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◆お 知 ら せ◆ 

■平成２８年度（第６７回）全国労働衛生週間 

■「職場の健康診断実施強化月間」の実施について（基安発０８１０第１号） 

■独立行政法人労働者健康安全機構主催「第１０回じん肺診断技術研修」のお知らせ 

■健康づくりセミナーのお知らせ（協会けんぽ大分支部） 

 

◆研修・セミナーのご案内◆ 

 

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

 

◆お 知 ら せ◆ 

■平成２８年度（第６７回）全国労働衛生週間 

・スローガン：「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」 

・期間：１０月１日～１０月７日≪準備期間：９月１日～９月３０日≫ 

・主唱者：厚生労働省、中央労働災害防止協会 

・実施要綱→中災防ＨＰ http://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/youkou.html 

・大分県内の説明会は次のとおりです。時間はいずれも１４時～１６時。 

９月８日（木）豊後大野市総合文化センター（エイトピアおおの） 

９月９日（金）弥生文化会館（多目的ホール） 

９月９日（金）日田市民文化会館パトリア日田（大ホール） 

９月１３日（火）ホルトホール大分 （大ホール） 

９月１３日（火）宇佐市勤労者総合福祉センター（さんさん館） 

９月１４日（水）大分県立社会教育総合センター（ニューライフプラザ）（別府市） 

※大分産業保健総合支援センター・地域産業保健センターは、各説明会場に相談ブースを設

置します。保健師による健康相談や、副所長等によるストレスチェック制度の導入・事業場

におけるメンタルヘルス推進体制の整備方法などの産業保健相談や事業説明等をおこないま

すので、お気軽にお立ち寄りください。 

 

■「職場の健康診断実施強化月間」の実施について（基安発０８１０第１号 平成２８年８

月１０日） 



労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断の実施及び健康診断実施後の措置等の徹底

を図るため、平成２５年度より全国労働衛生週間準備期間である毎年９月は「職場の健康診

断実施強化月間」と位置付けられています。 

 

基安発０８１０第１号における、事業場に対する集団指導、個別指導について、指導等の

重点事項は次のとおりです。 

ア、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師からの意見聴取及び健康診断実施後の

措置の徹底 

イ、健康診断結果の記録の保存の徹底 

ウ、一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施 

エ、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５０年法律第８０号）に基づく医療保険者が行

う特定健康診査・保健指導との連携 

オ、小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用 

 

大分産業保健総合支援センター・地域産業保健センターでは、前記ア項「健康診断の結果

についての医師からの意見聴取」、ウ項「一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医

師又は保健師による保健指導の実施」ほかの産業保健指導を、大分県内各地の登録産業医・

登録保健師が実施しています。小規模事業場（常時雇用する労働者数が５０名未満）は、無

料で利用できますので、お気軽にご連絡ください。 

地域産業保健センター → http://www.oitas.johas.go.jp/chisanpo/index.html 

 「職場の健康診断実施強化月間」の実施について（基安発０８１０第１号）→

http://www.oitas.johas.go.jp/H28.8kenko-sindan-kyouka.pdf 

 

■独立行政法人労働者健康安全機構主催「第１０回じん肺診断技術研修」のお知らせ 

（日本医師会認定産業医制度に係る認定単位９.５単位） 

当機構は、じん肺健康診断に従事する医師として必要な法制度の知識及び専門技術を修得

していただくため、下記のとおりじん肺診断技術研修を開催します。 

（１）開催期間：平成２８年１１月２４日(木)から２５日(金)まで 

（２）開催場所：独立行政法人労働者健康安全機構 総合研修センター （神奈川県川崎市

中原区木月住吉町１－１） 

（３）募集人数 ４０名（先着順） 

（４）受講料 ３５,０００円 

（５）問合せ先：独立行政法人労働者健康安全機構 医療企画部 勤労者医療課 

ＴＥＬ ０４４－４３１－８６４１ 

 

