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【１】研修会・セミナー 
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「令和 2年度 産業保健研修・セミナー予定表 」 

https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar 

 

 当センターでは、産業医、保健師、看護師、衛生管理者の方々を対象に産業保健に関 

する様々な研修を実施しています。 

 テーマについては、従来６項目に分類していましたが、この４月から実施するテーマ 

については、よりわかりやすくするため下記のとおり１１項目に増やし掲載することと 

しました。 

 なお、会場については、山梨県医師会館＜研修室（1階）、多目的エリア（1階）、会 

議室（2階）＞で実施します。費用については、無料です。 

 参加を希望されます方は、次の１又は２の方法によりお申し込みください。 

  

  1.電子メール（各研修の欄に添付しているアドレスからホームページにアクセスし 



        Ｗｅｂページから送信） 

 2.ＦＡＸ（チラシやホームページ等に掲載している申込用紙を利用し送信） 

 

【4月度研修に関するお知らせ】 

 現在の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ 4月開催予定の研修会は中止とさ 

せていただきますのでご了承願います。 

     

★4月 8日（水）職場のメンタルヘルス相談員研修⇒中止 

 

★4月 17日（金）産業カウンセリング研修⇒下記のとおり変更   

  変更前       変更後 

  4月 17日（金）１回目 ⇒ 5月 15日（金）１回目 

  5月 15日（金）２回目 ⇒ 6月 19日（金）２回目 

  6月 19日（金）３回目 ⇒ 7月 17日（金）３回目 

  7月 17日（金）４回目 ⇒ 8月 21日（金）４回目 

     

★4月 22日（水）簡易測定器による測定について⇒下記のとおり変更 

  変更前    変更後 

  4月 22日（水） ⇒   7月 28日（火）  

  

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

【1】産業医学（一般健康管理） 

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

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

【2】産業医学（有害業務の健康管理、作業管理） 

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

■「労働災害の防止について」 

  ～危険有害性を有する関係施設の保全管理を中心に、安全衛生管理の基本につい 

   て考える～ 

 日時 令和２年５月１９日（火） １４時～１６時 

 講師 森 博幸「森労働衛生コンサルタント事務所 所長」 

        （労働衛生コンサルタント/産業保健相談員） 

 [日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位] 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/4593 

   

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

【3】労働衛生工学 

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

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

【4】メンタルヘルス 



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

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

【5】労働衛生関係法令 

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

■「労働安全衛生行政の概要と最近の動向」 

 日時 令和２年５月２２日（金）１４時～１６時 

 講師 山梨労働局健康安全課 担当官 

 [日医認定産業医単位：生涯・更新 ３単位]  

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/4610 

 

■「産業保健・労働衛生にまつわる労務管理の基礎知識あれこれ」 

 日時 令和２年５月２６日（火） １４時～１６時 

 講師 雨宮 隆浩「雨宮労務管理事務所 所長」 

         （特定社会保険労務士/産業保健相談員） 

 [日医認定産業医単位：生涯・更新 ３単位]  

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/4612 

  

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

【6】カウンセリング 

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

■「産業カウンセリング研修（企業内担当者育成）」 

  ～「傾聴技法」基礎から応用まで～＜シリーズⅠ＞ 

 講師 中村 幸枝「（有）エヌ心理研究所 所長」 

         （産業カウンセラー/産業保健相談員） 

 会場 会議室 

 [日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位] 

    

【シリーズⅠ】 

 ☆Ⅰ-１回 

  日時 令和２年５月１５日（金） １４時～１６時３０分 

  詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/4592 

 

実施予定日程＜お申込みは、FAXでお願いします。＞ 

 ☆Ⅰ-２回 

  日時 令和２年６月１９日（金） １４時～１６時３０分 

 

 ☆Ⅰ―３回 

  日時 令和２年７月１７日（金） １４時～１６時３０分 

 

