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I N D E X 

◆ TOPICS 

厚生労働省 労働基準 ホームページ２００７年４月２日報道発表 

   「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」報告書 （平成 19 年 3 月） 

 

◆ 今月の Key Word  【五月晴れは５月？６月？】 

 

◆ 労働衛生事例 

・特定化学物質による中毒等（エチレンオキシド） 

・一酸化炭素等による中毒等 

 

◆ 新着情報 

・新着図書のご案内 

 

◆ 研修・セミナーのご案内（5 月・6 月） 

 

 

◆ TOPICS 

厚生労働省 労働基準 ホームページ２００７年４月２日報道発表 

「労働安全衛生法における定期健康診断等に関する検討会」報告書について （平成１９年３月） 

 （前略）今般、労働安全衛生法上の健診項目をどのように取り扱うか、さらに、労働者に対する保健

指導を行うにあたって特定保健指導との関係をどのようにすべきかの課題について医学的な観点から

検討を行うため、労働基準局長のもとに有識者の参集を求め、平成１８年１０月、「労働安全衛生法に

おける定期健康診断等に関する検討会」を開催し、所要の検討を行ってきました。 

 

今般、本検討会の報告書が取りまとめられたので、別添(1～9 ページ(PDF:319KB)、10～18 ページ

(PDF:311KB)、全体版(PDF:631KB))のとおり公表します。 

 

 （厚生労働省ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆ 今月の Key Word【五月晴れは 5 月？6 月？】 

「てんきや」コラム ♯7：五月晴れは 5 月？6 月？  （「てんきや」より） 

 

◆ 労働衛生事例 

労働衛生事例（2 例―平成 17 年―） 

《例 １》 特定化学物質による中毒等 

・エチレンオキシド 

【業種】 

医療保健業 

【発生月】 

5 月 

【被災者数】 

中毒 1 名 

【発生状況】 

被災者は、消毒済みの手術道具を取り出すため滅菌器のエアレーション（洗浄作業）を行ったが

滅菌器のエアレーションが不十分だったため、滅菌器内の手術道具を取り出した際に、器内に残留

していたエチレンオキシドを吸入したもの。 

【発生原因等】 

・設備の点検整備不十分 

・作業主任者未選任 

・作業手順の不備 

-------------------------------------------------------------------------------------

《例 2》 一酸化炭素等による中毒等 

・一酸化炭素 

【業種】 

輸送用機械等製造業 

【発生月】 

5 月 

【被災者数】 

中毒 1 名 

【発生状況】 

被災者は、建造中のコンテナ船の機関室内において、計器の取付け作業を行っていたが、同

室内で行っていた炭酸ガスアーク溶接作業により発生した一酸化炭素を吸入して被災したもの。

当該作業時にスポットクーラー１台による換気は行われていたが、被災者は呼吸用保護具は着用

していなかった。 

【発生原因等】 

・換気不十分 

・危険有害性認識不足 

 

 

 

 

http://www.84p.net/tenkiya/column07.html�
http://www.84p.net/tenkiya/�


 

◆ 新着情報 

。o・●○。．  新着図書がたくさん入りました！  ．。○●・o。 

 

最新の新着図書一覧は、こちらのページにまとめています。 

              ↓↓↓ 

http://www.oita-sanpo.jp/kasidasi/book/new0330.htm 

 

その他にも、ビデオ、機器等が新しく入りましたら随時更新していきます。 

是非ご活用下さい。 

 

http://www.oita-sanpo.jp/kasidasi/kasidasi.htm 

（図書・ビデオ・機器貸し出しトップページ） 

 

 

◆ 研修・セミナーのご案内（5 月・6 月） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■衛生管理者等研修 

