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◆ ＴＯＰＩＣＳ ◆ 

 ◎熱中症による救急搬送者数が急増しています。他 

  

◆ 相談員の窓 ◆ 

 高齢化と職場  

 

◆ お知らせ ◆ 

 平成２４年度 第６３回全国労働衛生週間説明会開催案内 

 

◆ 研修・セミナーのご案内（ ８月・９月 ）◆ 

 

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

◆ ＴＯＰＩＣＳ ◆ 

  

 ◎熱中症による救急搬送者数が急増しています。 

 ７月２３日～２９日までの１週間に熱中症で救急搬送された人は全国で８６８６人（大分県内１

１４人）。１週間ごとに急増しています。５月２８日から７月２９日の２カ月間に、全国で２万４１人

が救急搬送され、３９人が亡くなっています。 

   ８６８６人（７月２３日～７月２９日） 

   ５６７８人（７月１６日～７月２２日） 

   ２６４３人（７月 ９日～７月１５日） 

    ９８７人（７月 ２日～７月 ８日） 

    ５９０人（６月２５日～７月 １日） 

    ４０５人（６月１８日～６月２４日） 

    ３６７人（６月１１日～６月１７日） 

    ３８８人（６月 ４日～６月１０日） 

    ２９７人（５月２８日～６月 ３日） 

 合計２万４１人（５月２８日～７月２９日） 

 詳しくは ⇒ 都道府県別搬送者数（総務省消防庁） 

 http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/heatstroke/pdf/sokuhouti.pdf 

 

 ⇒厚生労働省 熱中症関連情報「即自的患者発生情報（７月２４日～７月２９日）」 

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/index.html 

 

 ⇒熱中症パンフレット（当連絡事務所作成） 

 http://www.oita-sanpo.jp/New/info/pamphlet/necyu_24.pdf 
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 ◎職業性胆管がんの相談窓口を設置しました。（厚生労働省） 

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/tankangan/ 

  

 ◆西日本にお住まいの方は、フリーダイヤル 0120-616-700 までお電話ください。（厚生労働

省）受付日時は、月曜から金曜の 9：30～12：00と 13:00～16:00で、７月１２日から受け付けてい

ます。 

 

 ◆具体的な症状等医学的な観点から、産業保健の専門家へ相談をされたい方は、フリーダイ

ヤル 0120-688-224 までお電話ください。（労働者健康福祉機構 産業保健推進センター） 受

付日時は、火、水、木曜の 13:00～17:00 で、7 月 12 日から受け付けています。 

 

【胆管がんに関する労災請求について】 

 平成２４年６月２５日に厚生労働省より印刷業に従事していた労働者が胆管がんを発症したと

して、大阪府で６名、宮城県で２名の労災請求がなされたと発表しました。（厚生労働省労働基

準局安全衛生部計画課） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002dr9f.html 

 

【胆管がんに関する一斉点検結果の取りまとめ等】 

 平成２４年７月１０日に厚生労働省より大阪の印刷事業場での胆管がんの発生を受けて、全

国５６１の事業場を対象として実施していた一斉点検の結果等を取りまとめ、公表しました。 

（厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ez6b.html 

 

◎平成２３年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ（速報値） 

 平成２４年７月４日に厚生労働省より平成２３年度の「石綿による疾病に関する労災保険給付

などの請求・決定状況（速報値）」の取りまとめが公表されました。請求・支給決定件数は前年

度とほぼ同水準で推移したなどとなっています。（厚生労働省労働基準局労災補償部職業病

認定対策室） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002e9ew.html 

 

◎平成 23 年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめ 

 平成 24 年 6 月 15 日に厚生労働省より平成 23 年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償

状況」の取りまとめが公表されました。精神障害の労災請求件数が 3年連続で過去最高を更新

されたなどとなっています。（厚生労働省労働基準局労災補償部職業病認定対策室） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html 

 

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

◆ 相談員の窓 ◆ 

  

 高齢化と職場           

                           基幹相談員 谷口 邦子  

                 （社会保険診療報酬支払基金大分支部 医療顧問） 

 

 高齢化が進み、職場でも定年が６０歳から再雇用を含めて６５歳までという時代になりました。 
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 職場で働く人の平均年齢も年々上昇し、職場環境においても視力、聴力、筋力などの身体機

能もさることながら、物忘れなどの精神的能力の低下が見られます。 

 職場においても部署の仕事によって求められるものが違います。 

 体力、仕事のスピードを要求される仕事はだんだん苦手になるし、判断力を求められる管理

職では「年の功」ならず経験がものを言います。 

 

