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１．産業保健関係情報
【1】
「今冬のインフルエンザ総合対策等について」
（厚生労働省）
今冬のインフルエンザ総合対策等について、各種情報が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/infulenza/index.html
【2】
「規格不適合の業務用防じんマスクの流通が判明」
（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課環境改善室）
市販されている業務用防じんマスク（使い捨て式）の一部製品について、排気弁に漏
れがあり、気密性が国家検定規格を下回っていることが判明し、輸入者が防じんマスク
の回収・交換を行っています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065308.html
【3】
「ストレスチェック項目等に関する専門検討会議事録」
（厚生労働省）
平成 26 年 10 月 10 日に開催された、
「第１回ストレスチェックと面接指導の実施方法
等に関する検討会」の議事録が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000068104.html（第 1 回）
ストレスチェック等厚生労働省労働基準局が実施する検討会についてはこちらをご覧く
ださい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingiother.html?pid=128808
【その他】
▽働く人のメンタルへルス・ポータルサイト「こころの耳」
http://kokoro.mhlw.go.jp/
▽職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト
「みんなでなくそう 職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
２．冬季のオフィス環境における低湿度の実態と対策について
低湿度になりやすいこの季節、風邪をひきやすいなどの健康への影響も心配です。
事務所衛生基準規則では以下のように環境基準が定められています。
『空気調和設備を設けている場合は、室の気温が 17 度以上 28 度以下及び相対湿度が
40％以上 70％以下になるように努めなければならない』
以下のページは労働安全衛生総合研究所がメールマガジンに掲載したコラムです。オ
フィスでの低湿度の実態と対策について紹介しています。
40％未満時のマスク着用など暫定的対応例も書かれています。是非ご覧ください。
http://www.jniosh.go.jp/publication/mail_mag/2014/75-column-2.html
３．研修会のご案内
※受講を希望される場合は、所定の申込書類にて事前の申込みをお願いいたします。
申込書類は当センターホームページに掲載しております。
産業医研修→

http://sanpo41.jp/index.php?id=21

産業保健研修→ http://sanpo41.jp/index.php?id=22
研修会の概要をホームページ上に掲載しておりますので是非ご覧ください。
※定員に達した場合は、受付を締め切らせていただきますのでご了承下さい。
※お申し込み後のキャンセルは、必ず事前にご連絡願います。【TEL(0952)41-1888】
◆平成 26 年度

産業医研修会(11 月～1 月)のご案内

●研修会番号【13】
（実 習）

１ 日 時

平成 27 年 1 月 29 日（木） 19：00～21：00

２ 会 場

アバンセ

３ 単 位

認定医：生涯研修の実地研修（３）メンタルへルス対策 ２単位

４階 第 3 研修室（Ａ） （佐賀市天神３丁目２－１１）

４ テーマ

「メンタルへルス対策の事例検討」

５ 講 師

（株）九州電力 統括産業医 藤代一也 先生

～認定産業医資格取得のための基礎研修受講ご希望の皆様へ～
当センターでは、平成 22 年４月１日から基礎研修を実施することができなくなり生涯
研修のみの開催となっております。
直近、近隣の基礎研修については、佐賀県医師会において 1/22（木）の予定があります。
「佐賀県医師会 講演会・研修会ご案内」参照
http://www.saga.med.or.jp/saga_med/home/medical/kouen/kouen.html
◆平成 26 年度

産業保健研修会(12 月～1 月)のご案内

平成 26 年度後期研修会（12 月～3 月）についてはホームページに掲載中ですので、是非ご
覧ください。
http://sanpo41.jp/index.php?id=22
メルマガでは近日開催の産業保健研修会についてご案内します。
■研修会番号【36】
「健康診断の事後措置について②」
日時 平成 26 年 12 月 19 日(金)

14:00～16:00

会場 メートプラザ 1F 研修室（佐賀市兵庫北三丁目 8 番 40 号）
講師 後藤英之 先生
■研修会番号【35】
「騒音対策と保護具の正しい使用方法について」
日時 平成 27 年 1 月 16 日(金)
会場 アバンセ

14:00～16:00

第 2 研修室 A（佐賀市天神三丁目 2-11）

講師 高倉敏行 先生
■研修会番号【37】
「職場のメンタルへルスと自殺予防（医師・看護師以外の方が対象）」
日時 平成 27 年 1 月 22 日(木)
会場 アバンセ

