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-------------------------------------------------------------------------------１．研修会のご案内

＊３月の研修会ピックアップ（一部 2 月含む）

＊受講は無料です♪

-------------------------------------------------------------------------------◆◆「抱え上げない介護・看護の技術研修会」の開催について（産業保健研修会）◆◆
～従事者・利用者の立場で考え体験し理解する～
佐賀県内の社会福祉施設における腰痛等の労働災害はここ１０年で倍増しており、特に
人力による人の抱上げをしない（ノーリフティング）介護・看護方法の導入が強く望まれて
いるところです。
抱え上げない介護は、労働環境の改善から人材確保にもつながり、さらに施設利用者に
とっても QOL の改善につながるものと期待されます。
この度、佐賀労働局、佐賀県リハビリテーション３団体協議会及び当センターの３者が連携
し、実技を重視した標記研修会を下記のとおり開催することと致しました。（2 月、3 月）
≪研修会番号・日時・会場≫
【46】 ２月 13 日（水）13：30～16：30（相知交流文化センター １F）
【47】 ２月 19 日（火）13：30～16：30（佐賀県在宅生活サポートセンター）
（※【47】は、行政関係者、社会保険労務士中心）
【48】 ２月 25 日（月）14：00～17：00（鳥栖市民文化会館 3F）
【49】 ３月４日（月）13：30～16：30（武雄市文化会館 １F）
【50】 ３月 11 日（月）13：30～16：30（伊万里市民センター 1F）
【51】 ３月 20 日（水）13：30～16：30（佐賀県在宅生活サポートセンター）
＊テーマ:～腰痛予防対策指針に沿った機器と作業方法（抱え上げない介護）の
理解・習得～（講義と、介護機器等を用いた実習を交えて行います）
＊対象者:医療・介護施設職員等
＊定

員：各回

50 名

▼詳細・リーフレットはこちらよりご確認ください。（当センターHP）
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=8/block8_limit=10/p8=
1#block8-496
▼オンライン申込ページへのリンク（産業保健研修会）
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/48/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆「健康管理実務者研修会」が下記のとおり開催されます（（一社）佐賀県産業医学協会）
*日 時：平成 31 年３月１日（金）14：00～
*会 場：佐賀市文化会館

イベントホール

*講 義：「職場で取り組む健康づくり」
「依存症を科学する～タバコ、酒、スマホ、ゲーム～」
▼詳細はこちら（当センターHP）
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=8/block8_limit=10/p8=1#
block8-495
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★ 産業医研修会★（再掲）
〓〓〓【研修会番号 １７】〓〓〓
*テーマ：「じん肺健康診断について～診断書の書き方を中心に～」
*日

時：平成 31 年３月２日（土）

*会

場：佐賀メディカルセンター

*講

師：アスベスト疾患研究・研修センター所長
岡山労災病院

3 階研修室 （佐賀市水ケ江１丁目 12-10）

位：専門研修（３）

大塚義紀 先生

副院長

健康管理

岸本卓巳 先生
藤本伸一 先生

腫瘍内科部長

北海道中央労災病院

*卖

15：00～17：00

２卖位

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼下記、産業医研修会２１～２３の研修共通▼
*テーマ：「働き方改革と産業医の役割」
*卖

位：更新研修（１）労働衛生関係法規と関連通達の改正

２卖位

*時

間：18：30～20：30

*講

師：石竹達也相談員（研修会 22.23）、後藤英之相談員（研修会 21）
井本浩人 副所長

〓〓〓【研修会番号 ２１】〓〓〓
*日

時：平成 31 年３月６日（水）

*会

場：サンメッセ鳥栖

大会議室 1

〓〓〓【研修会番号 ２２】〓〓〓
*日

時：平成 31 年３月８日（金）

*会

場：伊万里市民センター

２F 一般教養室２

〓〓〓【研修会番号 ２３】〓〓〓
*日

時：平成 31 年３月１４日（木）

*会

場：唐津地域総合保健医療センター １F すこやかホール

------------------------------------------------------------------------------◎お申し込みは、下記リンク先ホームページのオンライン申込フォームから直接か、
ＦＡＸ申込書の送付によりお申込みください。
＜研修会申込みリンク先＞
▼佐賀産業保健総合支援センターＨＰ「研修会のご案内」（産業医研修会）
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/21/
▼オンライン申込ページへのリンク

https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/81/
▼ＦＡＸ申込用紙ＰＤＦダウンロードリンク

https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/82/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２．産業保健関係情報・統計情報等（厚生労働省他）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■ 労災疾病等医学研究普及サイトのご紹介（労働者健康安全機構）
※「じん肺」テーマ（30 年度開始）
当機構では過去、じん肺の合併症や診断方法について研究を行ってきました。
今年度からは新たに 3 つの研究項目を設定し、じん肺の労災認定の迅速・適正化に寄与する
ことを目的とします。
(1) 続発性気管支炎における濃性痰中エラスターゼ測定
(2) じん肺のおける間質性肺炎の合併頻度に関する研究
(3) ＭＲＩによるじん肺大陰影と肺がんの鑑別
▼詳しい研究内容は、下記「労災疾病等研究普及サイト」をご覧ください。
https://www.research.johas.go.jp/jinpai2018/
※「騒音、電磁波等による感覚器障害」分野（第 1 期～第 2 期研究）
第１期～第２期の「騒音、電磁波等による感覚器障害」分野（感覚器障害分野）研究では、
勤労者の高齢化に伴い糖尿病を持つ労働者が増加している中、糖尿病網膜症が重症化する前
の効果的な治療法について研究を行いました。
▼詳しい研究内容は、下記「労災疾病等研究普及サイト」をご覧ください。
https://www.research.johas.go.jp/kankaku/index.html
https://www.research.johas.go.jp/22_kankaku/index.html
●労災疾病等医学研究普及サイト