 ☆Ⅰ-４回 



  日時 令和２年８月２１日（金） １４時～１６時３０分 

 

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

【7】保健指導 

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

■産業看護職セミナー＜全４回＞ 

 「シリーズ①今どきの職場不適応への対応」 

  ～疾病性と事例性を整理した問題のとらえ方・産業看護職の役割～ 

 日時 令和２年５月２５日（月） １４時３０分～１６時３０分 

 講師 楡井 恭子「山梨文化会館総務局厚生部」 

         （保健師） 

    小川 理恵「山梨産業保健総合支援センター 産業保健専門職」 

         （保健師） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/4611 

 

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

【8】両立支援 

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

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

【9】事業者向けセミナー 

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

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

【10】労働者向けセミナー 

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

■「健康管理セミナー＜熱中症対策＞」 

  ～正しい知識で防ごう熱中症！～ 

  ＜衛生管理者等レベルアップ研修 219＞ 

 日時 令和２年５月２０日（水） １４時～１６時 

 講師 1.熱中症予防普及啓発の取組み    

       山梨健康増進課 

    2.熱中症が発生する原理と有効な対策及び健康管理 

       齊藤 宏之「労働安全衛生総合研究所 上席研究員」 

    3.職場における熱中症予防対策 

       山梨労働局健康安全課 担当官 

 会場 多目的エリア 

 [日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位] 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/4594 

 

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

【11】産業保健関係者の事例検討 



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

■「職場のメンタルヘルス相談員研修（事例検討）」 

  ＜Ⅲ期シリーズ：4回＞Ⅰー２回 

 講師 菅 弘康「すげ臨床心理相談室 所長」 

        （臨床心理士/産業保健相談員） 

 会場 会議室 

 [日医認定産業医単位：生涯・実地 ３単位] 

      

【シリーズⅠ】 

 ☆Ⅰ-２回 

  日時 令和２年５月１３日（水） １４時～１６時３０分 

  詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/4591 

 

実施予定日程＜お申し込みは、FAXでお願いします。＞ 

 ☆Ⅰ-３回 

  日時 令和２年６月１０日（水） １４時～１６時３０分 

 

 ☆Ⅰ-４回 

  日時 令和２年７月 ８日（水） １４時～１６時３０分 
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【２】産業保健トピックス 
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◆新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html  

◇新型コロナウイルス感染症に関する総合情報（山梨県） 

 https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus.html 

◇「新型コロナウイルス感染症」関連について（山梨労働局） 

 https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/newpage_00289.html 

 

 〇新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#Q&A 

  ⇒一般の方向けＱ＆Ａ 

   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.h

tml 

  ⇒医療機関・検査機関向けＱ＆Ａ 

   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.h

tml 



  ⇒企業（労務）の方向けＱ＆Ａ 

   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.h

tml 

  ⇒労働者の方向けＱ＆Ａ 

   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.h

tml 

  ⇒関連業種の方向けＱ＆Ａ 

   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou

.html 

 

 ＜助成金等＞（厚生労働省） 

 〇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10098.html 

 〇時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html 

 〇小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援（雇用者向け） 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_

00002.html 

 〇小学校等の臨時休業に対応する保護者支援（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

 

 ＜各種リーフレット＞ 

 〇感染症対策へのご協力をお願いします（首相官邸） 

  https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059525.pdf 

 〇ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと 

  ～８つのポイント～（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

 

 ＜各種相談窓口＞ 

 〇新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口（山梨労働局） 

  https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000601062.pdf 

 〇厚生労働省の電話相談窓口（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#denwa 

   新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口 

   電話番号：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

   受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施） 



 〇新型コロナウイルス感染症に係る電話相談窓口について（山梨県） 

  https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus.html 

  ⇒帰国者・接触者相談センター（各保健所） 

    新型コロナウイルスの感染が疑われる要件を満たす方に対し、専用の受診先を 

    ご案内します。 

  ⇒新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル（山梨県） 

   

https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/documents/20200306newcoronasentoutel

fax.pdf 

    電話番号：055-223-8896 

    F A X ：055-223-1499 

    開設時間：平日 午前 9時～午後９時（土日・祝日も実施） 

 

