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◆◇◆ 本号のヘッドライン（主な記事） ◆◇◆ 

 

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆ 

■平成２９年度「全国労働衛生週間」を１０月に実施します（厚生労働省） 

■１１月は「過労死等防止啓発月間」です（厚生労働省） 

■過労死等防止対策推進シンポジウムが大分で開催されます。（厚生労働省） 

■大分県の地域別最低賃金が７３７円に改定されます（大分労働局） 

■平成２９年度「『見える』安全活動コンクール」を実施します（厚生労働省） 

 

◆◇◆ 平成２９年度産業保健研修会のご案内（１０月～１２月）◆◇◆ 

 

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

 

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆ 

 

■平成２９年度「全国労働衛生週間」を１０月に実施します（厚生労働省） 

厚生労働省は、１０月１日（日）から７日（土）まで、平成２９年度「全国労働衛生週

間」を実施します。詳しくは⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170527.html 

 

 

■１１月は「過労死等防止啓発月間」です（厚生労働省） 

厚生労働省では、１１月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために

シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。 

詳しくは⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422.html 

 

■過労死等防止対策推進シンポジウムが大分で開催されます。（厚生労働省） 

日時：平成２９年１１月２５日（土）１３：３０～１６：００ 

会場：大分商工会議所 ６回 大ホール（大分市長浜町３丁目１５-１９）  

定員：２００名 



（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者（株）プロセスユニーク 

専用フリーダイヤル ０１２０-９７６-３４４（月～金 ９：００～１７：３０） 

申込と詳細は⇒ https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ 

 

■大分県の地域別最低賃金が７３７円に改定されます（大分労働局） 

 平成２９年１０月１日から適用されます。（時間額２２円アップします。） 

大分労働局ホームページ⇒  

http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saitei/chinngi

nn/saiteichingin.html 

リーフレット⇒ 

http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/4906/2017824143759.pdf 

問い合わせは 大分労働局労働基準部 賃金室 電話０９７-５３６－３２１５ 

 

■平成２９年度「『見える』安全活動コンクール」を実施します（厚生労働省） 

詳しくは⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175799.html 

 

◆◇◆ 平成２９年度産業保健研修会のご案内（１０月～１２月）◆◇◆ 

※研修内容・日程等は、都合により変更する場合がございます。変更内容はホームページ 

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ので、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。 

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

 

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

■産業医研修 

 

★第２１回「業務の複合化とリスクアセスメント・リスクマネジメント」 【生涯専門２ 

単位】 

 日時：１０月６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 

 

★第２２回「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１７日(火)１８：３０～２０：３０ 

 講師：津田 徹 先生（相談員 霧ケ丘つだ病院 院長） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第２２－２回「職場で可能な自殺対策とメンタルヘルス ～「ストレスチェック」制度 

をふまえたメンタルヘルス活動の進め方～」 【生涯専門２単位】 

 日時：１０月２０日(金)１８：３０～２０：３０ 

 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：アイネス（大分県消費生活・男女共同参画プラザ） 

 

★第２３回「口腔感染症とストレス関連疾患」 【生涯専門２単位】 

 日時：１０月３１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 

 

★第２３－２回「石綿関連疾患診断技術研修 ～石綿関連疾患胸部画像の読影実習～」 

【生涯実地２単位】 ≪追加開催！ ※先着３０名限定！≫ 

 ※会場での新規申込はできませんのでご注意ください！ 

 日時：１１月１１日(土)１４：００～１６：００ 

 講師：芦澤 和人 先生（長崎大学大学院 展開医療科学講座 臨床腫瘍学分野 教授  

長崎大学病院 がん診療センター長） 

 青江 啓介 先生（(独)国立病院機構山口宇部医療センター 内科系診療部長 および 

臨床研究部病因病態室長 兼 がん情報管理部長） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第２４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１６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 

 

★第２５回「産業医学と倫理 ～産業医活動に関連すると考えられる倫理の考え方～」 

【生涯専門２単位】 



 日時：１２月２２日(金)１８：３０～２０：３０ 

 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：大分県医師会館 

 

 年間研修案内と申込み→ 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。 

 

１≪基礎講座≫ 

★衛基６回「危険性・有害性物質における一次評価事例を用いたリスクアセスメン 

トの進め方～コントロールバンディング法並びにばく露測定による実データを用いたリス 

ク評価の実習～」 

 日時：１０月１２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：コンパルホール ４００会議室 

 

★衛基７回「健康長寿を目指す口腔ケア」 

 日時：１１月２８日（火）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８回「健康管理のＡ・Ｂ・Ｃ」 

 日時：１２月１３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 

 

２≪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１１回「イキイキ職場のつくり方」 



 日時：１０月２日（月）１４：００～１６：００ 

 講師：高波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表 保健師） 

 会場：アートプラザ２階研修室 

 

★衛実１２回「働く人のストレスとストレスコーピング」 

 日時：１０月１８日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：上野 徳美 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：コンパルホール３０４会議室 

 

★衛実１３回「ストレス判定図の見方と活用」 

 日時：１１月１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 ３０４会議室 

 

★衛実１４回「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：１１月７日(火)１４：００～１６：００ 

 講師：増井 太朗 先生（相談員 社会医学系専門医制度指導医 日本産業衛生学会専

門医指導医） 

 会場：アートプラザ ２階研修室 

 

★衛実１５回「従業員の健康問題と企業の責任」 

 日時：１１月１７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 ３０４会議室 

 

★衛実１６回「法令順守に基づいた腰痛予防」 

 日時：１２月１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：アートプラザ ２階研修室 

 

★衛実１７回「過重労働による健康障害防止対策」 

 日時：１２月２１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 

 



 年間研修案内と申込み→ 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。継続して参加いた 

だけるよう、毎月第２火曜日の夜に開催しています。 

※学習の目安として、「基礎」、「かかわり技法」、「話の要約」の３段階のテーマを設 

定していますが、毎回解説を行った後、実習を行いますので、どの回から参加しても大丈 

夫です。（初心者歓迎） 

 

★第７回「積極的傾聴のグループワーク（基礎）」 

 日時：１０月１０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１４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９回「積極的傾聴のグループワーク（かかわり技法））」 

 日時：１２月１２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 

 

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

 

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

 ※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 

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


