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

――― 2007/7/4 ――― 

≪「産業保健おおいた」メルマガ版(HTML)≫ 

第 31 号 

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

I  N  D  E  X 

◆ TOPICS 

医療保険：我が国の医療保険制度について 

 

◆ 今月の Key Word  

【エルニーニョ／ラニーニャ】 

 

◆ 労働衛生事例 

《例 1》 有機溶剤による中毒等 「アセトン」 

《例 2》 特定化学物質による中毒等 「シアン化水素」 

 

◆ 新着情報 

新着冊子のご案内 

 

◆ 研修・セミナーのご案内（7 月・8 月） 

 

◆ 所長からのメッセージ「クール・ビズ」 

             

 

◆ TOPICS  ◆ 

 

医療保険：我が国の医療保険制度について 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken01/01.html  （厚生労働省ホームページより） 

 

◆ 今月の Key Word【エルニーニョ／ラニーニャ】 ◆ 

エルニーニョ /ラニーニャ現象とは 

 

(前略） …エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の中央部（日付変更線付近）から南米のペルー沿岸

にかけての広い海域で海面水温が平年に比べて高くなり、その状態が１年程度続く現象です。 

 これとは逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれてい

ます。…（後略） 

 

http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/data/elnino/learning/faq/whatiselnino.html 

（気象庁ホームページより） 
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◆ 労働衛生事例 ◆ 

労働衛生事例（2 例―平成 17 年―） 

《例 １》 有機溶剤による中毒等 

・アセトン 

【業種】 

化学工業 

【発生月】 

7 月 

【被災者数】 

中毒 1 名 

【発生状況】 

合成樹脂製造工場内において、エポキシ樹脂で汚れた床を清掃するため、被災者がアセトンを含ま

せたウエスを用いて床面の拭き取り作業を行っていたとき、アセトンを吸入したもの。当該作業時にお

いて、被災者は呼吸用保護具を着用していなかった。 

【発生原因等】 

・換気不十分 

・危険有害性の認識不足 

・安全衛生教育未実施 

・作業主任者職務不履行  

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

 《例 2》 特定化学物質による中毒等 

 ・シアン化水素 

【業種】 

清掃・と畜業 

【発生月】 

7 月 

【被災者数】 

中毒 3 名 

【発生状況】 

リサイクル工場の建屋内において、焼却処分依頼を受けた６０リットルのトリメチルシリルニトリルを

誤って含水廃アルコール溶液中に投入してしまったため、トリメチルシリルニトリルと水の化学反応によ

ってシアン化水素が発生した。 

 これを被災者が吸入して意識を失い、それを見て救出作業を行おうとした作業者及び付近で電気工

事を行っていた作業者も同時に当該物質を吸入したもの。 

【発生原因等】 

・作業手順不遵守 

・危険有害性の認識不足 

・関係作業者間の連絡調整不徹底 

 

 

◆ 新着情報 ◆ 

新着冊子のご案内 



■ 「産業保健おおいた」 夏号 

       

（主な内容） 

・事業場だより 

   「明るく健康な職場づくりを目指して」 

     （九州電力株式会社 大分支店 人事労務グループ 佐土原 浩子） 

   ・特別寄稿 

   「スマトラ島沖地震による津波災害から学ぶもの」～バンダアチェ被災者の救援活動に参加して～ 

     （大分産業保健推進センター 所長 三角 順一） 

  etc. 

 「産業保健おおいた」は、当センターにて無料で配布しております。是非ご活用下さい！ 

  

 

◆ 研修・セミナーのご案内（7 月・8 月） 

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

■産業医研修 

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

▽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） 

「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） 

「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 

▼8 月 28 日（火） 

会場：大分産業保健推進センター 会議室 

「メンタルヘルス 復職時の支援のあり方について」～事例を通して～   原尻 愼一郎（特別相談員）

☆基礎/後期 2 生涯/専門 2 

 

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

■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 

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

▽7月 4 日（水） 

「有害作業における保健指導」  田吹 好美（基幹相談員） 

▼8月 3 日（金） 

「作業態様による健康障害と改善プロセス」  青野 裕士（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 

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

▽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） 

▼8月 8 日（水） 

「糖尿病とどう向き合うか」  木下 昭生（基幹相談員） 

▼8月 23 日（木） 

「中高年齢者及び女性の特性と就労」  神代 雅晴（特別相談員） 

 

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

■カウンセリング研修 

時間：18：30～20：30 

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

▽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） 

▼8月 21 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（予定） 

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

http://www.pref.oita.jp/13040/�


「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） 

◎ 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 

 

 

◆ 所長からのメッセージ ◆ 

クール・ビズ 

地球温暖化防止に向けて、CO2 削減が叫ばれているが、「クール・ビズ」運動はやや低調となってい

るように思われる。  

暑い夏を快適に過ごすためにも、ノーネクタイ、ノー上着を励行しましょう。 

エアコン温度を 28℃にして、限りある地球の資源を大切に使おうではありませんか。 

 

          大分産業保健推進センター 所長 三角 順一 

・参考データ  

クール・ビズ（COOL BIZ、造語）は、日本において夏期に環境省が中心となって行なわれる環境対

策などを目的とした衣服の軽装化キャンペーン、ないしはその方向にそった軽装をいう。小泉政権下の

2005 年に始められた。… 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%BA 

・「クール・ビズ」（2007 年 7 月 2 日 (月) 06:33） 

『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より 1 部引用 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

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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