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I N D E X 

◆ TOPICS 

1. 平成１９年度全国安全週間スローガン決定 

「組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場」 

2. 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会からの答申 

について（平成 19 年 4 月 26 日（木）） 

◆ 今月の Key Word  【熱中症】   

1. 「熱中症」 

2. 熱中症の予防について 

    ～熱中症による死亡災害発生状況（平成 18 年分）～ 

◆ 労働衛生事例 

・酸素欠乏症 

◆ 新着情報 

・新着ビデオのご案内  

◆ 研修・セミナーのご案内（6 月・7 月） 

                      

 

◆ TOPICS  ◆ 

1. 平成１９年度全国安全週間スローガン決定 

「組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場」  

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/07/tp0701-1.html  （厚生労働省ホームページより） 

2. 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会からの答申につ 

いて（平成１９年４月２６日（木）） 

 

１  厚生労働大臣より、４月９日、労働政策審議会（会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教

授）に対し、別添１のとおり「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を

行った。これらについては、同審議会安全衛生分科会（分科会長 和田 攻  東京大学名誉

教授）において審議が行われた結果、４月２５日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添２

のとおり答申があった。 

２  厚生労働省では、これらの答申を受け、今後、労働安全衛生規則の改正を行い、平成２０年 

４月１日から施行する予定である。 

  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/s0426-4.html  （厚生労働省ホームページより） 

 

◆ 今月の Key Word【熱中症】 ◆ 

1. 「熱中症」 

熱中症（ねっちゅうしょう、Hyperthermia）は、外気においての高温多湿等が原因となって起こる症

状の総称。 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/07/tp0701-1.html�
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/s0426-4.html�


 ●熱中症の種類 

病態の違いから以下の 4 つに大きく分類される。 

熱失神（heat syncope） 

熱疲労（heat exhaustion） 

熱痙攣（heat cramps）  

熱射病（heat stroke） → 太陽光が原因の場合には一般に日射病 

                    （sun stroke）とも言う 

 

      【熱失神】  【熱疲労】  【熱痙攣】  【熱射病】  

 [意識]消失   正常    正常   高度な障害  

 [体温] 正常  ～39℃   正常   40℃以上  

 [皮膚] 正常  冷たい   正常      高温  

 [発汗]  （＋）   （＋）     （＋）     （－）  

 

・「熱中症」（2007 年 5 月 18 日 (金) 12:14） 

『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より 1 部引用 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87 

 

2. 熱中症の予防について 

  ～熱中症による死亡災害発生状況（平成 18 年分）～ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei16/02.html （厚生労働省ホームページより） 

 

 

◆ 労働衛生事例 ◆ 

労働衛生事例（2 例―平成 17 年―） 

《例 １》 酸素欠乏症 

【業種】 

  清掃業 

【発生月】 

6 月 

【被災者数】 

休業 1 名 

【発生状況】 

貯蔵タンク内の焼酎粕の回収およびタンク内の清掃の作業中、タンク内の焼酎粕の残量が少なく

なった時点で被災者がタンク内に入ったところ、酸素欠乏空気等を吸入し、被災した。 

【発生原因等】 

・測定未実施 

・換気未実施 

・空気呼吸器等未使用 

・作業主任者未選任 

・特別教育未実施 

・作業標準不徹底 

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

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87�
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《例 2》 酸素欠乏症 

【業種】 

貨物取扱業 

【発生月】 

6 月 

【被災者数】 

死亡 1 名 

【発生状況】 

第１船倉内の作業場所へ移動する際、防じんマスクを忘れたことに気づいた被災者は、防じんマ

スクを取りに事務所へ戻ることを伝え、同僚と別れた。その後、銅鉱石の積まれた第２船倉内で倒れ

ているところを発見されたが、死亡した。第１船倉と、酸素欠乏危険場所である第２船倉とを誤認した

ものと推定される。 

【発生原因等】 

・安全衛生教育不十分 

・作業標準不徹底 

・立入禁止措置不十分 

 

 

