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１．研修会のご案内 ＊9 月の研修会ピックアップ等
２．
「全国労働衛生週間」説明会の開催（佐賀県内の各会場ご案内）
３．産業保健関係情報・講習会情報等（厚生労働省他）
※＜★引き続き熱中症にご注意ください！★＞
【１】「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のバージョンアップを公表
【２】ストレスチェック実施促進のための助成金ナビダイヤルの設置
【３】「パワーハラスメント対策導入マニュアル」
（第 2 版）の公表
【４】(講習会情報)化学物質を取扱う職場の安全衛生向上のために
「GHS ラベルを活用した「HOW TO 職場の安全衛生教育」講習会の開催
【５】(講習会情報)「建材中の石綿分析含有率の分析方法に係る講習会」の開催
４．
「第 53 回全国建設業労働災害防止大会 in 名古屋」における、
“メンタルヘルス対策シンポ
ジウム”の開催
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◆ １．平成 28 年度 産業保健研修会について

＊＜9 月の研修会ピックアップ＞＊

……………………………………………………………………………………………………………
【産業保健研修】▼9 月より、化学物質対策研修会【応用編】が始まります！！▼
16 日（金）13：30～16：30「化学物質リスクアセスメントの応用編」
（講師：高倉敏行・濱 英海、会場：アバンセ）
30 日（金）13：30～16：30

内容、講師は上記に同じ

（会場：唐津市文化体育館）
21 日（水）14：00～16：00「働きざかりのメンタルヘルス～職番のコミュニケーションの
重要性～」 （講師：村久保雅孝、会場：アバンセ）
28 日（水）14：00～16：00「ストレスチェックに関わる社内規程を作ろう」
（講師：北島佳子・池田みゆき、会場：武雄市文化会館）
【産業医研修】
：
15 日（木）18：30～20：30「産業医活動から考える睡眠障害について」
（講師：門司 晃、会場：武雄市文化会館）
単位：専門研修(4) メンタルヘルス対策 2 単位
【両立支援、肝炎対策関連共催研修会】
（対象：医療機関関係者）
（再掲）
9 月 14 日（水）19：00～21：00（会場：ホテルニューオータニ佐賀）
座長：江口有一郎（当センター相談員、佐賀大学肝疾患医療支援学講座教授）
（共催）佐賀県内科医会、佐賀大学肝疾患センター、ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ(株)
◎詳細はこちらから。
（認定産業医の方への単位付与はございません）
http://sagas.johas.go.jp/public/_upload/type010_1_3/file/file_14706190966.pdf

▼今後の研修予定（産業医研修）▼（詳細が決まり次第、HP 等に掲載致します）
→【11 月 12 日（土）石綿技術診断研修会】
、
【12 月、職場巡視実地研修会】を計画中！
◎産業保健研修会の詳細はこちら。
◎産業医研修会の詳細はこちら。

http://sagas.johas.go.jp/index.php?id=22
http://sagas.johas.go.jp/index.php?id=21

…………………………………………………………………………………………………………
◆ ２．「全国労働衛生週間」説明会が開催されます。（佐賀県内の各会場のご案内）
………………………………………………………………………………………………………
＜平成 28 年度「全国労働衛生週間」を 10 月に実施＞
10 月 1 日～7 日まで、平成 28 年度「全国労働衛生週間」が実施されます。
～

今年度スローガン「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」 ～

◎詳細はこちら。
（厚生労働省 HP）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130517.html
＜佐賀県内の各会場＞

（全会場とも 13：30～開始）

●佐賀会場 9 月 9 日（金）
（会場：アバンセ）
●鳥栖会場 9 月 12 日（月）
（会場：鳥栖市民文化会館）
【佐賀・鳥栖会場では佐賀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：腰痛予防対策について
・講師：宮﨑博喜（当センター産業保健相談員、佐賀大学医学部 社会医学講座 助教）
●唐津会場 9 月 7 日（水）
（会場：唐津市高齢者ふれあい館「りふれ」）
●武雄会場 9 月 7 日（会場：武雄市文化会館）
●鹿島会場 9 月 6 日（火）
（会場：鹿島市生涯学習センター「エイブル」
）
●伊万里会場 9 月 7 日（水）
（会場：炎の博記念堂