◆新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施 

 等に係る対応について（情報）（厚生労働省） 

 ※注意：令和２年５月末までの間の取扱いです。 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/4577 

 

◆日本産業衛生学会による「新型コロナウイルス感染症情報」 

  ・新型コロナウイルス情報；企業と個人に求められる対策 Q&A 版（2020.03.23公 

   開） 

  ・【特別編】新型コロナウイルス情報；株主総会運営について（2020.03.04公開） 

  ・新型コロナウイルス情報ー企業と個人に求められる対策ー（2020.2.17 掲載、20 

   20.3.2更新） 

  ・新型コロナウイルス感染症リンク情報（2020.2.13掲載） 

 等が掲載されています。 

（ご注意）使用に際しては、当該企業の状況にあわせて各企業の判断でご活用くださ 

     い。 

 https://www.sanei.or.jp/?mode=view&cid=416 

 

◆不妊治療と仕事の両立に関するマニュアルとハンドブックを作成しました（厚生労 

 働省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10246.html 

 

◆治療と仕事の両立について（厚生労働省） 

 〇職場における治療と仕事の両立のためのガイドライン（全体版）令和 2年 3月改訂版 

  ※参考資料に「糖尿病に関する留意事項」、「心疾患に関する留意事項」が追加 

   されました 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000609483.pdf 

 〇企業・医療機関連携マニュアル（全体版）令和 2年 3月改訂版 



  ※企業・医療機関連携マニュアル（事例編）に「難病」が追加されました 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000609405.pdf 

 〇企業・医療機関連携マニュアル（解説編） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000609412.pdf 

 

 「治療と仕事の両立支援について」（厚生労働省ＨＰ） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000609412.pdf 

 

◆治療と仕事の「両立支援コーディネーター基礎研修」日程（4～9月）（労働者健康安 

 全機構） 

  労働者健康安全機構では、治療と仕事の両立に向けて、労働者（患者）、主治医、 

 会社・産業医等のコミュニケーションが円滑に行われるよう支援する、「両立支援コ 

 ーディネーター」の養成研修を実施しています。 

  医療機関の医療従事者、事業場の人事労務担当者、産業保健スタッフ等を対象に、 

 労働者（患者）の「治療と仕事の両立支援」を行うために必要な知識やスキルを持つ 

 人材を養成する研修です。 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/4561 

 

◆「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリーガイ 

 ドライン）を公表します（厚生労働省） 

 ～高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康 

  づくりを～ 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html 

   

 〇高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン概要 

  （エイジフレンドリーガイドライン） （PDF） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000608124.pdf 

 〇高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン （PDF） 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000609494.pdf 

 

◆令和２年度「全国安全週間」を７月に実施（厚生労働省） 

  

〈令和２年度の「全国安全週間」スローガン〉 

 「エイジフレンドリー職場へ！ みんなで改善 リスクの低減」 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10181.html 

 

◆「山梨県内における『ストレスチェック』及び『面接指導』実施機関」（山梨労働局） 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/4576 

 

◆令和２年度（2020 年度）安全衛生教育等実施計画書（山梨労働局） 



 労働安全衛生関係法令に基づく技能講習・特別教育等の開催予定表です。 

（注意：計画は予定であり、実施機関の都合等により変更されることがありますので、 

 予め各実施機関に電話照会して下さい。） 

 https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000612383.pdf 

 

◆山梨労働局管内における労働災害の発生状況 

 〇労働災害発生状況 

  https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-

roudoukyoku/jirei_toukei/saigaitoukei_jirei/toukei/5-1.html 

 〇死亡災害発生状況 

  https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/jirei_toukei/saigaitoukei_jirei/5-

