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

＊平成 29 年９月の研修会ピックアップ＊

受講料は無料です！

--------------------------------------------------------------------------------★☆【産業保健研修】☆★
＜産業保健研修会番号 17＞********************
日

時：平成 29 年９月 14 日（木）

会

場：唐津市文化体育館

14：00～16：00

第１会議室（唐津市和多田大土井１-１）

テーマ：仕事に差し支えない飲酒の仕方（佐賀県に多い肝臓病対策も含めて）
講

師：岡田倫明 相談員

＜産業保健研修会番号 18＞*******************
日

時：平成 29 年９月 15 日（金）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）

テーマ：健康いきいき職場づくり：部下の心をつかむ傾聴力養成講座１
※５回コースの実施予定
講

師：真崎康子 相談員

＜産業保健研修会番号 19＞*********************
日

時：平成 29 年９月 22 日（金）

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：職場のメンタルヘルス（うつ病対策と自殺予防）
講

師：新地浩一 相談員

＜産業保健研修会番号 20＞********************
日

時：平成 29 年９月 29 日（金）

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：合理的配慮
講

師：彌冨美奈子 相談員

◎詳細はこちらから。

http://sagas.johas.go.jp/index.php?id=22

-------------------------------------------------------------------------------★☆【化学物質リスクアセスメント研修】☆★
●研修テーマ
１

一番簡単な化学物質リスクアセスメント

２

測定データを活用した化学物質リスクアセスメント（検知管を使用して）

●講

師

●研修時間

高倉敏行

相談員、濱

14：00～16：00

英海

コントロールバンディング

相談員

＜研修会番号 21＞***************************
日

時：平成 29 年９月１日（金）

会

場：アバンセ

研修テーマ：１

第３研修室Ａ（佐賀市天神３-２-11）

＜研修会番号 22＞***************************
日

時：平成 29 年９月 11 日（月）

会

場：武雄市文化会館

研修テーマ：１

大集会室Ａ（武雄市武雄町大字武雄 5538 番地１）

＜研修会番号 23＞***************************
日

時：平成 29 年９月 26 日（火）

会

場：メートプラザ

研修テーマ：２

多目的室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）

＜研修会番号 24＞***************************
日

時：平成 29 年９月 27 日（水）

会

場：武雄市文化会館

◎詳細はこちらから。

研修テーマ：２

大集会室Ａ（武雄市武雄町大字武雄 5538 番地１）

http://sagas.johas.go.jp/index.php?id=64

-------------------------------------------------------------------------------■２．お知らせ
-------------------------------------------------------------------------------◆労災疾病等医学研究普及サイトのご案内

【労働者健康安全機構】

当機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策上重要なテーマや新
たな政策課題について、時宜に応じた研究に取り組んでいます。「労災疾病等医学研究普及サイ
ト」では、現在実施している９テーマの研究紹介に加え、これまで実施してきた研究成果につい
ても掲載しています。ぜひ、ご活用ください！
今回は、その中から、
「職場復帰のためのリハビリテーション」と「働く女性の健康」につい
てご紹介いたします。
（１）
「職場復帰のためのリハビリテーション」について
この研究では、全国の労災病院における脳血管障害(15 歳から 64 歳)の早期復職のモデル
システムの研究を行いましたが、発症後１年半までの復職率は 46.2%であり、経時的には発
症３ヵ月前後と１年半前後の二つにピークがあることが認められました。
職場復帰のためのリハビリテーションは、発症当初から綿密かつ多面的アプローチが不可
欠ですが、近年、医療経済情勢の変化により病院態勢の急性期化が進み、在院日数の短縮化
が強まっています。こうした中で、特に注目される治療と就労の両立支援に向けた取り組み
において、参考になる指標です。
◎詳細

http://www.research.johas.go.jp/22_riha/past03.html

（２）「働く女性の健康」について
アベノミクスで「介護離職ゼロ」がうたわれていますが、介護・看護のため離職する方の
約８割は女性です。この研究では中部労災病院の医師が中心となり、働く女性における介護
ストレスに関する調査、検討を行いましたが、介護者の介護ストレスには、認知機能障害や
認知症による問題行動の有無が大きく関与していることが示唆されました。
◎詳細

（研究概要）

（研究結果報告書）

http://www.research.johas.go.jp/22_jyosei/past04.html
http://www.research.johas.go.jp/booklet/pdf/2nd/11-4.pdf

-------------------------------------------------------------------------------◆「第 11 回じん肺診断技術研修」の開催について

【労働者健康安全機構】

当機構では昨年に引き続き、じん肺健康診断等に携わる産業医等の医師を対象とした「じん肺

診断技術研修」を開催いたします。
● 期

間

：平成 29 年 11 月１日(水)から ２日(木)までの２日間

● 開催場所：独立行政法人労働者健康安全機構 総合研修センター
所在地 〒211-0021

神奈川県川崎市中原区木月住吉町１-１

ＴＥＬ 044-431-1185（研修会場事務室）
ＴＥＬ 044-431-8641（問合せ先：勤労者医療課）
●受講料

：35,000 円

●取得単位：日本医師会認定産業医制度認定単位

９.５単位

日本職業・災害医学会認定補償指導医認定単位

２単位

●募集人数：40 名
●申込締切：平成 29 年 10 月 18 日（水）※定員に達した時点で申込受付終了
◎詳細・お申込等はこちら。

（労働者健康安全機構 HP)

https://www.johas.go.jp/index/tabid/754/Default.aspx
--------------------------------------------------------------------------------■３．産業保健関係情報・統計情報等【厚生労働省】
--------------------------------------------------------------------------------◆建築物解体等作業における石綿の事前調査の講習会の実施について

