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【１】産業保健トピックス  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
○産業看護講座基礎コース（平成２５年９月～平成２６年２月）を開催します。 
http://www.sanpo19.jp/modules/health/index.php?content_id=14 
 
○風しんについて（例年の３０倍で感染拡大中！！） 
（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ 
kekkaku-kansenshou/rubella/ 
 
○鳥インフルエンザＡ（H7N9）について 
（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ 
kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html 
 
○平成２５年度「世界禁煙デー」における取組及び「禁煙週間」について 
（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en/13.html 
 
○暑さが本格化する前から職場での熱中症対策の徹底を！ 
～昨年の傾向や平成２５年の職場での取り組み～ 
（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/h25necchuushou.html 
 
○平成２４年の労働災害発生状況を公表 
～死亡災害、死傷災害、重大災害が、いずれも増加～ 
（厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000032ryk.html 
 
《審議会、検討会等》 
平成２５年５月２日（木）  
 化学物質のリスク評価検討会の「第 1回有害性評価小検討会」 
５月２日に化学物質のリスク評価検討会の「第 1回有害性評価小検討会」が 
開催されました。 
議題は、平成２４年度ばく露実態調査対象物質の有害性評価についてでした。 
（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室） 
 
平成２５年５月９日（木） 
 第２回「産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会」 



５月９日に「第２回産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会」が開 
催されました。 
議題は、関係者からのヒアリング及び地域産業保健事業、産業保健推進セン 
ター事業及びメンタルヘルス対策支援事業の効果的・効率的な実施等につい 
てでした。 
（厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課） 
 
平成２５年５月２１日（火） 
 第６回「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」 
５月２１日に「６回印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討 
会」が開催されました。 
議題は、個別労災請求事案に係る医学的事項等についてでした。 
（厚生労働省労働基準局労災補償部補償課） 
 
平成２５年５月２２日（水） 
 化学物質のリスク評価検討会の「第１回遺伝毒性評価ワーキンググループ」 
５月２２日に化学物質のリスク評価検討会の「第１回遺伝毒性評価ワーキン 
ググループ」が開催されました。 
議題は、遺伝毒性の有無と強さの判断基準についてでした。 
（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室） 
 
平成２５年５月２４日（金） 
 第２回「化学物質のリスク評価検討会」 
５月２４日に「第２回化学物質のリスク評価に係る企画検討会」が開催され 
ました。 
議題は、平成２４年度ばく露実態調査対象物質のリスク評価についてでした。 
（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室） 
 
○首相官邸災害対策 
http://www.kantei.go.jp/saigai/ 
○内閣府防災情報 
http://www.bousai.go.jp/ 
○原子力規制委員会 
http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/index.html 
○放射線医学総合研究所 
http://www.nirs.go.jp/index.shtml 
○労働安全衛生総合研究所震災関連情報 
http://www.jniosh.go.jp/announce/shinsai/index.html 
○国立精神・神経医療研究センター 
http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html 
○こころの耳（東日本大震災こころのケア） 
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/info0322.html 
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【２】山梨県内の情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
○山梨県精神医学研究会講演会について 
  山梨の精神医学・福祉等に携わる方々を対象に下記の内容で研修会を開催いたし 
 ます。 
 ・日時  平成２５年６月２８日（金）１９：００～２０：３０ 
 ・会場  山梨県立文学館研修室 
 ・演題  「うつ病の精神鑑定」 
           講師  東京都立松沢病院 精神科 医長 
             田口 寿子 先生  
       座長  山梨県立北病院 
             志田 博和 先生 
http://www.sanpo19.jp/modules/important/index.php?page=article&storyid=38 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
（山梨県） 
□健康づくり運動指導者育成事業に参加しましょう！ 
  山梨県では、県民が身体活動・運動の意義と需要性を認知し、日常的な歩数の 



 増加、適切な運動が実践できるように支援する指導員を育成するため研修会等を 
 開催します。 
  皆様方の参加をお待ちしております。 
 
１「健康づくりのための身体活動基準２０１３」及び「健康づくりのための身体 
   活動指針」 
    平成２５年６月２１日（金） 
 
２「健康ウォーキング指導実践講習会」 
    平成２５年９月２８日（土） 
    平成２５年１０月１２日（土） 
    平成２５年１１月１６日（土） 
 
３「健やか山梨２１推進大会」 
   平成２５年１２月１日（日） 
  
 詳しくは、山梨県福祉保健部健康増進課健康企画担当 
（電話０５５－２２３－１４９４）までお問い合わせください。 
 
□中国における鳥インフルエンザ（H7N9）の発生について 
http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/toriflu.html 
 
