
栃ト協発第 1 6号
２０１９年４月２５日

会 員 各 位
一般社団法人 栃木県トラック協会

会 長 吉髙神 健司
（公印省略）

「運輸ヘルスケアナビシステム」を活用した定期健康診断のフォローアップ
及び睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）対策セミナーの開催について

時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は当協会事業運営につきまして、格別のご理解ご協力を頂き厚くお礼申し上

げます。
、 、 「 」 、さて 全ト協では ２０１８年度より 運輸ヘルスケアナビシステム を用いて

定期健康診断結果の見える化から具体的なフォローアップまでのサポート事業をス
タートしています、本セミナーでは、より多くの事業者にそのメリットを享受いた
だくための周知を目的に、システムの必要性から事業者の事例、活用法までを説明
いたします。
第2部では、運輸業界におけるSAS対策のあり方について、国交省の睡眠時無呼吸

症候群（SAS）対策マニュアルの執筆を担当した筆者が自ら講演します。
本セミナーは、Ｗテーマでの開催になり、会場ではいずれのテーマでの個別質問

もお受けいたします。なお、参加ご希望の会員事業所は 「参加申込書」に必要事、
項をご記入頂き、５月１７日（金）までにＦＡＸ(028-684-5889)で栃ト協適正化事
業部迄、お申込下さい。

記

． （ ）１ 日 時 ２０１９年５月２９日(水)午後１時３０分～４時 定員１００名
受付：午後１時～１時３０分

２．場 所 (一社)栃木県トラック協会 本館２階研修室
宇都宮市八千代1-5-12 ℡ 028-684-5882

３．ｾﾐﾅｰ内容 ｢定期健康診断のフォローアップ｣
講師：ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク

保健師 黒田 悦子 殿

｢トラック事業者におけるＳＡＳ対策のスタートから運用まで｣
講師：ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク

副理事長 作本 貞子 殿

４．受 講 料 無 料

５．対 象 者 経営者及び運行管理者等（１事業者最大３名まで）

６．そ の 他 本セミナーは全国のトラック協会等で開催されており、他会場へ
の参加も可能です。他会場へ参加希望の方は、当協会ＨＰをご参
照のうえ、ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワークへ直接お申し込み
下さい。
なお、当県開催に関しては、栃ト協までお申し込み下さい。

お問い合わせ （一社）栃木県トラック協会適正化事業部７．

ＴＥＬ 028-684-5882 ＦＡＸ 028-684-5889



参加申込書 ＞＞＞FAX：028-684-5889

希望日時・会場 ５月２９日（ 水 ） （一社）栃木県トラック協会

ふりがな
会社名

ご住所
〒

TEL FAX

申込代表者
（出席者）
①所属・役職

申込代表者
ふりがな

①お名前

申込代表者
①E-Mail ＠
②所属・役職
（出席者）

ふりがな
②お名前

③所属・役職
（出席者）

ふりがな
③お名前

事前に質問があれば
ご記入ください

定期健康診断
後 の フ ォ ロ ー
アップについて

睡眠時無呼吸
症候群について

「運輸ヘルスケアナビシステム®」を活用した定期健康診断のフォローアップ
及び睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策セミナー 申込書

●必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。
●１事業者さま３名様までのお申込みとさせていただきます。なお、定員になり次第締め切りとなります。

●所属の協会にかかわらず、どこの会場にお越しいただいてもかまいませんが、他会場の
場合はＮＰＯ法人ヘルスケアネットワークへお申し込み下さい。

TEL：028－684－5882
FAX：028－684－5889 

（一社）栃木県トラック協会 適正化事業部
お申込・問合先 ®



参 加 費 無料

【東京オフィス】
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

NBF小川町ビルディング４階
(一社)専門医ヘルスケアネットワーク事務局内
TEL：03-3295-1271 FAX：03-3295-1274 

ヘルスケアネットワーク（OCHIS）
【大阪オフィス】

〒536-0014 ⼤阪市城東区鴫野⻄2-11-2
大阪府トラック総合会館3階

TEL：06-6965-3666 FAX：06-6965-5261

お申込・問合先：（公社）全⽇本トラック協会 運輸ヘルスケアナビシステム 受託機関・SAS対策事業指定機関

E-MAIL：unyunavi@ochis-net.com URL：http://www.ochis-net.jp/

®
NPO
法人

公益社団法人全日本トラック協会
交 通 ・ 環 境 部

2019年3月

事業者各位

第１部 運輸ヘルスケアナビシステム®を活用した
定期健康診断のフォローアップ

第２部
睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策

開催案内

第１部

「運輸ヘルスケアナビ
システム®」を活用した
定期健康診断の
フォローアップ

13:30〜13:35 開会の挨拶 主催者 公益社団法人全日本トラック協会

13:35〜14:35

「定期健康診断のフォローアップ（運輸ヘルスケアナビシステム®）」
ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク（OCHIS）保健師 ⿊⽥ 悦子

