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化学物質に関するアンケート調査へのご協力ありがとうございました！！
８月末から製造業・建設業の事業場を対象に実施しておりました化学物質に関するアンケ
ート調査へのたくさんのご協力ありがとうございました。
ご回答いただいたアンケートの調査結果については、今後メルマガでもご報告をさせてい
ただきます。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
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１．産業保健関係情報
【1】長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアルが
公開されました（厚生労働省）
労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の条件を満たす長時間労働者又は高ストレ
ス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就
業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることになっています。
厚生労働省では、医師が面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルを公表し
ましたのでご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/manual.html
【2】ストレスチェックの実施プログラムが公開されました（厚生労働省）
【再掲】
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトは、改正労働

安全衛生法に基づき、平成 27 年 12 月より施行されるストレスチェック制度が事業者
にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、
集団分析等が出来るプログラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を
無料で配布しています。
なお、実施プログラムに関するコールセンターが 12 月上旬に開設予定とされてい
ます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
【3】ストレスチェック実施促進のための助成金に係るＱ＆Ａが更新されました（労働者
健康福祉機構）
団体登録は 12 月 10 日まで、団体登録の上でストレスチェック実施後の助成金の申
請は平成 28 年 1 月末日までです。
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx
【4】産業医の選任の改善について（厚生労働省）
厚生労働省は、事業主等を産業医として選任している場合の早期改善について、改
めて広く周知を図っています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103898.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103948.pdf

【5】平成 27 年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について（厚
生労働省）
厚生労働省は「化学物質のリスク評価検討会」において、三酸化二アンチモン等以
下の５物質について、リスク評価を行い、今般その報告書が取りまとめられました。
・三酸化二アンチモン
・酸化チタン（ナノ粒子）
・クメン
・グルタルアルデヒド
・塩化アリル
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000093673.html
【6】ストレスチェック制度Ｑ＆Ａが更新されました。
（厚生労働省）
【再掲】
更新されたＱ＆Ａ16 項目には【New!】マークがついています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf

【7】ストレスチェック制度実施規定（例）が示されました。（厚生労働省）【再掲】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150930-1.pdf
【8】情報通信機器を用いた面接指導の実施について（厚生労働省）
【再掲】
厚生労働省から情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る考え方及び留意事項
(※)が示されました。
※ 労働安全衛生法第 66 条の８第１項の規定に基づく医師による面接指導（いわゆ
る長時間労働者に対する面接指導）及び同法第 66 条の 10 第３項の規定に基づく医
師による面接指導（いわゆるストレスチェック制度における面接指導）をテレビ電
話等の情報通信機器を用いて遠隔で実施する場合に関するものです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf
【9】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【更新あり】
※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/pdf/150601-1.pdf
【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 12 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

☆★☆最新 産業医研修会ご案内☆★☆
研修会番号【31】※産業保健研修会と同時開催です。
日 時：平成 27 年 12 月 16 日（水）13：30～16：30
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
更新研修（1）労働衛生関係法規と関連通達の改正 1 単位
専門研修（4）メンタルへルス対策 2 単位
テーマ「ストレスチェック制度に係る改正労働安全衛生法と関連通達の改正」
テーマ「ストレスチェック制度の実際」
講 師：佐賀大学医学部社会医学講座 助教

宮崎博喜 先生

～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 12/10（木）
、1/14（木
）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
【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
★研修会会場変更及び受付終了のお知らせ★
研修会番号【20】
テーマ：化学物質管理（工学的対策）佐賀会場第 5 回目
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

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。
３．無料公開講座「管理監督者のためのアンガーマネジメント」開催のお知らせ【再掲】
当センターは、平成 27 年 11 月 27 日（金）に一般社団法人日本産業カウンセラー協会
九州支部佐賀地域との共催で公開講座を開催します。
怒りを知り、怒りをマネジメントする、アンガーマネジメントを学んでみませんか。
当センター副所長によるストレスチェック制度についての説明（1ｈ）もあります。
詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14448086929.pdf
４．パワハラ対策取組支援セミナー2015 佐賀会場のご案内
平成 27 年 12 月 3 日（木）に佐賀市の佐賀教育会館にてパワハラ対策取組支援セミナ
ー2015（厚生労働省委託事業）が開催されます。
詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20150529.html
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14474004886.pdf
５．適切な石綿含有建築物の解体工事方法の講演会のご案内（佐賀労働局）
平成 27 年 12 月 3 日（木）に佐賀市の佐賀市民会館にて適切な石綿含有建築物の解体
工事方法の講演会（厚生労働省委託事業）が開催されます。
詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
http://www.kankyo-kanri.co.jp/asbestos-itaku
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14478095662.pdf
６．労働契約等解説セミナー2015 佐賀会場のご案内（佐賀労働局）
平成 27 年 12 月 2 日（水）に佐賀市の佐賀教育会館にて労働契約等解説セミナー2015
（厚生労働省委託事業）が開催されます。
詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/20151016.html
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14478083128.pdf
７．女性活躍推進法等説明会のご案内（佐賀労働局）
平成 27 年 12 月 3 日佐賀市のメートプラザにて、女性活躍推進法の内容や行動計画策
定方法などについて説明会を開催します。
詳細、お申込みはこちらをご覧ください。

※ 締切間近ですが、ご希望があれば対応可との情報です。
http://sanpo41.jp/public/_upload/type010_1_2/file/file_14478106527.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://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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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[

]