時間：14:00～16:00 

会場：大分産業保健推進センター会議室 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

▽5月 14 日（月） 

衛生管理者としての健診事後措置・保健指導の進め方  青木 一雄（基幹相談員） 

▽5月 22 日（火） 

自殺の危険への対応の実際 第二次予防 インターベンション  渡嘉敷 新典（基幹相談員） 

▼6月 14 日（木） 

職場の照度を知ろう ～測定方法と評価～  田口 信康（基幹相談員） 

▼6月 19 日（火） 

自殺の危険への対応の実際 第三次予防 ポストベンション  渡嘉敷 新典（基幹相談員） 

 

 

 

 

 

http://www.oita-sanpo.jp/kasidasi/book/new0330.htm�
http://www.oita-sanpo.jp/kasidasi/kasidasi.htm�


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■産業医研修 

時間：18：30～20：30 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

▽5月 12 日（土） 

会場：大分県南地域産業保健センター（佐伯市医師会内）  HP はこちらです 

 

呼吸用保護具の管理について－フィットテスターによる洩れチェック－ 田吹 光司郎（基幹相談員） 

この産業医研修は、実地研修となります。つきましては、受け入れ事業場の事情により、 

 申込順 30 名で締め切らさせていただきますので、ご了承下さい。 

 

（ 尚、5月 1日時点での申し込み人数は 24 名です。受講を希望される方は、お早めにお申し込み下さ

い。 

また、県南地域産業保健センターから事業場への移動は、マイクロバスを予定しております） 

☆基礎/実地 2 生涯/実地 2 

▽5月 18 日（金） 

会場：大分県中部地域産業保健センター（別府市医師会内） HP はこちらです 

石綿の健康影響  青野 裕士（基幹相談員） 

☆基礎/後期 2 生涯/専門 2 

▽5月 29 日（火） 

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（アイネスのＨＰはこちらから） 

脳心臓疾患における労災認定事例  和田 秀隆（特別相談員） 

☆基礎/後期 2 生涯/専門 2 

▼6月 8 日（金） 

会場：大分産業保健推進センター 会議室 

「うつ」の予防と自殺予防～職場のメンタルヘルス活動でできること～  影山 隆之（特別相談員） 

☆基礎/後期 2 生涯/専門 2 

▼6月 27 日（水） 

会場：大分産業保健推進センター 会議室 

糖尿病の管理  木下 昭生（基幹相談員） 

☆基礎/後期 2 生涯/専門 2 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■その他の産業医研修 

時間：14:00～16:00 

会場：大分産業保健推進センター会議室 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

▽5月 25 日（金） 

海外勤務者の健康管理（総論）～体験から～  三角 順一（大分産業保健推進センター 所長） 

☆基礎/後期 2 生涯/更新 2 

 

 

 

http://www.saiki.tv/~nansa-1/sanpo-new.htm�
http://ns.beppu-med.or.jp/sanpo/�
http://www.pref.oita.jp/13040/�


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■産業看護職等研修 

時間：14:00～16:00 

会場：大分産業保健推進センター会議室 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

▽6月 22 日（金） 

有害業務と職業性疾病の関係  古庄 義彦（特別相談員） 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■カウンセリング研修 

時間：18：30～20：30 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

▽5月 8 日（火） 

会場：大分産業保健推進センター会議室 

事例検討 渡嘉敷 新典（基幹相談員） 

▼6月 12 日（火） 

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 

http://www.pref.oita.jp/13040/（アイネス HP） 

積極的傾聴 ～グループワーク～ 渡嘉敷 新典（基幹相談員）・佐用 槙子（特別相談員） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■ＡＥＤ体験研修（自動体外式除細動器） 

時間：14:00～16:00 

会場：大分産業保健推進センター会議室 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

▽6月 5 日（火） 

ＡＥＤ体験研修 ～ガイドライン 2005～  油布 文枝（基幹相談員） 

 

◎いずれの研修も、ホームページからお申し込みいただけます。 

               ↓↓↓ 

 http://www.oita-sanpo.jp/H19_training/H19top.htm 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

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 までお願いします。 

皆様のご意見をお待ちいたしております。 

 

・・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・・ 

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■ 

発行：独立行政法人 労働者健康福祉機構 
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