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---------------------------------------------------------------------------------■１．研修会のご案内 ＊平成 29 年７月の研修会ピックアップ＊
---------------------------------------------------------------------------------★☆【産業医研修】☆★
＜産業医研修会番号 ７＞****************************************
日

時：平成 29 年７月５日（水） 18：30～20：30

会

場：サンメッセ鳥栖 大会議室２（鳥栖市本鳥栖町 1819）

テーマ：
「重症化予防・保健指導の実践－糖尿病を中心に－」
講

師：髙木佑介 医師 ※

＜産業医研修会番号 ８＞*****************************************
日

時：平成 29 年７月６日（木） 18：30～20：30

会

場：武雄市文化会館 大集会室Ａ（武雄市武雄町大字武雄 5538 番地 1）

テーマ：
「重症化予防・保健指導の実践－糖尿病を中心に－」
講

師：髙木佑介 医師 ※

＜産業医研修会番号 ９＞*****************************************
日

時：平成 29 年７月 13 日（木） 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：
「重症化予防・保健指導の実践－糖尿病を中心に－」
講

師：髙木佑介 医師 ※

＜産業医研修会番号 10＞*****************************************
日

時：平成 29 年７月 21 日（金） 18：30～20：30

会

場：伊万里市民センター 一般教養室２（伊万里市松島町 391-1）

テーマ：
「重症化予防・保健指導の実践－糖尿病を中心に－」
講

師：髙木佑介 医師 ※

※髙木佑介 医師：(独)国立病院機構東佐賀病院 糖尿病・内分泌内科医
★☆【産業保健研修】☆★
＜産業保健研修会番号 ８＞***************************************
日

時：平成 29 年７月７日（金） 14：00～16：00

会

場：メートプラザ佐賀

多目的室（佐賀市兵庫北３-８-40）

テーマ：
「過重労働対策」
講 師：彌冨美奈子 相談員
＜産業保健研修会番号 ９＞***************************************
日

時：平成 29 年７月 13 日（木） 14：00～16：00

会

場：メートプラザ佐賀

多目的室（佐賀市兵庫北３-８-40）

テーマ：
「防じんマスク、防毒マスクの正しい取扱い方」
講 師：高倉敏行 相談員
＜産業保健研修会番号 10＞**************************************
日

時：平成 29 年７月 19 日（水） 14：00～16：00

会

場：唐津市文化体育館

第１会議室（唐津市和多田大土井１-１）

テーマ：
「従業員の健康問題と企業（使用者・事業者）の責任」
講 師：内川亘久 相談員
＜産業保健研修会番号 11＞**************************************
日

時：平成 29 年７月 20 日（木） 14：00～16：00

会

場：メートプラザ佐賀

多目的室（佐賀市兵庫北３-８-40）

テーマ：
「従業員の健康問題と企業（使用者・事業者）の責任」
講 師：内川亘久 相談員
＜産業保健研修会番号 12＞**************************************
日

時：平成 29 年７月 27 日（木） 14：00～16：00

会

場：メートプラザ佐賀

多目的室（佐賀市兵庫北３-８-40）

テーマ：
「メンタルヘルスを保つ上で重要な睡眠覚醒障害の基礎知識」
講 師：門司 晃 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
---------------------------------------------------------------------------------◆（再掲）平成 29 年度より「産業保健関係助成金」のメニューが拡充されました！
【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、ぜひご活用ください。
※新たな助成金は平成 29 年６月１日から申請受付開始しております。
（
「小規模事業場産業医活動助成金」については、平成 29 年 10 月 1 日より）
【新】１ 小規模事業場産業医活動助成金（労働者 50 人未満の事業場対象）
【新】２ 職場環境改善計画助成金「Ａコース」
「Ｂコース」
（労働者数制限なし）
【新】３ 心の健康づくり計画助成金（労働者数制限なし）
４

ストレスチェック助成金（労働者 50 人未満の事業場対象）

＜助成金に関するお問合せ･申請先＞
（独）労働者健康安全機構

０５７０－７８３０４６（ナビダイヤル）

◎各助成金の申請書・手引き・支給要領・チェックリスト等の詳細が、労働者健康安全機構
ホームページに掲載されています。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1151/Default.aspx （機構 HP）
---------------------------------------------------------------------------------◆労災疾病等医学研究者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。

