご案内（１月後半～３月）◆ 

 

◆受講申込みをされた方には、研修の約１週間前に、受講票をＦＡＸまたはメール（ご希

望の方法）でお送りします。受講票の「開催日時と場所」を再度ご確認下さい。 

 研修は、受講票が無くても受講可能ですが、ご持参いただくと受付がスムーズに行えま

すので、できるだけ受講票をご持参いただきますようお願いします。 

 

 ※１月～３月の研修は、平成２７年度研修の計画時には、約１年後のスケジュールとな

るため、その後の日程調整で、第○○回の開催回数と開催月日が前後しているものがあり

ます。研修お申し込み時には、開催日時の確認をお願いします。 

 

 ■産業医研修 

 

 ★第２８回 じん肺診断書の作成（演習）【生涯実地２】 

  実際の粉じん作業労働者の作業歴、臨床症状、臨床検査、胸部Ｘ線写真をもとに、じ

ん肺健康診断個人票の作成を通じて、じん肺の体系を習得する。 

 日時：２月２日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：津田 徹 先生（相談員 霧が丘つだ病院 院長） 

    大神 明 先生（相談員 産業医科大学 産業生態科学研究所 作業関連疾患予

防学研究室 教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室２ 

 

 ★第３０回 健康保持増進活動のこれからの取り組み 【生涯専門２】 

  職場における健康保持増進活動の重要性や、企業が主体となって行う先進的な取り組

み等について概説する。 

 日時：２月９日（火）１８：３０～２０：３０ 



 講師：太田 雅規 先生（相談員 福岡女子大学 国際文理学部 食・健康学科 公衆

衛生学研究室 教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室２ 

 

 ★第２９回 医薬品の相互作用 【生涯専門２】 

  薬物の飲み合わせによる薬効の変化が、産業場面においても問題となり得ます。この

相互作用について概説します。 

 日時：２月２２日（月）１８：３０～２０：３０  

 講師：今井 浩光 先生（相談員 大分大学医学部附属病院 臨床薬理センター 副セ

ンター長 准教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室２ 

 

 ★第３１回 メンタルヘルスについて 【生涯専門２】 

  労働者にメンタルヘルス教育をどうするか。（チェックリストについてなど）産業医が

現場にどうかかわるかなど実例をあげて説明する。 

 日時：３月１１日（金）１８：３０～２０：３０ 

 講師：谷口 邦子 先生（相談員 社会保険診療報酬支払基金大分支部 医療顧問） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室２ 

 

 ≪研修を追加しました≫ 

 ★第３３回 長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する研修【生涯専門２】 

  平成２７年１２月から義務化されたストレスチェック実施の結果、高ストレス者と評

価された労働者、および長時間労働者に対する面接指導の実施方法について解説します。 

 日時：３月１７日（木）１８時３０分～２０時３０分 

 場所：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 講師：増井 太朗 先生 （相談員 大分キヤノン株式会社 本社専属産業医） 

 

研修案内と申込み ⇒ http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html 

 

 ■衛生管理者等研修 

 

 ≪新任衛生管理者・新任産業看護職等のための基礎講座≫ 

※本研修は、衛生管理者等の資格をお持ちでない方も参加歓迎です。研修後に職場におけ

る産業保健に係る質問・相談もお受けします。 

 

 ★衛基１０回「心肺蘇生法とＡＥＤ体験研修（普通救命講習１）」 

  胸骨圧迫、人工呼吸、ＡＥＤの使用方法について講義と実技を行います。 

 ※本講習は消防の普通救命講習と同様の修了証が与えられます。 

 ※普通救命講習課程を行うため、この回のみ３時間です。ご注意ください。 



 日時：平成２８年２月３日（水）１３：３０～１６：３０（３時間） 

 講師：田吹 好美 先生（相談員 翔労働衛生コンサルタント事務所 所長） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

研修案内と申込み ⇒ http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html 

 

 ≪衛生管理者・産業看護職・事業主等研修 実力アップ講座≫ 

※本研修は、衛生管理者等の資格をお持ちでない方も参加歓迎です。研修後に職場におけ

る産業保健に係る質問・相談もお受けします。 

 

 ★衛実１５回「自殺関係者への事後対応（ポストベンション）」 

 自殺関係者のケアの在り方と何故自殺に至ったかを心理学・精神病理学から検討します。 

２０代～５０代の死因の上位である自殺。予防のため産業保健関係者が知っておくべき情

報を提供 

 日時：１月２６日（火）１４：００～１６：００ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ★衛実１６回「自殺対策と職場のメンタルヘルス」 

 職場のストレスマネジメントによる自殺予防と、緊急時のリスク管理について研修する。 

 日時：２月１５日（月）１４：００～１６：００ 

 講師：影山 隆之 先生（相談員 大分県立看護科学大学 専門看護学講座 精神看護

学 教授） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ★衛実１７回「職場における感染症の予防対策 ～感染症予防対策のポイント～」 

 感染症の予防対策は、時とともに変化している。ウイルスの構造、感染経路など、感染

症の原理を押さえた上で、職場における感染症の予防対策についてわかりやすく解説しま

す。 

 日時：２月２５日（木）１４：００～１６：００ 

 講師：明石 光伸 先生（相談員 明石Ｍクリニック 院長 大分県厚生連鶴見病院 名

誉院長） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

研修案内と申込み ⇒ http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html 

 

 ■職場の「心の健康づくり」のためのカウンセリング研修 

 ※シニア産業カウンセラーの指導によるグループワークで"傾聴スキルを身に着ける"た

めの実践的研修です。 初心者歓迎！どの回から参加されても大丈夫です。 



 

 ★第１１回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 日時：２月９日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 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１２回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 日時：３月８日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 

研修案内と申込み ⇒ http://www.oita-sanpo.jp/New/study/index.html 

 

※ 申込みを頂いた方には、研修の１週間前に受講票をお送りしますので、日時・会場を

ご確認ください。 

 

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

 ※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。 
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       独立行政法人 労働者健康福祉機構 

       大分産業保健総合支援センター 

       〒８７０－００４６ 

       大分市荷揚町３番１号 いちご・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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