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寒気厳しい折柄、あわただしい師走の季節となり、2017 年も残すところあとわずかとなりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は、格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
来年もより良い情報が提供できるよう、誠心誠意努めてまいりますので、なお一層のご支援を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
皆様が晴れやかな新年をお迎えなられますよう心よりお祈り申し上げます。
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１．研修会のご案内
２．お知らせ
--------------------------------------------------------------------------------■１．研修会のご案内（再掲）
--------------------------------------------------------------------------------★☆【産業保健研修】☆★
＜産業保健研修会番号 ４２＞**************************************
日

時：平成 30 年１月 11 日（木）

会

場：アバンセ

14：00～16：00

第３研修室Ａ（佐賀市天神 3-2-11）

テーマ：職場におけるメンタルヘルス-うつ病を中心に講

師：門司晃

相談員（佐賀大学医学部

教授（精神医学））

＜産業保健研修会番号 ４４＞**************************************
日

時：平成 30 年１月 24 日（水）

会

場：メートプラザ

２階研修室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：健康いきいき職場づくり
講

師：真﨑康子

14：00～16：00

部下の心をつかむ傾聴力養成講座５

相談員（メンタルオフィス・リフレーム代表）

＜産業保健研修会番号 ４５＞**************************************
日

時：平成 30 年２月１日（木）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：職場における粉じん対策
講

師：松尾繁

相談員（佐賀大学大学院

教授

工学系研究科）

＜産業保健研修会番号 ４６＞**************************************
日

時：平成 30 年２月５日（月）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：ストレスコーピングのためのセルフコーチング

講

師：村久保雅孝

相談員（佐賀大学医学部 看護学科 准教授（臨床心理学））

＜産業保健研修会番号 ４７＞**************************************
日

時：平成 30 年２月 16 日（金）

会

場：アバンセ

第２研修室Ａ（佐賀市天神 3-2-11）

テーマ：動機づけ面接
講

師：後藤英之

14：00～16：00

～人を活かすカウンセリング～

相談員（佐賀県産業医学協会

副所長）

＜産業保健研修会番号 ４８＞**************************************
日

時：平成 30 年２月 20 日（火）14：00～16：00

会 場：メートプラザ

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：活かせているだろうか？・・・健康診断
講 師：渡辺良子

産業保健相談員（臨床心理士・保健師・産業カウンセラー）

＜産業保健研修会番号 ４９＞

********

日

時：平成 30 年３月 15 日（木）

会

場：アバンセ

今年度最後の研修会

********

14：00～16：00

第 2 研修室Ａ（佐賀市天神 3-2-11）

テーマ：職場のメンタルヘルス（うつ病対策と自殺予防）
*９/22 と同内容
講

師：新地浩一

相談員（佐賀大学医学部

教授（国際保健看護学）
）

★☆【産業医研修】☆★
＜産業医研修会番号 １７＞**************************************
日

時：平成 30 年２月 12 日（月 振替休日）

14：00～16：00

会

場：東亜工機株式会社谷田工場（鹿島市山浦丁 1430 番地 30）

テーマ：職場巡視の実際
単

位：生涯研修の実地研修（７）職場巡視と討論

講

師：市場正良

相談員（佐賀大学医学部社会医学講座

教授）

横田直行

相談員（三井化学株式会社大牟田工場

専属産業医）

高倉敏行

相談員（高倉労働衛生コンサルタント事務所代表）

定

２単位

員：２０名（定員になり次第締め切らせていただきます。）

--------------------------------------------------------------------------------■２．お知らせ
--------------------------------------------------------------------------------◆

ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）お滝グループ・ミーティング
「一緒に始めませんか・・・飲まないで生きること」
ＡＡのホームページ

http://aajapan.org/

飲酒の問題で苦しい思いをしている方々のご参加をお待ちしています。本人以外にも家族や援
助者、専門家の方の参加もできます。ＡＡは無名性を大切にしており、ミーティングでは本人の
名前や住所、職業などを名乗る必要はありません。
事前予約は不要です。直接会場においでください。駐車場は公民館前にあります。

日

時：毎週火曜日（１月２日はお休みです）

19：00～20：00

会

場：東多久公民館（多久市東多久町大字別府 3286）

TEL 0952-76-2402

ＡＡ九州沖縄セントラルオフィス（鹿児島市祇園之洲町 12 セジュール祇園之州 102）
TEL＆FAX

099-248-0057

E メール

koco@po4.synapse.ne.jp

ホームページ

10:00～16:00（土日、祝日休み）

http://www.aa-koco.com

佐賀県内の開催状況

◆

業務時間

http://www.aa-koco.com/kaijyou_saga.pdf

工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について
石綿（アスベスト）は平成 18 年９月１日に使用などが禁止されましたが、禁止日時点で機械
に組み込まれていた石綿含有製品などは、引き続き使用されている間に限り禁止が除外されてい
るため、現在でも存在しています。
そうした石綿含有部品を交換・廃棄などする際は、労働者に対して法律に基づく措置を講じる
必要がありますが、部品に石綿が含有されていることを把握されておらず、適切な措置がなされ
ていなかった事例が散見されています。
石綿含有部品の把握漏れを防止するための５つの対策をあげ、実際に発生した事例を紹介して
います。
◎詳細はこちら

