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■熱中症は７月、８月にもっとも多く発生しています。熱中症予防対策は万全ですか？ 
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◆お知らせ◆ 

 

■「メンタルヘルス対策シンポジウム開催（入場無料）」のお知らせ 

 第５３回全国建設業労働災害防止大会が、平成２８年９月２９日～３０日、名古屋国際会

議場において開催されます。９月３０日（金）の「シンポジウム」と「講演」は無料で視聴

できますので、お知らせします。 

「シンポジウム：建設業のメンタルヘルス その必要性とこれからのあり方について」 

「講演：ストレス社会をのりきる（講師 日本医科大学・特任教授 海原純子氏」 

 リーフレット→ http://www.oitas.johas.go.jp/H280930mentalhealth-symposium.pdf 

  

■ストレスチェック実施プログラムの入力方法について【要注意】 

 ～受検者回答用アプリの生年月日は半角で入力して下さい。～ 

７月２０日、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイトに、同プ

ログラムの「不具合発生と対策方法」が掲載されました。 「受検者回答アプリ」の「生年



月日」項目を半角から全角に変換し全角入力すると問題が発生することが、確認されたので、

受験者回答用アプリの生年月日は、必ず【半角】で入力することや、こまめにデータ保存す

るようにしてください。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 

・問題点と対策→ http://dl.stresscheck.mhlw.go.jp/pdf/seinengappi.pdf  

・厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト→ 

https://stresscheck.mhlw.go.jp/ 

 

■秋の「すいみんの日」市民公開講座２０１６ 

 ９月３日（土）は「すいみんの日」です。当センター相談員の兼板佳孝先生が座長となり、

睡眠の重要性を、多くの方に知っていただくため市民公開講座が開催されますのでご案内し

ます。 

 ●日時：平成２８年９月３日（土）１４：３０～１６：３５ 

 ●会場：大分市コンパルホール１階文化ホール （入場料無料、事前申込不要）  

詳細はこちら→ http://www.oitas.johas.go.jp/H280903-sleep.pdf 

（参考）健康づくりのための睡眠指針２０１４→ 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000047221.pdf 

 

■熱中症は７月、８月にもっとも多く発生しています。 

～熱中症予防対策は万全ですか？～ （本件は重要なため、再送します。） 

平成２７年の熱中症による死亡者数は２９人（前年比１７人増加）、死傷者数は４６４人と

依然として高止まりの状態です。職場における熱中症による死傷者数の月別の状況は、毎年

７月、８月にもっとも多く発生していますので、予防対策を再確認願います。 

平成２８年は建設業等を熱中症予防対策の重点業種とし、基本対策のうち、屋外作業を中

心に特に留意すべき事項がまとめられています。（「平成２８年の職場における熱中症予防対

策の重点的な実施について」基安発０２２９第１号） 

厚生労働省⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000125245.html 

パンフレット⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/info/pamphlet/necyu_28.pdf 

ポスター⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/info/pamphlet/necyu_28poster.pdf 

※当センターで作成したパンフレット、ポスターは在庫が無くなりましたので、上記から

ダウンロードしてご使用ください。（本件は１４８号で送信済。） 

 

■厚生労働省情報（審議会、検討会等） 

≪平成２８年６月１日（水）≫ 

「福井県の事業場における膀胱がん発症に係る調査結果について」 

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おいて実施した調査結果が公表

されました。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126109.html 

（労働基準局安全衛生部化学物質対策課） 



 

≪平成２８年６月１７日（金）≫ 

「平成２８年度安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」 

平成２８年度の「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」

の受賞者として、21 事業場と個人３７名が公表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000127772.html 

（労働基準局安全衛生部） 

 

≪平成２８年６月２１日（火）≫ 

「職業性ストレス簡易調査票」「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意

見書作成マニュアル」修正版 

「職業性ストレス簡易調査票」と「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・

意見書作成マニュアル」の修正版が掲載されました。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 

 

≪平成２８年７月１日（金）≫ 

「第 4回産業医制度の在り方に関する検討会（平成２８年５月２０日（金）」の議事録が公

表されました。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000129263.html 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 

 

≪平成２８年７月１４日（木）≫ 

平成２８年７月１４日（木）「第５回産業医制度の在り方に関する検討会」が開催されました。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000123854.html 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室） 

 

≪平成２８年７月１９日（火）≫ 

「平成２８年度 『全国労働衛生週間』を１０月に実施」 

１０月１日（土）から７日（金）まで、平成 28 年度「全国労働衛生週間」を実施します。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130517.html 

（労働基準局安全衛生部労働衛生課） 

 

 

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

 

◆平成２８年度産業保健研修会のご案内 

※下記の内容は、都合により変更する場合がございます。変更はホームページに随時掲載 

しますのでご確認ください。 



※研修の約１週間前に、「研修案内」をＦＡＸ、メール等でお送りします。研修内容・日時 

・場所・受付番号をご確認ください。（当日、受付番号をお知らせいただくと受付がスムーズ

です。） 

※研修申込みはＦＡＸまたはメールにてお願いします。 

 

