*********************************************************************************
佐賀産業保健総合支援センター「かささぎ」メール・マガジン
第 113 号

2017 年 11 月 6 日

*********************************************************************************
◇◆◇＜目

次＞◇◆◇

１．研修会のご案内
２．お知らせ
--------------------------------------------------------------------------------■１．研修会のご案内
--------------------------------------------------------------------------------★☆【産業医研修】☆★
＜産業医研修会番号 １５＞**************************************
日

時：平成 29 年 11 月 18 日（土）

15：00～17：00

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：石綿関連疾患胸部画像の読影実習
講

師：吉田俊昭

長崎労災病院副院長

講

師：青江啓介

国立病院機構山口宇部医療センター内科系診療部長

定

員：３０名（定員になり次第締め切らせていただきます。）

＜産業医研修会番号 １６＞***************************************
日

時：平成 29 年 12 月９日（土）

会

場：佐賀市立図書館２階

15：00～17：00

多目的ホール（佐賀市天神 3-2-15）

テーマ：睡眠時無呼吸症候群
講

師：関耕三郎

山口労災病院

循環器内科部長

定

員：８０名（定員になり次第締め切らせていただきます。）
※産業保健スタッフ以外の方の参加もできます。

＜産業医研修会番号 １７＞**************************************
日

時：平成 30 年２月 12 日（月

振替休日）

14：00～16：00

会

場：東亜工機株式会社谷田工場（鹿島市山浦 1430 番地 30）

テーマ：職場巡視の視察
講

定

師：市場正良

相談員（佐賀大学医学部社会医学講座

教授）

横田直行

相談員（三井化学㈱大牟田工場

専属産業医）

高倉敏行

相談員（高倉労働衛生コンサルタント事務所代表）

員：２０名（定員になり次第締め切らせていただきます。）

★☆【産業保健研修】☆★
＜産業保健研修会番号 ３５＞**************************************
日

時：平成 29 年 11 月 21 日（火）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：メンタルヘルス対策
講

師：木村裕美

相談員（福岡大学医学部

看護学科

教授）

＜産業保健研修会番号 ３７＞**************************************
日

時：平成 29 年 12 月４日（月）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：健康いきいき職場づくり
講

師：真﨑康子

部下の心をつかむ傾聴力養成講座４

相談員（メンタルオフィス・リフレーム代表）

＜産業保健研修会番号 ３８＞**************************************
日

時：平成 29 年 12 月５日（火）

会

場：唐津市文化体育館

14：00～16：00

第一会議室（唐津市和多田大土井 1-1）

テーマ：コミュニケーション力でつくる快適職場
講

師：渡辺良子

相談員（臨床心理士・保健師・産業カウンセラー）

＜産業保健研修会番号 ３９＞**************************************
日

時：平成 29 年 12 月 18 日（月）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：コミュニケーション力でつくる快適職場
講

師：渡辺良子

相談員（臨床心理士・保健師・産業カウンセラー）

＜産業保健研修会番号 ４２＞**************************************
日

時：平成 30 年１月 11 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：職場におけるメンタルヘルス-うつ病を中心に講

師：門司晃

相談員（佐賀大学医学部

教授（精神医学））

＜産業保健研修会番号 ４４＞**************************************
日

時：平成 30 年１月 24 日（水）

会

場：メートプラザ

２階研修室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：健康いきいき職場づくり
講

師：真﨑康子

14：00～16：00

部下の心をつかむ傾聴力養成講座５

相談員（メンタルオフィス・リフレーム代表）

＜産業保健研修会番号 ４５＞**************************************
日

時：平成 30 年２月１日（木）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：職場における粉じん対策
講

師：松尾繁

相談員（佐賀大学大学院

教授

工学系研究科）

＜産業保健研修会番号 ４６＞**************************************
日

時：平成 30 年２月５日（月）

会

場：メートプラザ

14：00～16：00

多目的室（佐賀市兵庫北 3-8-40）

テーマ：ストレスコーピングのためのセルフコーチング
講

師：村久保雅孝

相談員（佐賀大学医学部 看護学科 准教授（臨床心理学））

＜産業保健研修会番号 ４７＞**************************************
日

時：平成 30 年２月 16 日（金）

会

場：アバンセ

14：00～16：00

第 2 研修室 A（佐賀市天神 3-2-11）

テーマ：動機づけ面接～人を活かすカウンセリング～
講

師：後藤英之

相談員（佐賀県産業医学協会

副所長）

＜産業保健研修会番号 ４９＞**************************************
日

時：平成 30 年３月 15 日（木）

会

場：未定

14：00～16：00

テーマ：職場のメンタルヘルス（うつ病対策と自殺予防）
9/22 と同内容
講

師：新地浩一

相談員（佐賀大学医学部

教授（国際保健看護学）
）

--------------------------------------------------------------------------------■２．お知らせ
--------------------------------------------------------------------------------◆

「働き方改革」実践ノウハウ獲得セミナー
参加無料

各回定員 80 名

～中小企業の生産性向上のために～

先着順

本セミナーでは、健康経営、ワークライフバランス、組織内コミュニケーションと生産性等、
企業経営と人事労務、現場運営等に精通した専門家などの講師が分かりやすく、即効性のある「働
き方改革」の実践アイデアや知識、ノウハウなどをお伝えします。
開催日時・場所のご案内、参加申込は、

http://partner.lec-jp.com/ti/wsr/

◆ 労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格（ISO45001）の認証を開始
https://www.jisha.or.jp/media/pdf/20171012_2.pdf

◆ 中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策（案）
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178957.html