◆

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000028652.html

労災疾病等医学研究普及サイトのご案内「職業性皮膚疾患ＮＡＶＩ」について
現在、様々な業種において皮膚疾患を引き起こしやすい化学物質が用いられていますが、中に
は原因物質が特定されにくい、就業制限をするほど自覚症状が強くない等の理由で十分な対策が
されず皮膚疾患が放置されているケースも見られます。このような背景により、職業性皮膚疾患
の全国的発生状況をモニターし、科学的物質に関する皮膚への影響を効率的に集積するデータベ
ースが必須と考え「職業性皮膚疾患ＮＡＶＩ」を運用しています。
◎詳細はこちら

http://www.research.johas.go.jp/index.html
http://www.research.johas.go.jp/hifunavi/

◆

労働者のうつ、疲労、生活機能（QOL）と、脳血流、唾液中ホルモンに関する研究について
（研究概要）
http://www.research.johas.go.jp/22_mental/thema02_02.html
（研究報告書）
http://www.research.johas.go.jp/booklet/pdf/2nd/10-2.pdf

◆

佐賀県の最低賃金改定について
県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事す
る労働者に適用される

「特定（産業別）最低賃金」があります。

佐賀県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金は、正規雇用労働者のほか、臨時工・パートタイマー・アルバイト等の非正規雇用の
労働者を含むすべての労働者の方に適用されます。
１

地域別最低賃金
佐賀県最低賃金

時間額

７３７円

（平成 29 年 10 月６日から）

２

特定（産業別）最低賃金
一般機械器具製造業関係

時間額

８２７円

（平成 30 年 １月３日から）

電気機械器具製造業関係

時間額

７９５円

（平成 29 年 12 月 22 日から）

陶磁器・同関連製品製造業

時間額

７３８円

（平成 29 年 12 月２日から）

◎詳細については、佐賀労働局労働基準部賃金室 (電話：0952-32-7179)又は最寄りの労働基準
監督署までお問い合わせください。
--------------------------------------------------------------------------------------

以下再掲です。
◆ 心の健康づくりフォーラム
日

時：平成 30 年２月 27 日（火）

13：30～16：15

会

場：佐賀市立東与賀文化ホール（佐賀市東与賀町下古賀 1228-3）

テーマ：若者が抱える働きづらさと周囲の理解
【特別講演】
「若者の生態学」

精神科医

中島 央（医療法人横田会向陽台病院

副院長）

【実践報告】
①「生きる・活きる力をサポートする：現場から働く若者へ寄り添う」
真﨑 康子（当センターメンタルヘルス対策促進員、シニア産業カウンセラー）
②「中小企業における健康経営のすすめ」
濵地 誠二（㈱クライミング

代表取締役会長）

申込先：佐賀県労働基準協会、佐賀県精神保健福祉協会
◎詳細はこちら
http://sagas.johas.go.jp/public/_upload/type010_1_3/file/file_15114882907.pdf

◆ 第２回医師の働き方改革に関する検討会【厚生労働省】
１

医師の働き方改革に関する検討会の今後の進め方、主な論点

２

労働基準法上の労働時間法制について

３

医師の勤務実態について

◎詳細はこちら

◆

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178021.html

平成 29 年度から産業保健関係助成金のメニューが拡充されています【労働者健康安全機構】
職場における労働者の健康管理等のために、積極的にご活用ください。
１ ストレスチェック助成金（労働者数 50 人未満の事業場が対象）
２ 小規模事業場産業医活動助成金（労働者数 50 人未満の事業場が対象）
３ 職場環境改善計画助成金（Ａコース・Ｂコース）
４ 心の健康づくり計画助成金（法人格を有する企業単位）
◎詳細はこちら

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1151/Default.aspx

-------------------------------------------------------------------------------------☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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などが対応し、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

※各専門分野の相談員名簿についてはこちら↓↓
http://sagas.johas.go.jp/index.php?id=7
◇∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◇
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 佐賀市駅南本町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

http://sagas.johas.go.jp/

●Ｅメール

sanpo41-8@sagas.johas.go.jp

◇∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◇
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[

]