2.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】アラカルト 
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◎都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークにおける新型コロナウイルス感染症の 

 感染拡大防止に向けた取組について－届け出・申請などは「電子申請」や「郵送」をご 

 活用ください－ 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/4575 

 

◎『メンタルヘルス対策促進員』による個別訪問支援のご案内 

  当センターでは、事業場からのご要望に応じて、メンタルヘルス対策促進員(産業カウ 

 ンセラー・社会保険労務士)が、皆様の職場を個別訪問し、メンタルヘルス対策に係る体 

 制づくり、ストレスチェック制度の導入、心の健康づくり計画や職場復帰プログラムの 

 作成等のお手伝いをいたします。 

  また、「管理監督者向けのメンタルヘルス教育研修」、新入社員をはじめとした「若 

 年労働者向けのメンタルヘルス教育研修」を事業場訪問して実施いたします。 

  ご利用は「無料」です。詳しくはこちら↓ 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/consultation/1173 

  まずはお気軽にお問合せください。 

 

◎「地域産業保健センター」活用のご案内 

  当センターの地域窓口である「地域産業保健センター」では、労働者５０人未満の小 

 規模事業場の事業者やそこで働く労働者を対象として、労働安全衛生法に定められた保 

 健指導など以下の産業保健サービスを無料で提供しています。 

 １．健康診断結果に基づく医師からの意見聴取. 

 ２．労働者の健康管理に係る相談 

   ＊ 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 

      ＊ メンタル不調を感じている労働者に対する健康相談・指導 



 ３．長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者に対する医師の面接指導 

 ４．個別訪問による産業保健指導の実施 

   ＊作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の健康管理の状況を踏まえた総 

    合的な助言を行います。 

  労働者の健康管理、健康保持増進にお役立てください。 

 詳しくはこちら↓ 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/consultation/1175 

  山梨産業保健総合支援センター（ＴＥＬ：０５５－２２０－７０２０） 
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【４】産業保健相談員の窓 
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 本コーナーは、産業保健相談員による産業保健に関する最新かつ有用な情報を【産業 

医学】・【労働衛生工学】・【メンタルヘルス】・【関係法令】・【カウンセリング】 

・【保健指導】等の分野でご紹介しています。 

 

 今回も引き続き労働衛生工学の観点から産業保健相談員に寄せられたご質問について 

Ｑ＆Ａの形式でご紹介します。 

 

＜連載シリーズ 第１６回＞  動揺し過ぎないで！ 

 

    ～～～振動工具を正しく使用するために～～～ 

 

Ｑ：振動工具取り扱い時の作業環境管理と作業管理の違いについて教えて下さい。 

 

Ａ：両者の違いですが、作業環境管理とは振動障害を予防するためのより本質的な対策 

 です。そして、作業管理とは、振動障害が予見される場合に、それを回避するための 

 作業時間及び保護具などの対策をいいます。 

  まず、作業環境管理として、振動障害を防止する観点から低振動工具の導入が基本 

 となります。後述する日振動ばく露量 A（8）が、「日振動ばく露限界値」である 

 5.0m/s2を超える振動工具の場合には、低振動工具に交換することが望まれます。 

  振動による血行障害は特に冬季に起こりやすくなりますので、暖房等を使用して温 

 熱環境にも配慮します。 

  振動工具を有する事業場については、「振動工具管理責任者」を選任し、振動工具 

 の点検・ 整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を記録するようにとの指 

 針が出ています。  振動工具の取扱説明書、カタログ、ホームページ等により示さ 

 れた時期及び方法等により振動工具を適切に点検・整備等してください。 

  「チェーンソー取扱い作業指針」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務 

 に係る振動障害予防対策指針」などを参考にしてください。 

  使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」を振動工具の表 



 示、取扱説明書、製造者等のホームページ等により把握してください。 

  「周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」と１日当たりの振動ばく露時間から、 

 計算式により「日振動ばく露量Ａ(8)」を求めます。 

  作業管理としては、日振動ばく露量 A（8）が、「日振動ばく露限界値」である 

 5.0m/s2を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制を行います。 

  保護具としての防振手袋の採用、また、冬季の防寒具の使用も大切です。 

 