◆ 中国で働く日本人勤労者の過労死予防を考える

（日本医師会認定産業医研修会）

横浜労災病院名誉院長西川哲男氏を座長とした、東北労災病院生活習慣病研究センター長宗像
正徳氏による「中国で働く日本人労働者の職業ストレスと心血管リスク」、神戸労災病院副院長
井上信孝氏による「ストレスの心血管病に関する話題」、上海同済大学予防医学教授李覚氏によ
る「中国における過労死予防対策」で開催予定です。
医師以外の方でも参加 OK ですが、定員 100 名になり次第締め切られます。
開催日:11 月 24 日（金）18:30～20:30
詳細・申込方法は、

博多バスターミナル９階大ホール（博多駅横）

http://www.fukuokas.johas.go.jp/2017chugoku.pdf

◆ メンタルヘルス対策と産業医の探し方・連携のあり方
～メンタル不調者対応において重要な産業医との関係構築の実務について～
開催日：11 月 29 日（水）15：00～17：00 ／（飯田橋）(株)ＴＫＣ東京本社
講師：亀田高志

医師

研修室

https://www.rodo.co.jp/seminar/workseminar/24993/

◆ 定期健康診断有所見率の推移【佐賀県・全国】
佐賀県内における近年の定期健康診断の有所見率（健康診断項目のうち異常所見のあった者
《有所見者》の割合）は、常に全国平均を上回って推移しており、平成28年は55.6％と、過去２
番目に高い率となっています。健康診断の実施だけではなく、適切な事後措置を行うとともに、
有所見率の改善に向けた取組が求められています。
脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下「脳・心臓疾患」という。）による労災請求件数は、過
去５年間、全国的には800件前後で推移しています。この脳・心臓疾患を予防するためには、そ
の機序となる脂質異常症や、高血圧症、糖尿病等の生活習慣病と関係が深い健康診断項目の有所
見者に対して、適切な事後措置を行い、有所見状態の改善を図ることが重要です。特に、「過労
死」にも繋がる脳・心臓疾患に関する検査項目に着目した健康確保対策を進めましょう。
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/saga-roudoukyoku/a_kyoutu/20174131
6106.pdf

◆ 化学物質リスクアセスメントセミナー（基礎コース）の開催
本セミナーでは、特に第 3 次産業の事業者など少量・低頻度で化学物質を取り扱う事業者を主
な対象として、化学物質のリスク及びリスクアセスメントの基礎からツールの使い方まで解説し
ます。
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_kiso/index.html

◆ 改正安衛法に基づくリスクアセスメントの基本とＧＨＳラベルを活用した HOWTO 職場の安全衛
生教育セミナーの開催
本セミナーでは、労働者の化学物質の危険有害性に対する認識の向上などを目的に、安全衛生
教育担当者を主な対象として、労働安全衛生法の改正のポイントについて簡単に解説するととも
に、リスクアセスメントの基本やＧＨＳラベルおよび過去の災害事例を活用した安全衛生教育の
方法などについて解説します。
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/ra_anzeneisei/index.html

◆ 市民公開講座

【問合せ

唐津保健福祉事務所

健康推進担当

℡0955-73-4186】

糖尿病や肝疾患について、病気の理解や自己管理につなげていただくため公開講座を開催され
ます。
開催日：11 月 26 日（日）9:30～13:00 ボートレースからつ（唐津市原 1116 番地）
講師：竹之下博正（唐津赤十字病院

内科医師）
「糖尿病の予防とその治療について」

-------------------------------------------------------------------------------------（～以下「再掲」～）
◆

産医大「首都圏プレミアムセミナー」のご案内（産業医・保健師等向け）【産業医学大学】
産業医科大学による「首都圏プレミアムセミナー」が始まります。
（産業医・保健師等産業保健スタッフ、経営者・人事労務管理者向け）
過重労働、メンタルヘルス不調、高年齢者雇用、危険・有害業務・・・。
働く人をとりまく健康の問題は深刻かつ複雑化しています。それにともない、

産業保健に携わる方々に求められる能力も刻々と高度化しています。
これらを受け、本学は、開学以来約 40 年の蓄積と輩出人材をもとに、
これまでにない事業を展開していくことにしました。
その 1 つがこの教育事業、
「首都圏プレミアムセミナー」です。（産医大 HP より）
◎詳細、お申込みはこちら
（産医大 HP）

http://www.uoeh-u.ac.jp/medical/training/syutoken/seminar.html

http://sagas.johas.go.jp/public/_upload/type010_1_3/file/file_15059708046.pdf

◆ 第２回医師の働き方改革に関する検討会【厚生労働省】
１ 医師の働き方改革に関する検討会の今後の進め方、主な論点
２ 労働基準法上の労働時間法制について
３ 医師の勤務実態について
◎詳細はこちら

◆

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178021.html

平成 29 年度から産業保健関係助成金のメニューが拡充されています【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、積極的にご活用ください。
１ ストレスチェック助成金（労働者数 50 人未満の事業場が対象）
２ 小規模事業場産業医活動助成金（労働者数 50 人未満の事業場が対象）
３ 職場環境改善計画助成金（Ａコース・Ｂコース）
４ 心の健康づくり計画助成金（法人格を有する企業単位）
◎詳細はこちら

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1151/Default.aspx

-------------------------------------------------------------------------☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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、産業医や事業場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。産業医学・労働衛生工学等各専門分野の相談員などが対応し、問題解決に向けた助
言を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

測定機器の扱い方

●労働衛生関係法令：労働安全衛生法など関係諸法令の解釈
●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

職場巡視の方法

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[

]

