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１．産業保健相談員コラム
------------------------------------------------------------------------------------「作業環境測定の重要性」
高倉 敏行

産業保健相談員

（専門分野：労働衛生工学）

印刷事業場において多数の労働者に胆管がんが発生した問題はまだ記憶に新しいと思
います。その大きな原因は、労働者及び経営者が、自ら使用している化学物質の有害性
を把握しておらず、その結果、作業環境測定も実施していなかったことも一因と考えま
す。その時に作業環境測定を実施していれば（使用されていたジクロロメタンは測定対
象物質）
、早めに対応でき、多数の労働者に胆管がんが発生する事態を防げたものと思
います。すなわち、作業環境測定を正しく実施し、問題があれば速やかに対応していく
事が、企業存続としては、重要と考えます。
また、使用している化学物質のリスクを知ることも重要です。６月から当センターで
開催されています「化学物質研修会」に参加して、化学物質による健康障害発生を防ぎ
ましょう！

-------------------------------------------------------------------------------------

２．研修会のご案内 ＊平成 30 年７・８月の研修会ピックアップ＊

受講は無料です♪

------------------------------------------------------------------------------------■＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝□
【産業保健研修】☆時間：１４：００～１５：３０
□＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■
〓〓〓【研修番号 １６】〓〓〓
*テーマ：「職場における腰痛対策について」
*日

時：平成 30 年７月 27 日（金）

*会

場：アバンセ

*講

師：横田 直行

第４研修室（佐賀市天神３丁目２-11）
相談員

〓〓〓【研修番号 １７】〓〓〓
*テーマ：「健康いきいき職場づくり：働きやすい職場環境をつくろう②
～組織の対応力強化で働きがいある職場づくりを目指す～」

*日

時：平成 30 年７月 31 日（火）

*会

場：メートプラザ

*講

師：真﨑 康子

１Ｆ多目的室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）

相談員

〓〓〓【研修番号 １８】〓〓〓
*テーマ：「ストレスチェック制度

集団分析結果を活かした職場環境づくり」

*日

時：平成 30 年８月３日（金）

*会

場：高齢者ふれあい会館「りふれ」

*講

師：彌冨 美奈子

研修室３（唐津市二タ子３丁目 155 番地４）

相談員

〓〓〓【研修番号 １９】〓〓〓
*テーマ：「職場におけるメンタルヘルス」
*日

時：平成 30 年８月９日（木）

*会

場：サンメッセ鳥栖

*講

師：古野 貴臣

大会議室１（鳥栖市鳥栖町 1819）

相談員

〓〓〓【研修番号 ２０】〓〓〓
*テーマ：「測定データを活用した化学物質リスクアセスメント
（作業環境測定結果を使用して）」
*日

時：平成 30 年８月 10 日（金）

*会

場：メートプラザ

*講

師：高倉 敏行

２Ｆ研修室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）

相談員、濱 英海

相談員

〓〓〓【研修番号 ２１】〓〓〓
*テーマ：「職場における受動喫煙対策」
*日

時：平成 30 年８月 24 日（金）

*会

場：メートプラザ

*講

師：原 めぐみ

１Ｆ多目的室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）

相談員

〓〓〓【研修番号 ２２】〓〓〓
*テーマ：「爆発・火災防止のための化学物質リスクアセスメント入門」
*日

時：平成 30 年８月 28 日（火）

*会

場：メートプラザ

*講

師：高倉 敏行

１Ｆ多目的室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）

相談員、濱 英海

相談員

〓〓〓【研修番号 ２３】〓〓〓
*テーマ：「職場における腰痛対策について」
*日

時：平成 30 年８月 31 日（金）

*会

場：サンメッセ鳥栖

*講

師：横田 直行

大会議室１（鳥栖市鳥栖町 1819）

相談員

◎産業保健研修のお申込はこちらから⇒

https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/22

■＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝□
【産業医研修】

☆時間：１８：３０～２０：３０

□＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■
★テーマ：
「健康経営に直結する肝炎対策～職域から肝がんを減らすために～
佐賀県独自の対策、ウイルス性肝炎から脂肪肝炎まで」
★講