文化ホール）

◎詳細はこちら（佐賀労働局 HP、労働基準監督署からのお知らせ）
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/kantokusho_oshirase.html
…………………………………………………………………………………………………………

◆ ３．産業保健関係情報・統計情報等（厚生労働省他）
………………………………………………………………………………………………………
※＜★引き続き熱中症にご注意ください！★＞
職場での熱中症予防対策は、以下の基本対策、および重点通達ですでに示されているところ
ですが、今般、7 月末までの報告により取りまとめられた結果、昨年の同時期より報告件数が
多くなっています。
お盆を過ぎても平年より高温になる確率が高いとの予報も出ており、8 月以降も職場における
熱中症予防対策のさらなる徹底が必要です。
特に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
等は、労働者が熱順化（熱に慣れ当該環境へ適応すること）していない状態に戻る事が想定さ
れ、特に留意が必要です。
◎職場における熱中症の予防について（基本対策）
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-R
oudoueiseika/0000125408.pdf
◎28 年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について（重点通達）
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11303000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-R
oudoueiseika/0000125409.pdf

【１】「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のバージョンアップ（Ver.1.3）が
公開されています。
＜内容＞受検者回答用アプリの「生年月日」項目を全角入力した際、エラーが起こるため、
半角入力しかできないよう修正されています。
＜要注意＞Ver.1.0～1.2 をご利用の方は、Ver.1.3 にバージョンアップしてください！
◎詳細はこちら。http://stresscheck.mhlw.go.jp/ （Ver.1.3 マニュアルも掲載有り）
【２】ストレスチェック実施促進のための助成金ナビダイヤルを設置しました。ご利用下さい。
【労働者健康安全機構】
・ナビダイヤル電話番号：０５７０－７８３０４６（ナヤミヲシロウ）
・開設日時：平成 28 年 8 月 15 日（月）～平日 9：15～18：00（土日祝日、12/29～1/3 除く）
【３】
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」
（第 2 版）が公表されました。
第 2 版では、従業員からパワーハラスメントについての相談があった場合の対応方法が新た
に盛込まれました。
◎以下のポータルサイト「あかるい職場応援団」からも＜無料でダウンロード＞できます。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/
【４】（講習会情報）化学物質を取扱う職場の安全衛生向上のために
「GHS ラベルを活用した「HOW TO 職場の安全衛生教育」講習会が開催されます。
事業場において化学物質 GHS ラベル表示の活用ができるよう、主に安全衛生教育担当者を
対象として 9 月より順次各地で開催されます。（参加費：無料）
◎詳細はこちら。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131823.html
【５】(講習会情報)「建材中の石綿分析含有率の分析方法に係る講習会（座学講習会）」が
実施されます。
（参加費：無料）＜9 月より全国８会場で開催＞
対象者：石綿分析機関（民間・公的機関問わず）の分析技術者が主な対象
（受講者には講習会終了後、修了証交付）
◎詳細はこちら。http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3700_youtsu.html
…………………………………………………………………………………………………
◆ ４．
「第 53 回全国建設業労働災害防止大会 in 名古屋」における、
“メンタルヘルス対策シ
ンポジウム”が開催されます。
…………………………………………………………………………………………………
下記日程で、
「第 53 回全国建設業労働災害防止大会 in 名古屋」が開催されます。
・日時：平成 28 年 9 月 29 日（木）13：15～9 月 30 日（金）
・会場：名古屋国際会場（愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号）
二日目の専門部会で、メンタルヘルス対策に関するシンポジウム、成果をあげた企業の最新の
安全衛生管理活動の発表等が行われます。
同会場にて安全衛生保護具等の展示会、図書の頒布会も開催されます。
◎詳細はこちらから。

http://www.kensaibou.or.jp/activity/prevention_accident_meet_top.html
◇∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◇
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
ＴＥＬ0952-41-1888

ＦＡＸ0952-41-1887

＊4 月 1 日より以下の通り、アドレス等が変更となっています。＊
●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[

]

