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

＊平成 29 年８月の研修会ピックアップ＊

--------------------------------------------------------------------------------★☆【産業医研修】☆★
＜産業医研修会番号 ５＞**************************************
日

時：平成 29 年８月２日（水）

会

場：武雄市文化会館

18：30～20：30

大集会室Ｂ（武雄市武雄町大字武雄 5538 番地 1）

テーマ：「過重労働」による健康障害防止対策
講

師：彌冨美奈子 相談員

＜産業医研修会番号 ６＞***************************************
日

時：平成 29 年８月９日（水）

会

場：サンメッセ鳥栖

18：30～20：30

大会議室２（鳥栖市本鳥栖町 1819）

テーマ：「過重労働」による健康障害防止対策
講

師：彌冨美奈子 相談員

＜産業医研修会番号 11＞**************************************
日

時：平成 29 年８月 18 日（金）

18：30～20：30

会

場：唐津地域総合保健医療センター

すこやかホール（唐津市千代田町 2566-11）

テーマ：１）産業医制度の見直し等関係法令の動向について
２）産業医の職務権限と法的責任
講

師：１）満田和弘 署長（唐津労働基準監督署）
２）井上和弘 相談員

※

＜産業医研修会番号 12＞**************************************
日

時：平成 29 年８月 23 日（水）

会

場：伊万里市民センター

18：30～20：30

一般教養室２（伊万里市松島町 391-1）

テーマ：１）産業医制度の見直し等関係法令の動向について
２）産業医の職務権限と法的責任
講

師：１）川浪盛雄 署長（伊万里労働基準監督署）
２）井上和弘 相談員

※

＜産業医研修会番号 13＞**************************************
日

時：平成 29 年８月 25 日（金）

会

場：アバンセ

18：30～20：30

第３研修室Ａ（佐賀市天神３-２-11）

テーマ：１）産業医制度の見直し等関係法令の動向について
２）産業医の職務権限と法的責任
講

師：１）藤崎貞美 副署長（佐賀労働基準監督署）

２）井上和弘 相談員

※

＜産業医研修会番号 14＞**************************************
日

時：平成 29 年８月 28 日（月）

会

場：武雄市文化会館

18：30～20：30

大集会室Ａ（武雄市武雄町大字武雄 5538 番地 1）

テーマ：１）産業医制度の見直し等関係法令の動向について
２）産業医の職務権限と法的責任
講

師：１）貞木竜成 署長（武雄労働基準監督署）
２）井上和弘 相談員

※

※井上和弘相談員：弁護士・４月より当センター相談員（労働衛生関係法令）

★☆【産業保健研修】☆★
※産業保健研修番号【13】は定員に達したため、受付を終了いたしました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
同内容の、産業保健研修会番号【15】は申込可能です。
＜産業保健研修会番号 13＞**************************************
日

時：平成 29 年８月１日（火）

会

場：アバンセ

第２研修室Ａ（佐賀市天神３-２-11）

テーマ：ストレスチェック制度
講

14：00～16：00

活用のポイント

師：後藤英之 相談員

＜産業保健研修会番号 14＞************************************
日

時：平成 29 年８月 17 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：健康いきいき職場づくり：ハラスメント防止対策研修実務編１
～相談の受け方と対応について～
講

師：真崎康子 相談員

＜産業保健研修会番号 15＞**************************************
日

時：平成 29 年８月 22 日（火）

会

場：唐津市文化体育館

第１・２会議室（唐津市和多田大土井１-１）

テーマ：ストレスチェック制度
講

14：00～16：00

活用のポイント

師：後藤英之 相談員

＜産業保健研修会番号 16＞**************************************
日

時：平成 29 年８月 31 日（木）

会

場：アバンセ

14：00～16：00

第４研修室（佐賀市天神３-２-11）

テーマ：健康いきいき職場づくり：ハラスメント防止対策研修実務編２
～相談の受け方と事後対応から考える健康いきいき職場について～
講

師：真崎康子 相談員

◎詳細はこちらから。

（産業医研修）http://sagas.johas.go.jp/index.php?id=21

（産業保健研修）http://sagas.johas.go.jp/index.php?id=22
-------------------------------------------------------------------------------■２．お知らせ
-------------------------------------------------------------------------------◆「メンタルヘルス講演会」を開催いたします。