14:00～16:00

第 2 研修室 A（佐賀市天神三丁目 2-11）

講師 新地浩一 先生
４．保健師・看護師対象！ 産業保健研修会のご案内
テーマ：
「健康診断後の保健指導について ～困難事例について考える～」
講師は佐賀大学医学部看護学科准教授の木村裕美先生です。
健康診断後の事後措置に携わる保健師の方々が実際、保健指導を行ううえで困ってい
ることなどをグループワーク学習にて考えます。
■研修会番号【42】
日時 平成 27 年 1 月 14 日（水）

14：00～16：00

会場 メートプラザ 1F 研修室（佐賀市兵庫北三丁目 8 番 40 号）
お申込みはこちらからどうぞ！（お申込みは通常の産業保健研修会と同じです）
http://sanpo41.jp/index.php?id=22
５．窯業従事者対象！ 産業保健研修会のご案内
平成 26 年 11 月 1 日に特定化学物質に関する法改正が施行されたのを受け、窯業従事
者を対象として研修会を開催します。
■研修会番号【43】
日時

平成 27 年 2 月 17 日(火)

14:00～16:00

会場

有田町西公民館（西松浦郡有田町立部乙 2208-4）

講義① 「特定化学物質に関する法改正について」
佐賀労働局健康安全課 労働衛生専門官 牟田口義雄 氏
講義② 「窯業従事者が注意すべき疾病について ～予防と対策～」
窯業関係のコバルト物質（釉薬）と粉じん等に対する健康管理、作業環境
管理等についての講義を行います。
佐賀大学医学部社会医学講座 講師
対象

松本明子 先生

有田・伊万里・武雄地区窯業従事者

法改正直後のこのタイミングで、もう一度現場の管理について見直してみませんか？
お申込みはこちらからどうぞ！（お申込みは通常の産業保健研修会と同じです）
http://sanpo41.jp/index.php?id=22
６．心の健康づくりフォーラムのご案内
平成 27 年 1 月 29 日（木）アバンセにおいて心の健康づくりフォーラムを開催します。
日時

平成 27 年 1 月 29 日（木） 13：30～16：20

会場

アバンセ 1 階ホール

①講演 「心の健康を保つために大切なこと－産業医からのヒント－」
講師 （独）労働者健康福祉機構 福岡産業保健総合支援センター
産業保健相談員 藤代一也 先生
②トークセッション
「心の不調を感じたとき～事例をとおして知る相談と解決のヒント～」
上記①の講師と当センター等相談機関の担当者による、相談機関利用方法の紹介等
詳細、お申込みについては、こちらをご覧ください。
http://sanpo41.jp/index.php?id=59
チラシ http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14163827107.pdf

７．常時粉じん作業を行う事業場の皆様へ
平成 26 年 12 月 31 日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況の労働基準監
督署への提出期限は、平成 27 年 2 月末日です！
この報告は本年中にじん肺健康診断を実施しなかった場合でも報告する必要があり
ます。お忘れないように所轄の労働基準監督署に「じん肺健康管理実施状況報告」を
ご提出ください。
ちなみに、他の健康診断結果報告は随時（実施後遅滞なく）となっておりますので
ご留意ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ご相談・ご質問をお待ちしています！
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
佐賀産業保健総合支援センターでは、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
ル等で受け付けています。各専門分野の産業保健相談員を中心に対応し、解決方法を助言
させていただきます。ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
【担当分野・相談例】
産業医学：●健康診断の事後措置●職業性疾病の予防対策●職場巡視の方法
労働衛生工学：●作業環境の維持管理と改善の方法●測定機器の扱い方
メンタルヘルス：●職場におけるメンタルヘルスの進め方
労働衛生関係法令：●関係法令の解釈
カウンセリング：●職場における指導●相談の進め方
保健指導：●勤務形態や生活習慣病に配慮した生活指導の仕方
※各専門分野の相談員名簿についてはこちら↓↓
http://sanpo41.jp/index.php?id=7
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独立行政法人 労働者健康福祉機構
佐賀産業保健総合支援センター
〒840-0816
佐賀市駅南本町 6-4 佐賀中央第一生命ビル 4 階
ＴＥＬ0952-41-1888

ＦＡＸ0952-41-1887

ホームページ http://sanpo41.jp
Ｅメール

sanpo41@mtg.biglobe.ne.jp
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こちらまで sanpo41@mtg.biglobe.ne.jp
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