☆ 振動工具の取扱い業務に係る特殊健康診断を実施することが健康管理であり、併せ 

 て労働衛生の三管理といいます。 

 

                 【産業保健相談員（労働衛生工学）】  

                      山梨厚生病院 予防医学センター  

                           調査役  望月 明彦 

 

******************************************************************************* 

 産業保健相談員（保健指導担当）の小田切です。来月より、相談日を原則月 2回設けま 

す。これまでお寄せいただいている相談内容に加えて、健診事後指導に関する方策、効果 

的な保健指導のあり方、健診結果の集団分析による課題抽出、エビデンスに基づく保健指 

導と効果測定など、事業所での継続した保健指導についてもフォローアップしてゆきたい 

と思います。集計や統計処理など技術指導も行いますので、お気軽にご相談ください。ま 

た生活習慣病対策、メンタルヘルス向上に向けた社内研修の要望にもお応えします。セン 

ターにお問い合わせください。 

 

                 【産業保健相談員（保健指導）】 

                      山梨県立大学  

                           教授  小田切 陽一 
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【５】産業保健専門職（保健師）よもやま話 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  今年度も残すところ数日ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年この時 

期に行う作業に加え、会議や行事の中止や対人業務の制限などイレギュラーな対応が長期 

化し、心身ともに疲労が蓄積しているのではないでしょうか？ 

 そのような中で、家で過ごす子ども達のストレス解消に、室内に洗濯ばさみで苺を吊る 

して「いちご狩り」、飲食店が子どもたちのために安価な食事の提供をするなどのニュー 

スに、少し心が温かくなります。 

 一方では、電車の中でのくしゃみがトラブルになるような社会の空気に、「自分が感染 

してしまったらどうしよう」と必要以上に感染することを恐れて不安を強くし、気持ちが 

不安定になったり、「具合は悪いけれど、新型コロナの感染ではないかもしれないから黙 

って乗り切ろう」と判断を誤り、感染を広げることにつながるなど、心の健康が保てず体 



調を崩したり、冷静な対応をすることが困難な方もでてきます。 

 これまでの状況から、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不 

特定多数の人が接触するおそれが高い場所」で、一人の感染者から複数の人に感染をして 

いる傾向があります。体調不良の際には、外出を避けること、家の中でもマスクを着用す 

ることはもちろんですが、体調に問題がなければ、感染リスクの高い環境を避けての外出 

は、心の健康につながり、免疫力を上げることにもつながります。   

 家の周りを散歩したり、サイクリングをしたり、また外出先でもアルコール消毒が使え 

る環境では手指の消毒を、手が洗えるときには手を洗いましょう。手洗いが終わったら、 

水栓を水で流してから閉めるようにしてください。加えて、手拭き用、顔や口もとに使用 

する用とハンカチを分けて持つなど、ウイルスが体の中に入ることを防ぐ工夫をするとよ 

いでしょう。 

 「高齢者が歩かなければ転ぶ心配はない」からといって、歩かなければ筋力が低下しま 

す。それと同様に、「部屋から出なければ感染の心配はない」では、ウイルスは防げて 

も、別の意味で健康を害することになります。産業保健スタッフの皆さんは、心のケアも 

含めて幅広い視点での支援が求められていると思います。 

 さて、皆さんは「やまなし健康経営優良企業」認定制度がスタートしたことをご存じで 

しょうか。 

https://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/yamanashikenkoukeiei.html 