その中から、今回は次のテーマをご紹介します。
１「治療就労両立支援」について
この研究では、産業医と主治医に対しがん患者に関するアンケート調査を実施し
ました。主治医アンケートで、患者の就労に関する相談は約 80％の医師が経験し、
患者の就労問題は身近な話題であった一方、産業医から主治医への相談は約 37%、
主治医から産業医は約 4.7%と、両者の情報共有は乏しいことが判明しています。こ
のほか、相談窓口の設置など企業内での職場復帰支援体制が整っていない現状が認
められました。
この研究を受けて、現在、労災病院グループでは「治療就労両立支援モデル事業」
を実施していますが、これらの研究結果が社会での両立支援の普及促進に向けての
参考になれば幸いです。
◎詳細 http://www.research.johas.go.jp/22_ryoritsu/index.html
２「よくわかるじん肺健康診断」について
労災病院じん肺グループ編集の「よくわかるじん肺健康診断」を発刊しました。
この本は、じん肺に関わる最新の知見をもとに、じん肺健康診断における管理区
分の判定や健康管理手帳の交付など現場における手続きについて分かりやすく解
説しています。呼吸器科の先生や産業医の先生方はもちろん、じん肺健診業務に携
わる方々にとって手引書として有用です
◎詳細 http://www.research.johas.go.jp/jinpai2015/index.html
３「働き方改革担当大臣の視察」について
現在、労災病院グループでは「治療就労両立支援モデル事業」を実施しています
が、先般（3/16）
、加藤勝信 働き方改革担当大臣 が東京労災病院を視察されまし
た。これを受け、政府の「働き方改革実行計画」
（3/28 働き方改革実現会議決定）
の中で、モデル事業として実施してきた「トライアングル型のサポート」の構築が
明記されるに至りました。
◎詳細 http://www.research.johas.go.jp/22_ryoritsu/20170316.html
---------------------------------------------------------------------------------◆「第 76 回全国産業安全衛生大会 in 神戸」が下記のとおり開催されます
＊開催期間：平成 29 年 11 月８日（水）～11 月 10 日（金）
＊会

場：総合集会 11 月８日 ワールド記念ホール
分科会

11 月９日・10 日 神戸国際展示場、神戸国際会議場ほか

＊総合集会【特別講演】
平成 29 年 11 月８日（水）15 時 30 分～17 時 00 分
「網膜再生医療の開発」～研究開発におけるリーダーシップ～
理化学研究所 多細胞システム形成研究センター
網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー 髙橋政代 氏
＊６月１日より受付が開始されています。
◎詳細、お申込みはこちらから（中央労働災害防止協会 HP）
http://www.jisha.or.jp/taikai/index.html
---------------------------------------------------------------------------------■３．産業保健関係情報・統計情報等【厚生労働省】
----------------------------------------------------------------------------------

◆平成 29 年度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
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障害のある労働者
②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 （概略）
＊
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0
000162834.pdf （詳細）
---------------------------------------------------------------------------------◆平成 28 年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」が公表されました
～５月から９月末まで、
「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を実施中～
※佐賀県内はこちら（佐賀労働局 HP)
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saga-roudoukyoku/a_kyo
utu/055kenan/20176516010.pdf
※全国はこちら（厚生労働省 HP）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166428.html
【平成 29 年の熱中症予防対策】
今年の夏は、全国的に 気温が平年並みか平年より高くなることが見込まれ、熱中症に
よる労働災害が多く発生することが懸念されます。福岡管区気象台発表の九州北部地方の
今年夏（６月～８月）の平均気温予報は、平年より高い見込みとなっています。
キャンペーンでは、個々の労働者に水分・塩分の摂取を呼び掛けるだけでなく、事業場
として、予防管理者の選任など管理体制の確立を含めた対策の徹底を図るため、労働災害
防止団体などとの連携や関係業界団体などへの関連情報の周知、関連情報の提供（特設サ
イトの開設）
、協賛団体による支援などの取組を重点的に推進しています。
---------------------------------------------------------------------------------◆労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、資料が厚生労働省から公表されました
◎第 104 回（平成 29 年５月 30 日開催）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166493.html （資料）
◎第 105 回（平成 29 年６月６日開催）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167160.html （資料）
---------------------------------------------------------------------------------◆労働政策審議会建議「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化
について」を公表します（平成 29 年６月６日）
～産業医制度等に係る見直しを行います～

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会（会長：樋口美雄 慶應義塾大学商学部
教授）は、本日、別添のとおり、塩崎恭久厚生労働大臣に対し、働き方改革実行計画を踏
まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について建議を行いましたので、公表します。
◎詳細はこちらから。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166927.html
---------------------------------------------------------------------------------◆がん対策推進協議会が開催され、資料等が厚生労働省から公表されました
◎第 67 回（平成 29 年５月 17 日開催）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000165064.html （資料）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166756.html （議事録）
◎第 68 回（平成 29 年６月２日開催）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166754.html （資料）
---------------------------------------------------------------------------------◆建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について【厚生労働省】
除去後から廃棄までの過程等における労働者の石綿ばく露の防止を一層推進するため、
具体的取扱いが以下のとおり整理されています。
◎詳細はこちらからご確認ください。
（基安化発 0609 第 1 号、2 号）
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170612K0040.pdf
---------------------------------------------------------------------------------☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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、 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：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[

]