◆ 新着情報 ◆ 

。o・○・o。○・ 新着ビデオのご案内 ・o。○・o。。o・○・o。 

●資料番号：15-6 熱中症をあなどるな ～熱中症の危険と対策～  

熱中症の発生しやすい条件時間帯などを分析し、予防対策を示します （15 分） 

※内容は、資料番号 15-2 のビデオと同じです 

●資料番号：60-0-19 ヒューマンファクターとは何か？ 

～無意識の落とし穴、ウッカリ ボンヤリ 勘違い～  

ヒューマンエラーを引き起こす原因「ヒューマンファクター」をさぐり、どうすればこの「ヒューマンファクタ

ー」を減らす事が出来るかを勉強していきます （15 分） 

●資料番号：61-0-14 

職長のためのリスクアセスメント 危険ゼロを目指して 

リスクアセスメントを取り入れた作業手順書に追加された項目である危険性・有害性の【見積もり】・【評

価】とは…？リスクアセスメントを実際に取り入れた現地 KY 活動とは…？（17 分） 

●資料番号：64-5-9 

労働災害に潜むヒューマンエラー！～油断大敵・あなたがドスン～ 

数年前、都内のあるビル建設現場で実際に発生したヒューマンエラーが原因の墜落災害の再現ビデ

オです（15 分） 

●資料番号：64-5-10 

墜落の波紋 ～油断が招いた大きな災難～ 【新版】 

安全帯使用をうっかり忘れた作業員。たとえウッカリボンヤリであっても、災害は決して自分だけですま

ない事がよくわかります(18 分） 

 

*  図書、ビデオ、機器等が新しく入りましたら  * 

* 随時ホームページに情報を掲載していきます  * 

 



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（6 月・7 月）  

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

■産業医研修 

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

▼6月 8 日（金） 

時間：18：30～20：30 

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/（アイネスホームページ） 

「『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） 

時間：18：30～20：30 

会場：大分県教育会館 研修室 101 

http://www.oita-town.com/map/oi019973/（大分タウン地図情報 教育会館） 

「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  

▽7月 7 日（土） 

時間：13：00～15：00 

会場：日田玖珠地域産業保健センター（日田市医師会） HP はこちらです http://www.hita-med.or.jp/ 

「安全（健康）配慮義務を考える」 ～判例から学ぶ健康管理～ 田吹 好美（基幹相談員） 

☆基礎/後期 2 生涯/更新 2 

▽7月 7 日（土） 

時間：15：00～17：00 

会場：日田玖珠地域産業保健センター（日田市医師会） HP はこちらです http://www.hita-med.or.jp/ 

「喫煙対策について（実習）」 ～ガイドラインによる効果の確認～  田口 信康（基幹相談員） 

☆基礎/実地 2 生涯/実地 2  

▽7月 17 日（火） 

会場：大分県中部地域産業保健センター（別府市医師会） 

「健康情報の保護」  油布 文枝（基幹相談員）  

☆基礎/後期 2 生涯/更新 2 

▽7月 27 日（金） 

会場：大分産業保健推進センター 会議室 

「女性労働者と健康」  谷口 邦子（基幹相談員） 

 ☆基礎/後期 2 生涯/専門 2 

▽7月 30 日（月） 

会場：大分産業保健推進センター 会議室 

「過重労働による健康障害防止のための産業医（医師）による面接のすすめ方」 

青木 一雄（基幹相談員） 

☆基礎/後期 2 生涯/専門 2 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■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） 

 ▽7月 4 日（金） 

「有害作業における保健指導」  田吹 好美（基幹相談員） 

 

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

■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 

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

▼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） 

▽7月 20 日（金） 

「メンタルヘルス導入の問題点と課題」～事務局としての失敗・経験から～ 吉良 一樹（基幹相談員） 

▽7月 23 日（月） 

「職場のメンタルヘルス」 ～セルフケア～  江﨑 フサ子（基幹相談員） 

 

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

■カウンセリング研修 

時間：18：30～20：30 

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

▼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） 

 

▽7月 10 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） 

 

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

■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・・ 
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