■健康づくりセミナーのお知らせ（協会けんぽ大分支部） 

 協会けんぽ主催で健康づくりセミナーが開催されます。まだ、受付可能ですのでご活用く

ださい。 



・日時：平成２８年８月２７日（土）１３時～１５時 

・会場：ＮＳ大分ビル２Ｆ 大会議室（大分市東春日町１－１） 

・第１部「口腔と全身の健康について」桒野浩一郎先生（大分県歯科医師会理事、桑野歯科

医院院長） 

・第２部「ベスト体重＆ベスト体調を作る食べ方」小島美和子先生（有限会社クオリティラ

イフサービス 代表取締役） 

・その他：入場無料（先着２００名） 

・問い合わせ先：協会けんぽ大分支部 企画総務グループ０９７－５７３－６６４１ 

詳しくは→ http://www.oitas.johas.go.jp/H28.8health-seminar.pdf 

 

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

 

◆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、受付で受付番号をお知らせいただきますと受付

がスムーズになりますのでご協力お願いします。） 

※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（８月後半・９月・１０月・１１月） 

 ※研修日の変更、追加開催等がありますので、開催日時の順番にご案内します。 

 ■産業医研修 

 ★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。 

 

★第１９回「働きやすい職場づくりと快適職場」【生涯専門２単位】 

日時：１０月７日(金)１８：３０～２０：３０ 

 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：大分県医師会館 ６階研修室Ⅱ （大分市駄原２８９２−１） 

 

★第２２回【日程変更】 

「COPD 早期発見をきっかけとした喫煙対策 ～健康日本 21 と COPD～」【生涯専門２単位】 

日時：１０月１４日(金)１８：３０～２０：３０ （※１１月から日程変更しました） 

 講師：津田 徹 先生（相談員 霧ヶ丘つだ病院 院長） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室Ⅱ （大分市駄原２８９２−１） 

 

★第２０回「ストレスチェック制度を見すえて ～ストレスチェック後の事後措置等につい

ての事例検討～」【生涯実地２単位】 

日時：１０月１９日(水)１８：３０～２０：３０  

 講師：増井 太朗 先生（相談員 日本産業衛生学会専門医、労働衛生コンサルタント） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室Ⅱ （大分市駄原２８９２−１） 

 

★第３０回【追加開催！】 

「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：１１月１０日(木)１８：３０～２０：３０ 

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

 会場：臼杵市医師会立コスモス病院 ２階大会議室 （臼杵市戸室１１３１−１） 

 

★第２３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～」【生涯専門２

単位】 

日時：１１月２４日（木）１８：３０～２０：３０  

 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：大分県医師会館 ６階研修室Ⅱ （大分市駄原２８９２−１） 

 

★第２４回「口腔感染症とストレス関連疾患」【生涯専門２単位】 

日時：１１月２９日(火)１８：３０～２０：３０  

 講師：安東 俊介 先生（相談員 安東歯科医院 院長 歯学博士 労働衛生コンサルタ

ント） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室Ⅱ （大分市駄原２８９２−１） 



 

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 

 

 ★衛基６回「健康長寿を目指す口腔ケア」 

 日時：１０月２１日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：安東 美幸 先生（相談員 安東歯科医院 副院長 歯学博士 労働衛生コンサル

タント） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ★衛基７回「危険有害性周知化学物質のリスク評価について」 

 日時：１１月２４日（木）１４：００～１６：００ 

 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：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ≪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「労災事故のストレス」 

 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 

 

 

 ★衛実８回「健康管理に係るＱ＆Ａ」 

 日時：１０月５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：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ★衛実１０回【日程変更】 「ストレスチェック制度を組織改善にどう活かすか ～グッ

ドプラクティスの提示と事例検討～」 

 日時：１０月１９日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：増井 太朗 先生（相談員  日本産業衛生学会専門医、労働衛生コンサルタント） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ★衛実９回【日程変更】 「働く人のメンタルヘルス不調の早期発見と対応・ケア」 

 日時：１０月２６日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：上野 德美 先生（相談員  大分大学医学部 臨床社会心理学講座 教授） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ★衛実１１回「健康管理 女性と高齢者を中心に」 

 日時：１１月１１日（金）１４：００～１６：００ 

 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：アートプラザ ２階 研修室 

 

 ★衛実１２回「過重労働による健康障害防止対策」 

 日時：１１月１７日（木）１４：００～１６：００ 

 講師：細川 隆文 先生（相談員  細川内科クリニック 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.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６回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 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 

 

 ★第７回「積極的傾聴のグループワーク（基 礎）」 

 日時：１０月１１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８回「積極的傾聴のグループワーク（基 礎）」 

 日時：１１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.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。 
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      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 
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