【厚生労働省】

厚生労働省では、労働者の石綿ばく露防止を図るため、事前調査の精度底上げを目的として、
事前調査の講習会（分析を除く。）及び石綿分析の講習会をそれぞれ行うことにいたしました。
●事前調査の講習会（座学のみ）
＊対 象：
「石綿作業主任者」
「特定化学物質等作業主任者」
（Ｈ18 年３月以前に修了）
＊日時等：福岡会場（福岡県自治労会館）

平成 29 年 10 月 23 日（月）10 時～17 時

その他、10 月５日より東京、宮城、愛知、広島、大阪
＊定

全６会場で開催予定

員：各会場定員 100 名

＊申し込み：８月 24 日（木）10：00 より申込開始

＜受講料は無料＞

●石綿分析の講習会（座学、実技）
＊対 象：石綿分析機関（民間／公的機関問わず）の分析技術者の方等
＊日時等：福岡会場（福岡県自治労会館）

平成 29 年 10 月 24 日（火）10 時～17 時

その他、９月 29 日より大阪、東京、宮城、愛知、広島
＊定 員：福岡会場 70 名

会場により定員数が異なります

＊申し込み：８月 24 日（木）10：00 より申込開始
◎詳細等はこちらから。

全６会場で開催予定

http://asbestos.jp/h29/

＜受講料は無料＞

（厚生労働省委託事業ＨＰ）

--------------------------------------------------------------------------------◆平成 29 年度「全国労働衛生週間」を 10 月に実施します
～今年のスローガンは「働き方改革で見直そう

【厚生労働省】

みんなが輝く

健康職場」～

毎年 10 月１日から７日までを本週間、９月１日から 30 日までを準備期間とし、各職場で職場
巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組を展開し
ます。
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170527.html

佐賀県下において下記の日程で、全国労働衛生週間説明会が開催されます。
●鳥栖会場

９月６日（水）13：30～

鳥栖市民文化会館

●佐賀会場

９月８日（金）13：30～

アバンセ

●武雄会場

９月８日（金）13：30～

武雄市文化会館

●鹿島会場

９月５日（火）13：30～

鹿島市生涯学習センター「エイブル」

●唐津会場

９月８日（金）13：30～

唐津市文化体育館

●伊万里会場

９月７日（木）13：30～

炎の博記念堂

▼唐津、伊万里会場では労働基準監督署との共催により、以下の特別講演を開催します▼
・演題：
『治療と職業生活の両立支援の重要性
～働く人、事業主、主治医そして社会にとっての意義』
・講師：江口有一郎（当センター産業保健相談員、
佐賀大学医学部

肝疾患医療支援学

教授）

◎詳細は、一般社団法人佐賀県労働基準協会（TEL 0952-37-8277）へお問い合わせください。
--------------------------------------------------------------------------------◆ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します

【厚生労働省】

～ ストレスチェックを活用して働きやすい職場づくりを ～
厚生労働省では、このたび、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生
法に基づくストレスチェック制度の実施状況についてはじめて取りまとめましたので、公表しま
す。
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html

--------------------------------------------------------------------------------◆長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します

【厚生労働省】

厚生労働省では、このたび、平成 28 年４月から平成 29 年３月までに、長時間労働が疑われる
23,915 事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめました
ので、公表します。
この監督指導は、月 80 時間を超える時間外・休日労働が行われた疑いのある事業場や、長時
間労働による過労死等に関する労災請求があった事業場を対象としています。
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172536.html

--------------------------------------------------------------------------------◆８月以降における熱中症予防対策の徹底について

【厚生労働省】

７月末までに報告があった熱中症の件数をとりまとめたところ、昨年の同時期の状況より報告
件数が多くなっていました。熱中症の発症のピークが、一般的に７月から８月であることを踏ま
え、８月以降においても、職場における熱中症予防対策の更なる徹底が必要です。
一方、労働者の熱順化（熱に慣れ当該環境に適応すること）については、熱へのばく露が中断
すると４日後には順化の顕著な喪失が始まります。このため、夏季休暇後など、一定期間暑熱環
境における作業から離れ、その後再び当該作業を行う場合等においては、労働者は熱に順化して
いない状態に再び戻っていることが想定されることに特段の留意が必要です。
８月以降の職場における熱中症予防対策の徹底に向け、職場での熱中症予防対策に一層の取組
みを進めていただけるようお願い申し上げます。
（基安労発 0802 第２号）
◎職場における熱中症予防対策（厚生労働省 HP）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
◎熱中症関連情報（厚生労働省 HP）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
◎（佐賀労働局 HP）
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saga-roudoukyoku/a_kyoutu/20177211

6238.pdf
--------------------------------------------------------------------------------◆労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の
施行について【厚生労働省】
アスファルト等 10 物質について、労働安全衛生法施行令別表第９に追加すること及び非晶質
シリカを除外すること等を内容とする労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安
全衛生規則の一部を改正する省令が、平成 29 年８月３日に公布されました。
これら改正政省令は、10 物質の追加については平成 30 年７月１日から、非晶質シリカの除外
については平成 29 年８月３日から施行されます。
この改正により、アスファルト等 10 物質は、譲渡・提供の際のラベル表示、ＳＤＳ（安全デ
ータシート）の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173873.html

--------------------------------------------------------------------------------☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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
等で受付・応対しています。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、

●労働衛生工学

：作業環境の維持管理と改善の方法、

●メンタルヘルス

：職場におけるメンタルヘルスの進め方

職場巡視の方法

測定機器の扱い方

●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://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[

]