 ※年間計画⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/kenshu_book.pdf 

 ※月別の研修一覧 ⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/kenshu_tsuki.pdf 

 

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

◆研修・セミナーのご案内（７月・８月・９月） 

 ■産業医研修 

 ★第１３回「職場における化学物質による発がん性、神経毒性を中心とする健康障害とそ

の予防について ～改正労働安全衛生法～ 」【生涯更新２単位】 

日時：７月２７日（水）１８:３０～２０:３０ 

 講師：三角 順一 先生（相談員 大分キヤノン株式会社 産業医 日本産業衛生学会指導

医 大分大学 名誉教授） 

 会場：コンパルホール ３００会議室 （大分市府内町 1丁目５番３８号） 

    ※駐車場は有料です。 

 

 ★第１４回「危険有害性周知化学物質のリスク評価について～改正労働安全衛生法～」【生

涯更新２単位】 

 日時：７月３０日(土)１３：００～１５：００ 

 講師：田吹 光司郎 先生（相談員 西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業部 

参与） 

 会場：日田市医師会 

 

 ★第１５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単位】 

日時：７月３０日(土)１５：００～１７：００ 

 講師：兼板 佳孝 先生（相談員 大分大学医学部 公衆衛生・疫学講座 教授） 

 会場：日田市医師会 

 

 ★第１６回「職場における腰痛対策」【生涯専門２単位】 

日時：８月２日(火)１８：３０～２０：３０ 

 講師：市ヶ谷 学 先生（市ヶ谷整形外科 院長） 

 会場：大分県医師会館 

 

 ★第１７回「働く女性のために」～女性と健康管理～【生涯専門２単位】 

日時：９月１日(木)１８：３０～２０：３０ 



 講師：宮川 勇生 先生（大分労働衛生管理センター 所長） 

 会場：大分県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」２階 大会議室 

    （大分市東春日町１番１号 Ｎｓ大分ビル１階） 

 ※駐車場は、アイネスの有料駐車場または、周辺の有料駐車場をご利用ください。 

 

★第１８回「労働安全衛生法と産業医活動」【生涯更新２単位】 

日時：９月１４日(水)１８：３０～２０：３０ 

 講師：兼板 佳孝 先生（相談員 大分大学医学部公衆衛生・疫学講座 教授） 

 会場：大分県消費生活・男女共同参画プラザ「アイネス」２階 大会議室 

    （大分市東春日町１番１号 Ｎｓ大分ビル１階） 

 ※駐車場は、アイネスの有料駐車場または、周辺の有料駐車場をご利用ください。 

 

研修案内と申込み ⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

 ■衛生管理者等研修 

 ※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。 

 

 ≪新任衛生管理者・新任産業看護職等のための基礎講座≫ 

 

 ★衛基４回「問題点が見えてくる“職場巡視”のやり方」 

 日時：８月１９日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：吉良 一樹 先生（相談員 きら労働衛生コンサルタント 事務所 代表） 

 会場： コンパルホール３０５会議室 

 

 ★衛基５回「活発な意見交換ができる“衛生委員会”の運営」 

 日時：９月１６日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：吉良 一樹 先生（相談員 きら労働衛生コンサルタント 事務所 代表） 

 会場： コンパルホール３０５会議室 

 

 ≪衛生管理者・産業看護職・事業主等研修 実力アップ講座≫ 

※ 本コースは、資格をお持ちでない方でも、どなたでも参加できます。衛生管理者を目指す

方もお気軽にどうぞ！ 

 

 ★衛実４回「過労死等防止対策 ～メンタルヘルス・過重労働を中心に～」 

 日時：８月３日（水）１４：００～１６：００ 

 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 保健師） 

 会場： コンパルホール４００会議室 



 

 ★衛実５回「ストレスが心身に及ぼす影響」 

 日時：８月２６日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：今井 浩光 先生（相談員 大分大学医学部 医療倫理学講座 教授） 

 会場： コンパルホール３０４会議室 

 

 ★衛実６回「職場の化学物質リスクアセスメント」 

 日時：９月２日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：青野 裕士 先生（相談員  日本産業衛生学会 産業衛生指導医） 

 会場： コンパルホール３０４会議室 

 

 ★衛実７回「職場の化学物質リスクアセスメント」 

 日時：９月２７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 

 

研修案内と申込み ⇒ http://www.oitas.johas.go.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 

 ※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。 

 ※当日の研修内容についての解説と、前回までの振り返りを行うので、どの回から参加し

ても大丈夫です。（初心者歓迎） 

 

 ★第５回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 日時：８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４回「積極的傾聴のグループワーク（かかわり技法）」 

 日時：９月１３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.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

 ※年間計画⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/kenshu_book.pdf 

 ※月別の研修一覧 ⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/kenshu_tsuki.pdf 



 

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

 ※メールアドレスの変更、配信停止、ご意見・ご感想は、info@oitas.johas.go.jp まで 

  お願いします。 

  皆様のご意見をお待ちしています。 

  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 労働者健康安全機構 

      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.oitas.johas.go.jp/ E-mail: info@oitas.johas.go.jp 

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