□国内で確認された新しいダニ媒介性疾患「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」に 
ついて 
http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/sfts.html 
 
□山梨県内の微小粒子状物質（PM2.5）測定状況について 
http://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/pm25setumei.html 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
（山梨労働局） 
○平成２４年度の個別労働紛争解決制度の施行状況について 
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku 
/kikaku/H25kobetsuhunso.pdf 
 
○山梨労働局における第２８回男女雇用機会均等月間の実施について 
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku 
/kintoushitsu/250531positive_action0.pdf 
 
○胆管がんについての労災請求の時効について～平成 25年 3月 15日から時効が進行しま 
す～ 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai 
/tankan/index.html 
 
○仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、労災保険給付が受けられます。 
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku 
/rousaihosyo/tankangan25.pdf 
 
○石綿救済法の特別遺族一時金の支給対象の見直しについて 
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/izoku/index.html 
 
○労災精神障害専門調査員がご相談に応じます 
 山梨労働局では、セクシュアルハラスメントなど職場のストレスによる 
 精神障害に関する労災保険の給付などについて相談を受けるため、 
 「労災精神障害専門調査員」を配置しました。 
 費用は無料で、専門の臨床心理士が相談に応じます。 
 
○日時 毎月第２水曜日と第４水曜日（閉庁日は除く）１４時～１７時 
 ※相談日が変わる場合もあるため、相談を希望されるときは，事前に電話で 
  お問い合わせください。 
 
○問い合わせ 山梨労働局労働基準部労災補償課 055－225－2856   



 
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/roudoukyoku 
soudanmadoguchinogoannai/_100805.html 
 
○平成２５年・２４年１月～３月死傷災害（休業４日以上）比較表 
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku 
/kenkouanzen/hikakuhyo25.pdf 
 
○平成２４・２３年１～１２月死傷災害比較表労働災害発生状況 
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saigaitoukei_ 
jirei/toukei/5-1.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【３】衛生管理者レベルアップ研修のご案内 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
※研修のお申し込みは下記の各アドレスからホームページにアクセスして下さい。 
※会場はすべて山梨産業保健推進連絡事務所研修室です。 
 
 ★平成２５年 ６月１０日（月）午後３時～午後５時 
  「山梨衛生管理者交流会記念講演」（職場における救急処置） 
  日本赤十字社山梨県支部救急法指導員 
（ 6/10） 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=494 
 
  ★平成２５年 ６月１８日（火）午後２時～午後４時 
  「職場における食中毒対策」 
  講 師 山梨県衛生薬務課 課長補佐 浅山 光一 
  認定単位 認定産業医研修 生涯・専門 ３単位 
       産業看護実力アップ認定研修申請中 
  内容 食中毒の発生による健康被害は、事業場等にとっても深刻な問題であ 
     り、その対策は、危機管理の視点に基づき、衛生管理責任者だけでな 
     く、全社的な取り組みが不可欠です。当研修は、食中毒を防ぐための 
     重要なポイントや万が一発生した時の対応などについて現場等ですぐ 
     役立つような実践的な内容となっています。 
    
  ( 6/18) 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=489 
 
 ★平成２５年 ７月１１日（木）午後２時～午後４時 
  「今、なぜ、パワハラが起こるのか？」 
  講 師 エヌ心理研究所所長、産業保健相談員 中村 幸枝  
  認定単位 認定産業医研修 生涯・実地 ３単位 
       産業看護実力アップ認定研修申請中 
  内容 パワハラが起こる背景をふまえ、組織にもたらす影響など安全配慮義務 
     の観点からも捉えていきます。又、パワハラを起こす可能性、受けてい 
     る可能性の心理状態をさぐり、職場での対処法を実践的に学んでいきま 
     す。 
     
  ( 7/11) 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=490 
 
 ★平成２５年 ７月１７日（水）午後２時～午後４時 
  「第１２次労働災害防止計画について」 
  講 師 山梨労働局健康安全課担当職員  
  認定単位 認定産業医研修 生涯・更新 ３単位 
       産業看護実力アップ認定研修申請中 
  内容 労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた第 12次 
     労働災害防止計画（平成２５年度～２９年度）で重点とする健康確保・ 
     職業性疾病対策における「化学物質による健康障害防止対策」について 
     説明します。 
    
