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製造業・建設業の皆さまへ

化学物質に関するアンケート調査へのご協力のお願い

労働安全衛生法の改正により、来年 6 月から化学物質の管理がより強化されます。当セ
ンターでは、関係の研修・情報提供の充実を図るため、佐賀労働局の後援をいただき、佐
賀県内の製造業及び建設業の事業場様を対象に、アンケート調査をさせていただいており
ます（製造業（8 月中旬発送）
、建設業（建設業労働災害防止協会佐賀県支部様のご協力の
もと 9 月初旬に発送）
）
。ご多忙中大変恐れ入りますが、ご協力賜りますようお願いいたし
ます。
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産業医研修会

最新の産業医研修会日程を掲載しました！

産業保健研修会 10/7 開催「(がん)治療と仕事の両立支援」研修会の講師が変更と
なりました
３．じん肺診断技術研修のお知らせ
４．腰痛予防対策講習会のお知らせ ＊ 10/1 受付開始 ＊
…………………………………………………………………………………………………………
１．産業保健関係情報
【1】9 月は「職場の健康診断実施強化月間」です！（佐賀労働局）
労働衛生週間準備月間である９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、
集中的・重点的な指導等が行われます。
【2】安全衛生優良企業公表制度について（厚生労働省）
平成 27 年 6 月より「安全衛生優良企業公表制度」の受付が開始されています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html
【3】9 月 1 日から「こころほっとライン」始まります！（厚生労働省）
【再掲】
働く人のメンタルへルス不調及び過重労働による健康障害に関する電話相談「こ
ころホットライン」が始まります。
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14400561269.pdf
【4】メンタルへルス対策（厚生労働省）

ストレスチェック制度の実施マニュアルや看護師・精神保健福祉士に対する研修
（ストレスチェック実施者になるために必要な研修 ※1）に関する情報【再掲】
※1 平成 27 年 11 月 30 日時点で 3 年以上労働者の健康管理等の業務に従事した経
験を有する看護師又は精神保健福祉士は、研修を受けなくとも実施者となる
ことができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
【5】
「佐賀県最低賃金」が 1 時間 694 円に改正されます！（佐賀労働局）
佐賀県の地域別最低賃金(時間額)は、平成 27 年 10 月 4 日(日)より、
これまでの 678
円から 16 円アップして時間額 694 円となります。
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saga-roudoukyoku/a_kyoutu/07tingin/
20150904saitin-houdou.pdf
【6】
『あんぜんプロジェクト』メンバー（参加企業）を募集しています（厚生労働省）
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/index.html
平成 27 年度『見える』安全活動コンクールのご案内（厚生労働省）
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/index.html
【その他】
▽働く人のメンタルへルス・ポータルサイト「こころの耳」
http://kokoro.mhlw.go.jp/
▽職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト
「みんなでなくそう

職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
▽労働条件相談ホットライン
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000054880.html

２．研修会のご案内
※受講を希望される場合は、所定の申込書類にて事前の申込みをお願いいたします。
※定員に達した場合は、受付を締め切らせていただきますのでご了承下さい。
※お申し込み後のキャンセルは、必ず事前にご連絡願います。【TEL(0952)41-1888】
【産業医研修会】

現在、平成 27 年度 11 月までの産業医研修会をご案内しております。
日程等の詳細、お申込みについてはこちらからご確認ください。
産業医研修会 →

http://sanpo41.jp/index.php?id=21

～認定産業医資格取得のための基礎研修受講ご希望の皆様へ～
当センターでは、平成 22 年 4 月 1 日から基礎研修を実施することができなくなり
生涯研修のみの開催となっております。
直近、近隣の基礎研修については、佐賀県医師会において 10/17(土)の予定があり
ます。
「佐賀県医師会 講演会・研修会ご案内」参照
http://www.saga.med.or.jp/saga_med/home/medical/kouen/kouen.html
★☆★最新 産業医研修会ご案内★☆★
研修会番号【29】※産業保健研修会と同時開催です。
日 時：平成 27 年 10 月 7 日（水）14：00～16：00
会 場：佐賀市立図書館 2Ｆ 多目的ホール
単 位：認定医：生涯研修
専門研修（3）健康管理 2 単位
テーマ「
（がん）治療と仕事の両立支援」
講 師：１．佐賀大学附属病院肝臓・糖尿病・内分泌内科病院助教 岡田倫明先生
２．佐賀県健康福祉本部健康増進課

