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臨時号でもお伝えしたとおり、
『ストレスチェック制度』研修会の詳細が決まりました！
日時：3 月 18 日（水） 開場 13：00

開演 13：30～閉演 16：30

場所：アバンセホール 1Ｆホール
研修会の内容など詳しくは、研修会のご案内をご覧ください。
チラシ・申込書
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14234487981.pdf
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１．産業保健関係情報
【厚生労働省】
【1】
「有害物ばく露作業報告について」
（労働基準局安全衛生部化学物質対策課）
有害物ばく露作業報告対象物が新たに定められました
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html
〈平成 28 年報告版〉
「有害物ばく露作業報告」の手引
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14228448002.pdf
【2】
「規格不適合の業務用防じんマスクの流通が判明」
（労働基準局安全衛生部化学物質対策課）
製造者が防じんマスクとフィルターの回収・交換を行っています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072265.html
【3】
「第 2 回職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会」
（労働基準局安全衛生部労働衛生課）
平成 27 年 1 月 7 日（水）に開催された検討会の資料が公開されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000070593.html

【4】
『STOP！転倒災害プロジェクト 2015』を開始」（労働基準局安全衛生部安全課）
休業 4 日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため、
「STOP！
転倒災害プロジェクト 2015」が開始されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071356.html
【5】
「
『働き方・休み方改善ポータルサイト』が開設」（労働基準局労働条件政策課）
働き方改革（長時間労働の抑制・年次有給休暇の取得促進）に取り組む企業の「取
組事例」の紹介などが掲載されています。
http://work-holiday.mhlw.go.jp/
【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/
２．研修会のご案内
今年度の産業医研修会はすべて終了しました。たくさんのご参加ありがとうございま
した。
※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。
申込書類は当センターホームページに掲載しております。
産業保健研修→ http://sanpo41.jp/index.php?id=22
研修会の概要をホームページ上に掲載しておりますので是非ご覧ください。
※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】
平成 26 年度

産業保健研修会(2 月～3 月)のご案内

当センターホームページに平成 26 年度後期研修会のご案内リーフレットを掲載中です。
http://sanpo41.jp/index.php?id=22
■研修会番号【40】
「うつ病の診断・治療について」
日時 平成 27 年 2 月 23 日(月)

14:00～16:00

会場 メートプラザ 1F 研修室（佐賀市兵庫北三丁目 8 番 40 号）

講師 門司晃 先生
■研修会番号【41】
「特殊健康診断の動向と問題点」
日時 平成 27 年 3 月 10 日(火)

14:00～16:00

会場 メートプラザ 1F 研修室（佐賀市兵庫北三丁目 8 番 40 号）
講師 市場正良 先生
■研修会番号【44】
「ストレスチェック制度」無料研修会
日時 平成 27 年 3 月 18 日（水）開場 13:00
開演 13:30～閉演 16:30
開場 アバンセ 1F ホール
対象 事業主・担当者・産業保健関係者・行政機関担当者 （定員 300 名 先着順）
チラシ・申込書
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14234487981.pdf
労働安全衛生法が改正され、本年 12 月 1 日から、労働者数 50 人以上の事業場で義務
化（50 人未満努力義務）される「ストレスチェック」制度についての研修会です。
「ストレスチェック」とは、事業主が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握
するための検査です。
13:00～14:30 第 1 部 ストレスチェック制度（労働安全衛生法）の概要（60 分）
講師 （独）労働者健康福祉機構
佐賀産業保健総合支援センター副所長 満田 和弘
14:40～

第 2 部 ストレスチェック制度の実際（80 分）
講師 （独）労働者健康福祉機構
本部 産業保健アドバイザー

古山 善一 氏

「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報
告書」を踏まえて、会社がどのように対応すべきか具体的に最新
情報や見通しについて説明します。
第 3 部 職場環境改善に向けて（30 分）
講師

古山 善一 氏
『気持ちよく働いていい仕事をする』
ストレスチェック結果に基づいて職場環境を改善するための方
法として、ソフト面快適職場調査を体験していただき、その考
え方、業種別の状況について事例も交えて報告します。

※

各部とも講師のほか当センターメンタルへルス対策促進員も加わり、ディスカッ
ション形式を予定しています

３．常時粉じん作業を行う事業場の皆様へ（再掲）
平成 26 年 12 月 31 日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況の労働基準監

督署への提出期限は、平成 27 年 2 月末日です！
この報告は平成 26 年中にじん肺健康診断を実施しなかった場合でも報告する必要が
あります。お忘れないように所轄の労働基準監督署に「じん肺健康管理実施状況報告」
をご提出ください。
なお、他の健康診断結果報告は随時（実施後遅滞なく）となっておりますのでご留
意ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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
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