  ( 7/17) 



http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=491 
 
 ★平成２５年 ７月３０日（火）午後２時～午後４時 
  「精神障害と労災補償」 
  講 師 山梨労働局労災補償課担当職員  
  認定単位 認定産業医研修 生涯・更新 ３単位 
       産業看護実力アップ認定研修申請中 
  内容 労災補償給付請求に関する調査・決定を行う行政側の視点から、精神障 
     害事案の請求傾向、認定基準の詳細、調査内容などについてお話するほ 
     か、広く業務上疾病についても認定の仕組みや状況をご説明します。 
     
  ( 7/30) 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=492 
 
   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【４】産業カウンセリング研修  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
※研修のお申し込みは下記の各アドレスからホームページにアクセスして下さい。   
   
 ★産業カウンセリング研修Ⅰ（４回シリーズ） 
   ３ 平成２５年６月２８日（金）午後２時～午後４時３０分 
  ４ 平成２５年７月２６日（金）午後２時～午後４時３０分 
  講  師  エヌ心理研究所所長、産業保健相談員 中村 幸枝 
   会 場 山梨産業保健推進連絡事務所 研修室 
  認定単位 認定産業医研修 生涯・専門 ３単位  
       産業看護実力アップ認定研修申請中 
  内容 産業現場における様々な問題（メンタルヘルス他）について、カウンセリ 
     ング（相談業務）を実際に行う場合を想定し、必要な知識と傾聴スキルを 
     習得し実践的に学んでいただきます。   
   
  ( 6/28) 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=484 
  ( 7/26) 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=486 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【５】職場のメンタルヘルス相談員のためのステップアップ研修 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
※研修のお申し込みは下記の各アドレスからホームページにアクセスして下さい。   
  
 ★職場のメンタルヘルス相談員のためのステップアップ研修「事例検討会」Ⅰ 
 （４回シリーズ）      
    
  ３ 平成２５年６月１２日（水）午後２時～午後４時３０分 
  ４ 平成２５年７月１０日（水）午後２時～午後４時３０分 
  講 師 すげ臨床心理相談室所長、産業保健相談員 菅 弘康 
    会 場 山梨産業保健推進連絡事務所研修室   
  認定単位 認定産業医研修 生涯・実地 ３単位 
       産業看護実力アップ認定研修申請中 
  内容 相談者の本音に耳を傾ける「カウンセリングの考え方とスキル強化」、 
     様々なケースによる「相談対応力の強化」に着目し、メンタルヘルスケア 
     推進のための相談対応の実践力を習得していただきます。   
     
  ( 6/12） 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=483 
  ( 7/10） 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=485 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【６】山梨衛生管理者交流会記念講演 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



※研修のお申し込みは下記のアドレスからホームページにアクセスして下さい。 
 
 ★山梨衛生管理者交流会記念講演 
 「職場における救急処置」 
 日 時 平成２５年６月１０日（月）午後３時～午後５時  
 講 師 日本赤十字社山梨県支部 
 会 場 山梨産業保健推進連絡事務所研修室 
 単 位 産業看護実力アップ認定研修申請中 
 内 容 事業場等における事故防止、手当の基本、止血の仕方や三角巾の使い方、 
     骨折の場合の固定方法等についての知識と技術を習得できます。 
 
（ 6/10） 
http://www.sanpo19.jp/modules/seminar/index.php?page=article&storyid=494 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【７】エッセイ「エロスと共に」 
           産業保健相談員 クリニックいのうえ 院長 井上 勝六  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
（５）密教的エロスとエクスタシー・・・曼荼羅と理趣経 
 