・運輸ヘルスケアナビシステム®の必要性について
・定期健康診断から読み解くドライバーの健康
・活⽤法と事例紹介（3〜5社）
・運輸ヘルスケアナビシステム®の概要
・お申し込みからフォローアップまでのサポート

14:35〜14:45 ≪休憩≫

第2部

睡眠時無呼吸
症候群（SAS）

対策

14:45〜15:45

「トラック事業者におけるSAS対策のスタートから運用まで」
ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク（OCHIS）副理事⻑ 作本 貞子

国⼟交通省健康起因事故対策協議会委員
（「安全と健康を推進する協議会（両輪会）」代表）

・SASと健康起因事故
・SASスクリーニング検査の進め方
・SAS検査後のフォローアップの進め
・活⽤法と事例紹介
★SAS&NAVI無料お悩み相談会について

15:45〜16:00 質疑応答
16:00 閉会の挨拶

※プログラムは調整される場合があります。なお、時間は13時30分から16時までの開催時間の場合です。

全ト協では、2018年度より、『運輸ヘルスケアナビシステム®』を⽤いて、定期健康診断結果の⾒える化から具体的な
フォローアップまでのサポート事業をスタートしています。本セミナーでは、より多くの事業者にそのメリットを享受いただくための
周知を⽬的に、システムの必要性から事業者の事例、活⽤法までを説明いたします。
第2部では、運輸業界におけるSAS対策のあり⽅について、国交省の睡眠時無呼吸症候群（SAS）対策マニュアルの

執筆を担当した筆者が自ら講演します。
本セミナーは、Wテーマでの開催になり、会場ではいずれのテーマでの個別質問もお受けいたします。なお、お申し込み・お

問い合わせは下記委託機関関にて承りますので申し添えます。

「運輸ヘルスケアナビシステム®」を活用した定期健康診断のフォローアップ
及び睡眠時無呼吸症候群（SAS）対策セミナー

〜健康起因事故防⽌を踏まえて〜

2019年度

プログラム



「運輸ヘルスケアナビシステム®」を活用した定期健康診断のフォローアップ
及び睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策セミナー

〜健康起因事故防⽌を踏まえて〜

№ 日程 定員
（人）

申込
締切⽇ 協会名及び開催会場 開催会場所在地 電話番号

（トラック協会）
1 4月9日(火)

100 4月2日
(火)

（公社）⻘森県トラック協会 〒030-0111
⻘森市⼤字荒川字品川111-3 017-729-2000

13:30〜16:00 会場：⻘森県トラック協会研修センター
2 4月16日(火)

50 4月9日
(火)

（一社）高知県トラック協会 〒781-8101
高知市高須砂地155 088-832-3499

13:30〜16:00 会場：サンピアセリーズ（高知市）
3 4月19日(⾦)

50 4月12日
(⾦)

（一社）釧根地区トラック協会 〒084-0906
釧路市⿃取⼤通6-1-4 0154-51-3108

13:30〜16:00 会場：釧根地区トラック研修センター
4 4月25日(木)

200 4月18日
(木)

（一社）静岡県トラック協会 〒422-8510
静岡市駿河区池田126-4 054-283-1910

13:30〜16:00 会場： 同上
5 5月10日(⾦)

90 4月26日
(⾦)

（公社）秋田県トラック協会 〒011-0904
秋田市寺内蛭根1-15-20 018-863-5331

13:30〜16:00 会場：秋田県ﾄﾗｯｸ協会 中央研修ｾﾝﾀｰ
6 5月17日(⾦)

150 5月10日
(⾦)

（一社）東京都トラック協会 〒160-0004
新宿区四谷3-1-8 03-3359-6251

13:30〜16:00 会場：東京都トラック総合会館
7 5月21日(火)

110 5月14日
(火)

（公社）沖縄県トラック協会 〒900-0001
那覇市港町2-5-23 098-863-0280 

13:30〜16:00 会場：九州沖縄トラック研修会館
8 5月24日(⾦)

70 5月17日
(⾦)