がん対策推進担当 吉原大介氏

３．佐賀産業保健総合支援センター

副所長 満田和弘

研修会番号【30】※産業保健研修会と同時開催です。
日 時：平成 27 年 11 月 11 日（水）14：00～16：00
会 場：唐津市文化体育館 2Ｆ 図書室 1～3
単 位：認定医：生涯研修
専門研修（3）健康管理 2 単位
テーマ「
（がん）治療と仕事の両立支援」
講 師：１．佐賀大学医学部肝疾患料支援学教授
同 附属病院肝疾患センターセンター長（併任）江口有一郎先生
２．佐賀県健康福祉本部健康増進課

がん対策推進担当 吉原大介氏

３．佐賀産業保健総合支援センター

副所長 満田和弘

【産業保健研修会】
現在、平成 27 年度 12 月までの産業保健研修会をご案内しております。

（前月号掲載時点から新たな研修会開催の予定はありません。
）
日程等の詳細、お申込みについてはこちらからご確認ください。
産業保健研修→ http://sanpo41.jp/index.php?id=22
★研修会会場変更のお知らせ〈再掲〉★
研修会番号【20】
テーマ：化学物質管理（工学的対策）
日 時：平成 27 年 12 月 18 日（金）14：00～16：00
会 場：
〈変更後〉メートプラザ佐賀 ２Ｆ 大会議室（佐賀市兵庫北 3 丁目 8-40）
↑
〈変更前〉アバンセ 4Ｆ 第 2 研修室Ａ
☆講師変更のお知らせ☆
研修会番号【21】
テーマ：
（がん）治療と仕事の両立支援
日 時：平成 27 年 10 月 7 日（水）14：00～16：00
講 師：
〈変更後〉佐賀大学附属病院 肝臓・糖尿病・内分泌内科病院助教
岡田倫明先生
↑
〈変更前〉江口有一郎 先生
★☆「
（がん）治療と仕事の両立支援」研修会ご案内リーフレット☆★
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14416965028.pdf
★研修会受付終了のお知らせ★
研修会番号【14】
テーマ：化学物質管理（リスクアセスメント 1）佐賀会場第 3 回
日 時：平成 27 年 10 月 30 日（金）14：00～16：00
定員に達したため、受付を終了しました。たくさんのお申込みありがとうございま
した。追加研修開催については検討中です。お問い合わせください。

３．じん肺診断技術研修のお知らせ
当機構では昨年度に引き続き、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。
本研修を全て受講しますと、日本医師会認定産業医制度に係る認定単位 9.5 単位の

ほかに、日本職業・災害医学会が認定する労災補償指導医制度の認定単位 2 単位（選
択単位 業務上疾病の労災補償）も取得できます。
詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
http://www.rofuku.go.jp/index///tabid/754/Default.aspx

４．腰痛予防対策講習会のお知らせ ＊ 10/1 受付開始 ＊（中央労働災害防止協会）
病院・診療所及び社会福祉施設等に対する腰痛予防対策講習会が開催されます
（厚生労働省委託事業）
。佐賀会場の開催は 1 月 13 日（水）となっております。
お申込みは 10 月 1 日からです。
お申込み、詳細はこちらをご覧ください。
http://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3700_youtsu.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●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://sanpo41.jp/index.php?id=7
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独立行政法人 労働者健康福祉機構

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

ホームページ http://sanpo41.jp
Ｅメール

sanpo41@mtg.biglobe.ne.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、
こちらまで sanpo41@mtg.biglobe.ne.jp
【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[

]