以下老人における機能の変化を示します。 

 身体面（視力、聴力、筋力の低下） 

 精神面（物忘れ、仕事のスピードの低下） 

 

注意が必要なこと 

職場環境 

１） 照明・・・できるだけ明るく、（照度の強い懐中電灯など） 

        印刷物は文字をできるだけ大きく。（使用用紙、モニターの文字サイズ） 

２） 気温湿度・・・夏場は特に熱中症の注意が必要。 

３） バリアフリー・・・職場でも転倒や怪我が起こらないように、障害物に注意。 

４） 重量物・・・腰痛持ちの人が多いので、特に運搬業などでは配慮すること。 

５） 信号（聴力が落ちた場合の目印）、視力が落ちた人への配慮。 

６） 目視検査などのラインのスピードを遅くする。 

配置 

１） スピードを要求される仕事が苦手になる。 

２） 仕事量が多い。 

３） 不規則な勤務での生活のリズムが乱れやすい。 

４） パソコンなど慣れない業務に順応できにくい。 

５） 通院など医療に関する時間の確保が必要である。 

 

 高齢化社会になったということは、必ずしもすべて健康とは限らない人が仕事をするということ

になります。 

 病気を抱えながら勤務するということに職場の配慮が必要でしょう。 

 

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

◆ お知らせ ◆ 

  

 平成２４年度 第６３回全国労働衛生週間説明会開催案内 

  

 ◎大分労働基準監督署管内 

  開催日時 ９月１０日（月）１４：００～１６：００ 

  開催場所 大分県立社会教育総合センター 多目的ホール 

         別府市大字別府野口原３０３０-１ 

 

  開催日時 ９月１１日（火）１４：００～１６：００ 

  開催場所 コンパルホール 文化ホール 

         大分市府内町１-５-３８ 

 



 ◎中津労働基準監督署管内 

  開催日時 ９月１８日（火）１４：００～１６：００ 

  開催場所 宇佐勤労者総合福祉センター さんさん館 

         宇佐市大字四日市３９１－１０ 

 

 ◎佐伯労働基準監督署管内 

  開催日時 ９月１４日（金）１４：００～１６：００ 

  開催場所 弥生文化会館 多目的ホール 

         佐伯市弥生大字上小倉１１５７-２ 

 

 ◎日田労働基準監督署管内 

  開催日時 ９月１２日（水）１４：００～１６：００ 

  開催場所 日田市民文化会館 パトリア日田 大ホール 

         日田市三本松１丁目８番１１号 

 

 ◎豊後大野労働基準監督署管内 

  開催日時 ９月１４日（金）１４：００～１６：００ 

  開催場所 豊後大野市民文化センター（エイトピアおおの） 小ホール 

        豊後大野市三重町大字内田８７８番地 

 

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

◆ 研修・セミナーのご案内（ ８月・９月 ） 

◆ 日時・会場は変更する場合がございます。 変更はホームページに掲載いたしますの 

で、ご確認下さい。 

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

 ■産業医研修     

 

 ★第１１回「 過重労働による健康障害防止対策と面接指導の実際 」 

 日時：８月１６日（木）１８：３０～２０：３０※日程が変更になっています   

 講師：三角 順一（ 大分大学 名誉教授 ) 

 会場：アイネス ２階 大会議室   

 単位：専門２  

 

 ★第１２回「 職場における糖尿病対策 」 

 日時：８月２３日（木）１９：００～２１：００※時間が変更になっています   

 講師：阿部 信行（ 内科阿部医院 院長 )   

 会場：アイネス ２階 大会議室   

 単位：専門２ 

  

 ★第１３回「 働く女性のために -エイジングと生殖- 」 

 日時：９月１４日（金）１８：３０～２０：３０   

 講師：宮川 勇生（ 大分労働衛生管理センター 所長 )   

 会場：アイネス ２階 大会議室   

 単位：専門２ 



 ★第１４回「 健康診断の事後措置 」 

      （特殊健康診断、特定業務従事者健診編） 

 日時：９月１５日（土）１３：００～１５：００   

 講師：増井 太朗（ 大分キャノン株式会社安岐事業所 産業医 )   

 会場：中津市医師会   

 単位：専門２ 

 