師：江口 有一郎

相談員

〓〓〓【研修番号 １１】〓〓〓
*日

時：平成 30 年８月１日（水）

*会

場：サンメッセ鳥栖

大会議室１（鳥栖市鳥栖町 1819）

〓〓〓【研修番号 １２】〓〓〓
*日

時：平成 30 年８月７日（火）

*会

場：唐津地域総合保健医療センター ４Ｆ 会議室（唐津市千代田町 2566-11）

〓〓〓【研修番号 １３】〓〓〓
*日

時：平成 30 年８月９日（木）

*会

場：アバンセ

第３研修室Ａ（佐賀市天神３丁目２-11）

〓〓〓【研修番号 １４】〓〓〓
*日

時：平成 30 年８月 21 日（木）

*会

場：伊万里市民センター

２Ｆ 情報化教室（伊万里市松島町 391-11）

〓〓〓【研修番号 １５】〓〓〓
*日

時：平成 30 年８月 28 日（火）

*会

場：北方公民館

２Ｆ 視聴覚室（武雄市北方町大字大崎 2217 番地）

◎産業医研修のお申込はこちらから⇒

https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/21

------------------------------------------------------------------------------------３．産業保健関係情報・統計情報等（厚生労働省他）
------------------------------------------------------------------------------------◆平成 29 年度「過労死等の労災補償状況」を公表します【厚生労働省】
厚生労働省は、平成 29 年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表
します。
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレス
などが原因で発病した精神障害の状況について、平成 14 年から、労災請求件数や「業務上疾
病」と認定し、労災保険給付を決定した支給決定件数などを年１回、取りまとめています。
なお、今回は、過去４年間分の裁量労働制対象者に関する決定件数などについても取りま
とめました。
◎詳細はこちら（厚労省 HP）⇒

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html

◆平成 29 年の労働災害発生状況を公表【厚生労働省】
平成 29 年については、死亡災害、休業４日以上の死傷災害の発生件数はともに前年を上回
り、それぞれ 978 人（5.4％増）、120,460 人（2.2％増）となっています。死亡災害は３年ぶ
り、死傷災害は２年連続で増加しています。
◎詳細はこちら（厚労省 HP)⇒

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000209118.html

◆第 196 回通常国会において「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成
立しました。（平成 30 年７月６日公布）
～「働き方改革」の目指すもの～
我が国は、
「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」
「育児や介護との両立など、働く方の
ニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・
能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な
働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるように
することを目指しています。
◎概要等については、こちらをご覧ください。（厚労省 HP）⇒
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

------------------------------------------------------------------------------------４．お知らせ
------------------------------------------------------------------------------------◆産業保健関係助成金のメニューが拡充されました。
【労働者健康安全機構】

＜再掲＞

平成 30 年度は「心の健康づくり計画助成金」の対象が拡大し、従来の「企業本社」に「個
人事業主」が加わりました。
また「小規模事業場産業医活動助成金」を「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相
談環境整備コース」の３つのコースに分け、対象範囲を拡大しました。
職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください！
１

ストレスチェック助成金

２

職場環境改善計画助成金（Ａコース）

３

職場環境改善計画助成金（Ｂコース）

４

心の健康づくり計画助成金

５

小規模事業場産業医活動助成金（産業医コース）

６

小規模事業場産業医活動助成金（保健師コース）

７

小規模事業場産業医活動助成金（直接健康相談環境整備コース）

◎詳細はこちら⇒

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1253/Default.aspx

◆佐賀産業保健総合支援センター

ホームページのリニューアルについて

当センターのホームページが新しくなりました♪
新たな機能として、画面右側の「Web カタログ」バナーに、「事業案内」等をカタログ形式
で掲載しています。ダウンロードも可能です。ぜひ、ご活用ください♪
◎新ホームページＵＲＬ⇒

https://www.sagas.johas.go.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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、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

：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

●治療と仕事の両立支援 ：医療機関と連携した両立のための職場環境の整備等
◇∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◇
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
ＴＥＬ

0952-41-1888

ＦＡＸ

0952-41-1887

●ホームページ

https://www.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[

]

★独立行政法人労働者健康安全機構は、無料情報誌「産業保健 21」を年４回発行しています。
講読ご希望の方はメールでお知らせ下さい。 送料無料で発送いたします。