＜参加費：無料＞

主催：唐津地区精神保健福祉協会
唐津東松浦地域・職域健康づくり事業推進連絡会
（唐津東松浦医師会、唐津労働基準監督署、佐賀産業保健総合支援センター他）
＊日

時

：平成 29 年７月 31 日（月）

13：30～16：05

（受付 13：00～）

＊会

場

：唐津市高齢者ふれあい会館「りふれ」
（唐津市二タ子３丁目 155-4）

＊演

題１：「働く大人の発達障害理解」
～具体的協働の一歩のために理解しあうこと～

講

師

＊演
講

：村久保

雅孝

先生（当センター

産業保健相談員）

題２：「働き世代の糖尿病対策」
師

：竹之下

博正

先生（唐津赤十字病院

内科医師）

＜申 込 先＞

唐津保健福祉事務所

精神保健福祉担当

＜申込締切＞

平成 29 年７月 26 日（水）※空席状況により当日受付も可能

◎詳細・申込方法はこちら。
http://sagas.johas.go.jp/public/_upload/type010_1_3/file/file_14981813581.pdf
--------------------------------------------------------------------------------◆化学物質リスクアセスメント研修会のご案内

＜受講料：無料＞

９月～10 月に佐賀会場、武雄会場にて開催いたします。是非ご参加ください。
申込受付を開始しています。たくさんのお申込みお待ちしています！
●研修テーマ
１．一番簡単な化学物質リスクアセスメント

コントロールバンディング

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）
３．測定データを活用した化学物質リスクアセスメント（作業環境測定結果を使用して）
４．爆発・火災防止のための化学物質リスクアセスメント入門
●講

師：高倉敏行、濱

英海

（産業保健相談員）

●研修時間：14：00～16：00
◎詳細・お申込みはこちらから。

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

--------------------------------------------------------------------------------◆厚生労働省委託事業として、
「パワーハラスメント対策支援セミナー」が各地で開催され
ており、佐賀県でも下記のとおり開催される予定となっています。
＊日

時：平成 29 年 10 月 31 日（火）

＊会

場：一般財団法人

13：30～16：30

佐賀県教育会館

（佐賀市高木瀬町東高木 227-1
＊対

象：企業のパワハラ対策担当者

＜お問合わせ先＞

＜参加費：無料＞

第一会議室
TEL

0952-31-7131）

50 名～80 名程度（事前申込制・先着順）

公益財団法人 21 世紀職業財団

◎詳細・お申込みはこちらから。https://pawahara-seminar.jiwe.or.jp/events/view/46
--------------------------------------------------------------------------------■３．産業保健関係情報・統計情報等【厚生労働省】
--------------------------------------------------------------------------------◆労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」を公表します
◎詳細はこちら。

【厚生労働省】

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166799.html

--------------------------------------------------------------------------------◆規格不適合の防じんマスクの流通が判明しました

【厚生労働省】

～製造者が防じんマスクの回収・交換を行っています～
このたび、市販されている防じんマスク（使い捨て式）の一部製品について、粉じんを
捕集する能力が国家検定規格を下回っていることが判明しました。このため、厚生労働省
では製造者に対してこれらの製品の回収を要請したところですが、一部製品を所有者が使
用した場合、健康への影響が否定できないことから直ちに使用を中止するよう広く注意喚
起を行うため、ホームページでその事実を公表します。
なお、製造者が既に自主的な回収・交換を行っていますので、併せてお知らせします。
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170532.html

--------------------------------------------------------------------------------◆平成 29 年度「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表彰」
の受賞者を決定しました

【厚生労働省】

厚生労働省は、このたび、平成 29 年度の「安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労
者に対する厚生労働大臣表彰」の受賞者として、26 事業場と個人 46 名を決定しましたの
で、公表します。
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167899.html

--------------------------------------------------------------------------------◆「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が策定されました
【厚生労働省】
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律に基づき、平成 29 年６月９
日、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画が閣議決定されました。
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167292.html

--------------------------------------------------------------------------------◆第三次産業等における安全保護具の使用に係る調査報告書について情報提供がありました
【厚生労働省】
◎詳細はこちら。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000167474.html

--------------------------------------------------------------------------------◆がん対策推進協議会が開催され、議事録が公表されました【厚生労働省】
◎第 68 回（平成 29 年６月２日開催）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170070.html

（議事録）

--------------------------------------------------------------------------------◆（再掲）障害者雇用安定助成金（障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース）のご案内
【厚生労働省】
事業主の方のための雇用安定助成金の中の「障害者雇用安定助成金（障害・治療と仕事
の両立支援制度助成コース）
」をご案内します。
（支給要件）

：本助成金は、対象労働者の障害や傷病の特性に応じた両立支援制度を
導入した場合に受給できます

（対象労働者）：１
２

障害のある労働者
傷病（がん、脳卒中など）を負った労働者で、両立のための就業
措置が必要な者

（支

給

額）：事業主あたり 10 万円の支給

【申請・問合先】佐賀労働局

職業安定部職業対策課（TEL 0952-32-7173)

※その他、詳細な要件等は以下（厚生労働省 HP）よりご確認ください

◎

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000162833.html

（概要）

◎
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/00001
62834.pdf

（詳細版）

◎
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/00001
70525.pdf

（パンフレット）

--------------------------------------------------------------------------------☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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[

]

