********************************************************
佐賀産業保健総合支援センター「かささぎ」メール・マガジン
平成 26 年（2014）10 月 増刊号（産業保健研修会の特別案内＋裏ワザ＋特別企画）
********************************************************
特別案内
各分野のスペシャリストである当センターの産業保健相談員等による産業保健研修会は、
毎回ご好評いただいています。しかし、まだまだ参加者が少ない研修会も多く、もったい
ないので、皆様に今一度産業保健研修会にご注目・お申し込みいただきたいと奮闘中です。
すべての研修会がお薦めではありますが、今回はピックアップしてご案内します！！
こちらから後期産業保健研修会の全日程がご覧いただけます↓↓↓
http://sanpo41.jp/index.php?id=22
お申込みはこちらから↓↓↓
ＦＡＸもしくはメールでお申込みください！
http://sanpo41.jp/index.php?id=15#type017_15_1
10/10 開催☆「がんを発症した労働者の就労について」

講師

石竹達也 先生

日本人死因のトップであるがん！！
一生の間に男性の 2 人に 1 人、女性の 3 人に 1 人はがんと診断される状況です。
この数字を改めて見ると、驚きませんか？
これだけの数字を見るともう他人事とは考えられないがん罹患。今後は医療技術の進歩
により職場の中でがんに罹患した後も就労を継続する労働者は増加すると予想されます。
今回は、当センターの産業保健相談員であり、久留米大学医学部教授の石竹達也先生が、
がんを発症した労働者にとって望ましい就労支援について現状と課題を取り上げます。

10/21 開催☆「健康配慮義務」

講師

市場正良 先生

「会社には健康配慮義務があるでしょ？」と言われても何をしたらいいのかわからない
…と思ったことありませんか？
法的に定められている健康診断とは違い、曖昧な部分も多い「健康配慮義務」。今回は当
センター産業保健相談員佐賀大学医学部教授の市場正良先生の講義で、裁判事例を通して、

実施しなければいけない事項を考えます。

11/7 開催☆「事例に学ぶ化学物質管理」

講師 彌冨美奈子

先生

今回の研修会はグループ討議です。最近の化学物質による労働災害の事例を用い、化学
物質管理についてグループ検討を行います。
この機会に他社がどのような管理をしているか情報を得る機会にもなります！
もちろんスペシャリストである講師の解説もあります！
また、予約していただければ講師に無料で個別相談することも可能！
本来会社でスペシャリストに相談するとなると有料ですよね？
（※その他の産業保健研修会でも予約相談はできます）
講師は当センター産業保健相談員、株式会社 SUMCO 九州事業所統括産業医の彌冨美奈子
先生です。
◆平成 26 年度

産業保健研修会(10 月～11 月)のご案内

直近の産業保健研修会についてご案内します。まだまだお申込み少ない状況です。たく
さんのご参加をお待ちしております。
■研修会番号【23】
「メンタルヘルスの不調の早期発見と対応」
日時 平成 26 年 10 月 8 日(水)
会場 アバンセ

14：00～16：00

第 1 研修室（佐賀市天神 3 丁目 2－11）

講師 村久保雅孝 先生
■研修会番号【24】
「がんを発症した労働者の就労について」
日時 平成 26 年 10 月 10 日(金)
会場 アバンセ

14：00～16：00

第 1 研修室Ａ（佐賀市天神 3 丁目 2－11）

講師 石竹達也 先生
■研修会番号【25】
「健康配慮義務」
日時 平成 26 年 10 月 21 日(火)
会場 アバンセ

14：00～16：00

第３研修室Ａ（佐賀市天神 3 丁目 2－11）

講師 市場正良 先生
■研修会番号【26】
「メンタルヘルス対策の進め方－ステージ別実践法」
日時 平成 26 年 10 月 30 日(木)

14：00～16：00

会場 アバンセ

第２研修室Ａ（佐賀市天神 3 丁目 2－11）

講師 藤代一也 先生
■研修会番号【27】
「事例に学ぶ化学物質管理」
日時 平成 26 年 11 月 7 日(金)

14：00～16：00

会場 メートプラザ 1F 研修室（佐賀市兵庫町大字藤木 1006 番地１）
講師 彌冨美奈子 先生
■研修会番号【28】
「労働衛生関係法令の基礎講座 その６」
日時 平成 26 年 11 月 5 日(水)
会場 アバンセ

14：00～16：00

第 1 研修室 A（佐賀市天神 3 丁目 2－11）

講師 内川亘久 先生
■研修会番号【29】
「職場における睡眠保健活動の重要性」
日時 平成 26 年 11 月 14 日(金)

14：00～16：00

会場 アバンセ 第 4 研修室（佐賀市天神 3 丁目 2－11）
講師 石竹達也 先生
■研修会番号【30】
「職場における粉じんの評価と対策」
日時 平成 26 年 11 月 18 日(火)

14：00～16：00

会場 アバンセ 第 4 研修室（佐賀市天神 3 丁目 2－11）
講師 松尾繁 先生
■研修会番号【31】
「健康診断の事後措置について①」
日時 平成 26 年 11 月 25 日(火)

14：00～16：00

会場 メートプラザ 1F 研修室（佐賀市兵庫町大字藤木 1006 番地１）
講師 松本明子 先生
裏ワザ
申込時に質問や聞いてみたいことを書こう！
講師に伝えますので、研修時に回答してもらえます。メール申込みの場合は、「お問
い合わせ内容」欄に、ＦＡＸの場合は余白にご記入してお送りください。
メールや電話でのご質問も大募集中ですのでお気軽にどうぞ！
特別企画
★無料『傾聴』公開講座のご案内★

テーマ「若者の早期離職を防ぐ、傾聴の力」
平成 26 年 11 月 26 日（水）一般社団法人日本産業カウンセラー協会九州支部佐賀地域と
の共催で「無料『傾聴』公開講座」を開催します！
詳細、連絡先はこちらをご覧ください。たくさんのご参加をお待ちしております。
http://sanpo41.jp/topics.php?id=1&schemas=type010_1_2&topics=169#id169
次回定期配信は 10 月 15 日頃を予定しております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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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メルマガ変更・配信中止のご通知は「メールアドレス変更」または「配信中止」と件名に
ご記載の上、
こちらまで sanpo41@mtg.biglobe.ne.jp
【記入例】
件名：メールアドレス変更希望
旧アドレス[

]

新アドレス[

]