(第 1 期研究)
（第 2 期研究）

https://www.research.johas.go.jp/index.html

-------------------------------------------------------------------------------■ 働き方改革関連法の通達（リーフレット等）等の掲載【厚生労働省】
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について、労働基準法の解釈
およびリーフレットが新たに掲載されました。
▼詳細はこちら（厚生労働省 HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
-------------------------------------------------------------------------------■ 厚生労働省版「ストレスチェック実施プログラム」新プログラム（Ver.3.0）が公開
されました。

旧プログラム（Ver.2.2)に新たな機能が追加されました。

また、今後「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップ
（Ver.3.1)の公開が予定されています。
▼詳細はこちらよりご確認ください。無料でダウンロードできます。（厚生労働省 HP)
https://stresscheck.mhlw.go.jp/
-------------------------------------------------------------------------------■ 「安全帯の規格」を改正した新規格「墜落制止用器具の規格」の告示【厚生労働省】
～２月１日から、作業中の墜落を制しするための器具の規制が強化されます～
厚生労働大臣は、労働者の墜落を制止する器具（以下「墜落制止用器具」）の安全性の向
上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」の全てを改正し、「墜落制止用器具の規格」（平

成 31 年厚生労働省告示第 11 号。以下「新規格」）として告示しました。
この新規格は、平成 30 年６月に公布された関係政省令等の施行日と合わせて、平成 31 年
２月１日に施行されます。そのため、施行日以降に製造・使用される墜落制止用器具は、原
則として新規格に適合する必要があります。
▼詳細はこちら（厚生労働省 HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html
-------------------------------------------------------------------------------■ 労働災害発生状況について【厚生労働省】
＊30 年１月～12 月に発生した労働災害発生状況速報値（１月７日報告分まで）が発表され
ました。（全国）
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/index.html
＊佐賀県の労働災害発生状況（佐賀労働局）
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase.html
------------------------------------------------------------------------------■

IT 業界の長時間労働是正の勘所を昔話風にまとめた動画（日本現代話）の配信
【厚生労働省】
厚生労働省は、このたび、IT 業界での長時間労働是正のためのプロジェクトマネジメント

における勘所（ポイント）をまとめた動画「日本現代話（にっぽんげんだいばなし）」を制作
しました。
IT 業界は、業務での過重な負荷による脳・心臓疾患や、強い心理的負荷による精神障害が
多くなっています。そのため、本動画では、IT 業界における長時間労働の主な発生要因である
「急な仕様変更」や「曖昧な仕様」への対応など、仕事の受発注時に注意すべきポイントを、
昔話風にまとめています。
●「日本現代話（にっぽんげんだいばなし）」あらすじ●
IT 企業に勤める若きプロジェクトマネージャー勘助が、数々のトラブルに見舞われながらも、
長時間労働是正に向かって奮闘する「働き方改革」の物語です。
勘助が頼りにするのはパソコンの中のヒミツの観音様。果たして勘助は、観音様が授けてくれ
る「勘所」なるアドバイスを会得し、大規模プロジェクトを成功に導けるのでしょうか？
▼詳細、動画等はこちらからご覧いただけます。（厚生労働省 HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03111.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
♪佐賀産業保健総合支援センターでは、産業医や事業場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・応対しています。産業医学・労働衛生工学等各専門分野の相談員等
が対応し、問題解決に向けた助言をさせていただきます。
ご利用は無料ですので、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

：労働安全衛生法など関係諸法令の解釈

●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

●治療と仕事の両立支援：医療機関と連携した両立のための職場環境の整備等

★独立行政法人労働者健康安全機構は、無料情報誌「産業保健 21」を年４回発行して
います。講読ご希望の方はメールでお知らせ下さい。 送料無料で発送いたします。

★メルマガ変更・配信中止のご通知は「メルマガメールアドレス変更」または「メル
マガ配信中止」と件名にご記載の上、こちら sanpo41-8@sagas.johas.go.jp

まで。

【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[

]

◇∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◇
独立行政法人 労働者健康安全機構

佐賀産業保健総合支援センター

〒840-0816 佐賀市駅单本町６－４佐賀中央第一生命ビル４階
ＴＥＬ

0952-41-1888

ＦＡＸ

0952-41-1887

●ホームページ

https://www.sagas.johas.go.jp

●Ｅメール

sanpo41-8＠sagas.johas.go.jp
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