 この制度は、労働者の健康保持増進についての取り組みが一定の要件（必須項目は労働 

者数により６または８項目、選択項目１２項目以上）を満たした事業所の申請を受けて、 

県が「やまなし健康経営優良企業」として認定するものです。 

 申請の有無にかかわらず、認定項目をチェックすることで、自社の健康管理の取り組み 

を確認することができますし、「あと１項目で申請ができる！」という事業所は、ぜひ産 

保センターの無料サービスを利用して「やまなし健康経営優良企業」認定に挑戦してくだ 

さい。初年度である令和２年度は、複数回申請のチャンスがあります。１回目の申請は５ 

月です。 

 認定必須項目の１つとして、がん検診への取り組みがあります。４月は、各市町村が実 

施するがん検診の申し込み方法について、「広報」や HPで案内がある時期です。 

 職場や健康保険組合で行う健康診断に含まれないがん検診については、お住いの市町村 

のがん検診を積極的に利用するよう社内アナウンスをお願いします。例年、６月頃には、 

県内市町村のがん検診の情報が、県の健康増進課の HPで確認できるようになります。食堂 

や休憩室など、皆さんの目につく場所に掲示して、がん検診の受診をお勧めいただくこ 

と、また検診の結果で精密検査の必要がある方は、検査内容により、平日の受診が必要と 

なる場合がほとんどです。精密検査のために受診する時間が確保しやすい環境づくりに 

も、併せて取り組んでください。 

 

                         【産業保健専門職】 

                           保健師 小川 理恵 
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【６】図書・研修用機器の貸出 
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 当センターでは、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、運転免許証、名刺等身分の 

確認できるものをご持参の上、当センターで手続きをお願いします。 

 

 図書・研修用機器の貸出については下記のアドレスからアクセスしてください。 

https://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/1200 
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【７】新着図書のご案内 
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【今月の新着図書】 

●作業管理 

【06-0077】酸素欠乏危険作業主任者の仕事 今日から安全衛生担当シリーズ 

      https://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/4468 

【06-0078】有機溶剤作業主任者の仕事 今日から安全衛生担当シリーズ 

      https://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/4469 

【06-0079】特定化学物質作業主任者の仕事 今日から安全衛生担当シリーズ 

      https://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/4470 

【06-0079】こうして防ぐ！介護作業の腰痛・転倒 

      https://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/4471 

【06-0081】皮膚からの吸収・ばく露を防ぐ！ 

      https://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/4472 

 

貸出検索・貸出状況はこちらから 

https://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/1867 
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【８】ご相談・ご質問コーナー 
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  当センターでは、産業医や事業所の労務管理者等の方が産業保健活動を実践する上での 

様々な問題に関するご相談・ご質問を窓口（予約面談）・電話・Ｅメール等で受付・対応 

しています。各専門分野の産業保健相談員を中心に、解決方法等を助言させていただきま 

す。ご利用は無料となっていますので、どうぞお気軽にご利用ください。 

相談員と相談日はこちら 

https://www.yamanashis.johas.go.jp/consultation/1171 
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【９】編集後記 
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 新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、各事業場におかれましてはそれぞれ対策 

を取られていることと思います。当センターでは、産業保健スタッフの皆さまや事業場ご 

担当者さまにお役立ていただけるようホームページの新着情報やメールマガジン等で情報 

提供させていただいているところです。ご活用いただきますようご案内申し上げます。 

 また、私事で恐縮ですが、皆様からご指導ご鞭撻をいただき２年間副所長を勤めてまい 

りましたが、４月から労働局において業務を行うこととなりました。２年間大変お世話に 

なりありがとうございました。 

 なお、産業保健総合支援センターは、今後もみなさまのお役に立てますよう、職員一同 

取り組んでまいりますので、来年度も引き続きご利用賜わりますようよろしくお願い申し 

上げます。 

 

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

 メールマガジンに関するご意見・ご要望のある方、配信の解除をご希望の方は、ホーム 

ページ「お問い合わせフォーム」をご利用ください。 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/inquiry 
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