 ★第１５回「 喫煙対策のためのガイドラインについて（実習） 

        -新ガイドラインによる効果の確認- 」 

 日時：９月１５日（土）１５：００～１７：００   

 講師：田口 信康（ 大分労働衛生管理センター環境測定部 副部長 )   

 会場：中津市医師会   

 単位：実地２ 

 

 ★第１６回「 職場の喫煙対策にかかわる労働安全衛生法の改訂の動き 」 

 日時：９月２７日（木）１８：３０～２０：３０   

 講師：大和 浩（ 産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室 教授 )   

 会場：アイネス ２階 大会議室   

 単位：専門２ 

 

 産業医研修のページ   

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/doctor.pdf 

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

■産業看護職等研修       

 

 ★第１回「 安全衛生マネージメントシステムと健康管理 」  

 日時：９月１９日（水）１８：３０～２０：３０  

 講師：田吹 好美（ 翔労働衛生コンサルタント事務所 所長 )  

 会場：コンパルホール ３０５ 会議室 

 

 産業看護職等研修のページ   

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/kango.pdf 

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

■衛生管理者等研修  

 ★第７回「 生活習慣病の予防 」 

 日時：８月７日（火）１４：００～１６：００   

 講師：油布 文枝（ 新日本製鐵（株）大分製鐵所 産業医 )  

 会場：コンパルホール ３０４ 会議室 

 

 ★第８回「 基礎から学ぶ衛生管理講座 ３      

           ここだけはおさえておきたい健康診断の実施から事後措置 」 

 日時：８月１７日（金）１５：００～１７：００※時間が変更になっています 

 講師：吉良 一樹（ 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 
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 ★第９回「 喫煙対策のためのガイドラインについて（実習） 

      －新ガイドラインによる効果の確認－ 」 

 日時：８月２８日（火）１４：００～１６：００  

 講師：田口 信康（ 大分労働衛生管理センター環境測定部 副部長 )   

 会場：コンパルホール ３０５ 会議室  

  

 ★第１０回「 ストレスと病気 」 

 日時：９月３日（月）１４：００～１６：００   

 講師：今井 浩光（ 大分大学医学部臨床薬理センター心身症外来 外来医長 )  

 会場：コンパルホール ３０５ 会議室 

 

 ★第１１回「 特定化学物質による健康障害の予防と対策 」 

 日時：９月７日（金）１４：００～１６：００   

 講師：三角 順一（ 大分大学 名誉教授 )  

 会場：コンパルホール ３０５ 会議室 

 

 ★第１２回「 基礎から学ぶ衛生管理講座 ４ 

        わかりやすく役立つ衛生管理計画のたて方と活かし方 」 

 日時：９月２１日（金）１４：００～１６：００   

 講師：吉良 一樹（ 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 ３０２ 会議室 

 

 ★第１３回「 自殺のポストベンション 」 

 日時：９月２５日（火）１４：００～１６：００   

 講師：渡嘉敷 新典（ シニア産業カウンセラー )  

 会場：コンパルホール ３０５ 会議室 

 

 衛生管理者・安全衛生担当者・事業主等研修（看護職含む）のページ 

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/eisei.pdf 

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

 ■カウンセリング研修       

 ★第５回「 積極的傾聴のグループワーク 」  

 日時：８月２１日（火）１８：３０～２０：３０  

 講師：渡嘉敷 新典（ シニア産業カウンセラー )   

    佐用 槙子（ 産業カウンセラー )  

 会場：アイネス ２階 大会議室 

 

 ★第６回「 事例検討(アルコール依存症) 」  

 日時：９月１１日（火）１８：３０～２０：３０  

 講師：渡嘉敷 新典（ シニア産業カウンセラー )  

 会場：アイネス ２階 大会議室 

 

 カウンセリング研修のページ   

 http://www.oita-sanpo.jp/New/study/cau.pdf 

http://www.oita-sanpo.jp/New/study/eisei.pdf�
http://www.oita-sanpo.jp/New/study/cau.pdf�


 受講お申し込みはこちらのページから 

 http://www.oita-sanpo.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@oita-sanpo.jpまでお願い致して

おります。 

  皆様のご意見をお待ち致しております。 

  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。 

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

独立行政法人 労働者健康福祉機構 

大分産業保健推進連絡事務所 

〒８７０－００４６ 

大分市荷揚町３番１号 第百・みらい信金ビル６階 

TEL：０９７-５７３-８０７０ FAX：０９７-５７３-８０７４ 

http://www.oita-sanpo.jp/ ／ E-mail: info@oita-sanpo.jp 
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