（公社）熊本県トラック協会 〒862-0901
熊本市東区東町4-6-2 096-369-3968

13:30〜16:00 会場： 同上
9 5月28日(火)

100 5月21日
(火)

（公社）山形県トラック協会 〒994-0075
天童市蔵増1465-16 023-616-6135

13:30〜16:00 会場： 同上
10 5月29日(水)

100 5月22日
(水)

（一社）栃木県トラック協会 〒321-0169
宇都宮市八千代1-5-12 028-658-2515

13:30〜16:00 会場： 同上
11 6月5日(水)

80 5月29日
(水)

（一社）香川県トラック協会 〒760-0066 
高松市福岡町2-2-1 087-851-6381

14:00〜16:30 会場：ホテルパールガーデン（高松市）
12 6月7日(⾦)

200 5月31日
(⾦)

（一社）愛媛県トラック協会 〒791-1114
松山市井門町1081-1 089-957-1069

13:30〜16:00 会場：愛媛県トラック総合サービスセンター
13 6月11日(火)

200 6月4日
(火)

（公社）宮城県トラック協会 〒984-0015
仙台市若林区卸町5-8-3 022-238-2721

13:30〜16:00 会場：宮城県トラック協会４階研修室
14 6月13日(木)

100 6月6日
(木)

（一社）大阪府トラック協会 〒536-0014
⼤阪市城東区鴫野⻄2-11-2 06-6965-4000

13:30〜16:00 会場：⼤阪府トラック総合会館
15 6月14日(⾦)

100 6月7日
(⾦)

（公社）奈良県トラック協会 〒639-1037
⼤和郡⼭市額⽥部北町981-6 0743-23-1200

13:30〜16:00 会場：奈良県トラック会館
16 6月18日(火)

100 6月11日
(火)

（一社）群馬県トラック協会 〒379-2194
前橋市野中町595 027-261-0244

13:30〜16:00 会場：群⾺県トラック総合会館
17 6月20日(木)

100 6月13日
(木)

（一社）岐阜県トラック協会 〒501-6244
羽島市竹鼻町丸の内6-7 058-279-3771

14:00〜16:30 会場：不⼆羽島文化センター
18 6月25日(火)

200 6月18日
(火)

（一社）石川県トラック協会 〒920-0226
⾦沢市粟崎町4-84-10 076-239-2511

13:30〜16:00 会場：⽯川県トラック会館
19 7月25日(木)

120 7月18日
(木)

（一社）岡山県トラック協会 〒700-8567
岡⼭市北区⻘江1-22-33 086-234-8211

13:30〜16:00 会場：岡⼭県トラック総合研修会館

日程・開催会場一覧



参加申込書 ＞＞＞FAX：06-6965-5261（OCHIS大阪オフィス宛）

希望日時・会場 月 日（ ）
県トラック協会

（会場： ）

ふりがな
会社名

ご住所
〒

TEL FAX

申込代表者
①所属・役職

申込代表者
ふりがな

①お名前

申込代表者
①E-Mail ＠

②所属・役職 ふりがな
②お名前

③所属・役職 ふりがな
③お名前

事前に質問があれば
ご記入ください

定期健康診断
後 の フ ォ ロ ー
アップについて

睡眠時無呼吸
症候群について

「運輸ヘルスケアナビシステム®」を活用した定期健康診断のフォローアップ
及び睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策セミナー 申込書

●希望会場、必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。
●１事業者さま３名様までのお申込みとさせていただきます。なお、定員になり次第締め切りとなります。

●所属の協会にかかわらず、どこの会場にお越しいただいてもかまいません。

＊セミナー開催日前日までのキャンセルのご連絡はTEL:06-6965-3666(OCHIS大阪オフィス）へ、
セミナー当日のキャンセルのご連絡は各会場（協会）へお願い致します。

【東京オフィス】
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

NBF小川町ビルディング４階
(一社)専門医ヘルスケアネットワーク事務局内
TEL：03-3295-1271 FAX：03-3295-1274 

ヘルスケアネットワーク（OCHIS）
【大阪オフィス】

〒536-0014 ⼤阪市城東区鴫野⻄2-11-2
大阪府トラック総合会館3階

TEL：06-6965-3666 FAX：06-6965-5261

お申込・問合先：（公社）全⽇本トラック協会 運輸ヘルスケアナビシステム 受託機関・SAS対策事業指定機関

E-MAIL：unyunavi@ochis-net.com URL：http://www.ochis-net.jp/

®
NPO
法人