 栄養状態や衛生状態の悪かった古代、猛威を振るった感染症のため人々の平均寿命 
は短かった。 
 伝来した仏教の最大目的は除病延命で、治療には新しい医術体系の漢方薬が重用さ 
れた。 
 一方では、病気の原因は怨霊やもののけと考えられたため、その跳梁跋扈を鎮める 
ための様々な呪術・魔術が駆使された。 
 それらは日本古来のもの、遠くはインド、中国からのものなどが用いられたが、 
空海はこれら雑(ぞう)密(みつ)といわれたものを仏教的空観で止揚・統一して純(じ 
ゅん)密(みつ)とした。 
 空海の興した真言密教が「聖と俗」の何でもありと幅広く奥深いのは、仏教本来の 
目的である解脱をめざしつつも、同時に肉体や現実を肯定し雑密的現世利益をかなえ 
させるという、相矛盾した二つの要素を持っているからだろう。 
 本来、仏像は誰にでも平等に慈悲を与える存在なのに、金を払えば秘仏を開帳する 
という反仏教的習慣が密教系寺院に多いのは、現世という実在も諸現象も宇宙の真理 
のあらわれとする教義の他に、「秘すれば花」（世阿弥）と隠すことによって、より 
興行的価値を高めようとした寺院側のしたたかな計算があってのことだろう。 
 もしも仮に釈迦がこのような密教に接したならば、自身の称えた初期仏教との違い 
に大いに驚くに違いない。 
 実際、愛欲や利益などを否定し解脱にいたるという釈迦の教えは高級すぎ、現実に 
は多くの人々にとっては実現不可能である。 
 また、たとえ実現されたとしても他人には窺い知ることはできず、宗教よりも哲学 
ともいうべきそれは、早晩、生活に密着したヒンズウという民族宗教の中にあって、 
消滅せざるをえなかった。 
 大多数の平凡な人にとっては商売繁盛や病気治癒など、また体制にとっては国家の 
鎮護や玉体の安泰が喫緊の課題であった。 
 その要求に応えるために、他者の救済という思想を基にして生まれた大乗仏教に、 
現世利益を肯定するヒンズウの思想が導入された密教が生まれ、それがチベットや 
中国へ、そして日本へと伝えられ、最終的に空海によって真言密教に帰結したのだっ 
た。 
 しかし、自己実現を目的とした釈迦仏教に対して、御利益宗教という言葉にはある 
べき宗教の姿から逸脱したものという、ともすると否定的な意味合いが含まれている。 
 しかし、苦しいときの神様・仏様で、凡人はまさにそこにこそ宗教の意義を見出す 
し、もしもそれがなければ宗教は存在しなかったかもかもしれない。 
 実際、空海の思想は「貧しい者には物をあたえよ、富める者には法をあたえよ」と 
いわれ、歓喜天を祀る奈良の宝山寺のパンフレット「信仰への道」には次のように記 
されている。 
 「病気平癒、商業繁栄などの現世の利益を祈ることは正しい宗教ではないと申され 
る人がありますが、宗教はどこまでも生ける人間のものでなければならない。 
 宗教こそは神や仏の存在を示すと共に、心の拠り所を与え、凡ゆる人生の苦しみ悩 
みを解き、生きる喜びを発見し、人間本然の尊さとその道への自覚を教えるものであ 
り、現世に浄土を求めその実現のへの祈りである以上は、どうしても現世利益でなけ 
れば救済されないのであります。 



 死んでから極楽浄土へ赴(ゆ)こうとする願いも所詮は、現世利益の延長ではないで 
しょうか。 
 現在未来は別々ではありませんから、現在を無視することは又未来をも無視するこ 
とでありまして、親鸞上人も“慾心は是れ如来の廻向(えこう)心(しん)なり”とも申 
されています。」 
 
                            （次号に続きます。） 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【８】図書・研修用機器の貸出について 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ★新刊図書を追加しました。 
  【07-0123】治療と仕事の「両立支援」メンタルヘルス不調編 
        －職場可判断のアセスメント・ツールと活用事例２０－ 
http://www.sanpo19.jp/modules/whatsnew/index.php?page=article&storyid=309 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
  当事務所では、産業保健をはじめとした図書・研修用機器等について無料で貸出 
 を行っています。 
  初めてご利用になる方は利用者登録が必要になりますので、身分証明書等をご持 
 参の上、当事務所で手続きをお願いします。 
 
 所蔵リスト・検索等については下記のアドレスからアクセスしてください。 
http://www.sanpo19.jp/modules/rental/index.php?content_id=1 
  
  ※ビデオ・ＤＶＤにつきましては、平成２１年１２月１７日をもって貸出を終了い 
 たしました。当事務所内での視聴は可能ですので、お気軽にお越しください。 
 
==================================================================
=========== 
 
 
 配信の解除を希望される方は下記のアドレスからご連絡ください。 
 yamanashi@sanpo19.jp 
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