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１．研修会のご案内

＊平成 30 年 11 月の研修会ピックアップ＊

受講は無料です♪

---------------------------------------------------------------------------------●【産業保健研修】●
〓〓〓【研修番号 ３５】〓〓〓
*テーマ：ストレスについて考える
*日

時：平成 30 年 11 月１日（木）

*会

場：サンメッセ鳥栖

*講

師：村久保 雅孝

14：00～15：30

大会議室１（鳥栖市鳥栖町 1819）

相談員

〓〓〓【研修番号 ３６】〓〓〓
*テーマ：働き方改革と職場のポジティブマネージメント
*日

時：平成 30 年 11 月７日（水）

14：00～15：30

*会

場：高齢者ふれあい会館「りふれ」研修室３（唐津市二タ子３丁目 155 番地４）

*講

師：内川 亘久

相談員

〓〓〓【研修番号 ３７】〓〓〓
*テーマ：働き方とセルフコーチング
*日

時：平成 30 年 11 月 15 日（木）

*会

場：メートプラザ

*講

師：村久保 雅孝

14：00～15：30

２Ｆ研修室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）
相談員

〓〓〓【研修番号 ３８】〓〓〓
*テーマ：働き方改革と産業保健
*日

時：平成 30 年 11 月 30 日（金）

*会

場：メートプラザ

*講

師：石竹 達也

14：00～15：30

２Ｆ視聴覚室（佐賀市兵庫北３丁目８-40）

相談員

◎お申し込みは、下記リンク先ホームページのオンライン申込フォームから直接か、ＦＡＸ申
込書の送付によりお申込みください。
＜研修会申込みリンク先＞
▼佐賀産業保健総合支援センターＨＰ

「研修会のご案内」

（産業保健研修会）

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

▼オンライン申込ページへのリンク
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/48/
▼ＦＡＸ申込用紙ＰＤＦダウンロードリンク
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/82/
---------------------------------------------------------------------------------２．産業保健関係情報・統計情報等（厚生労働省他）
---------------------------------------------------------------------------------◆11 月は「過労死等防止啓発月間」です

【厚生労働省】

～過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施～
厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシン
ポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」
に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解
を深めるため、毎年 11 月に実施しています。
※「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を
原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による
精神障害を原因とする自殺による死亡またはこれらの脳血管
疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

≪ 佐賀会場

過労死等防止対策推進シンポジウム

開催のご案内 ≫

*日

時：平成 30 年 11 月７日（水）18：00～20：00（受付 17：30～）

*会

場：佐賀市交流センター

*定

員：１５０名（事前申し込み必要）

エスプラッツホール（佐賀市白山２丁目７-１）

*参加費：無料

◎詳細・申込みはこちらから。
▼厚生労働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00001.html
▼シンポジウム佐賀会場のご案内リーフレット（佐賀労働局ＨＰ）
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000316041.pdf
---------------------------------------------------------------------------------◆石綿を含有する建材を建築物の解体時などに調査する者のための講習制度を創設します【厚
生労働省】
～石綿含有建材の総合的な知識を有する専門家の育成を推進します～
厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省と連携し、
多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、本日（平成 30
年 10 月 23 日）、新たに３省共管の講習制度を創設しました。
◎詳細はこちらから。
▼https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422_00002.html
----------------------------------------------------------------------------------

◆「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する
指針」を公表します【厚生労働省】
厚生労働省では、「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」による改
正後の労働安全衛生法第 104 条第３項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正
な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しましたので、お知
らせします（平成 31 年４日１日適用）。
この指針は、「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」にお
いて、平成 30 年４月 23 日から平成 30 年７月 23 日まで計６回検討を行い、労働者の心身の
状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定
の方法、運用などについて、とりまとめたものです。
◎詳細はこちらから。
▼https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
---------------------------------------------------------------------------------３．お知らせ
---------------------------------------------------------------------------------◆「治療と仕事の両立支援」周知・啓発用ビデオを作成しました！
佐賀県や佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター等と連携し、「治療と仕事の両立支援」
に関する周知・啓発ビデオを作成いたしました。
是非、一度ご覧ください！

(YouTube 掲載分にリンクを貼っています）

◎動画はこちらから。
▼当センターＨＰ（治療と仕事の両立支援ページへ）
https://www.sagas.johas.go.jp/publics/index/63/
---------------------------------------------------------------------------------◆メンタルヘルス対策研修会（共催研修）の開催
「メンタルヘルス対策研修会」が下記のとおり開催されます。
（共催：佐賀県産業保健研究会、九州・福岡健康経営推進協議会、佐賀産業保健総合支援セ
ンター）

定着してきた「企業におけるルール・業務遂行レベルに着目したメンタルヘルス対策」
＊日

時：平成 30 年 11 月 16 日（金） 15：00～17：00

＊会

場：九州電力（株）佐賀支社ビル

＊対

象：企業経営者／人事労務担当者／産業看護職など

２階ホール（佐賀市神野）

＊参加費：無料
＊定

員：４０名（事前申込み必要）

※お問い合わせおよび申込先：
佐賀県産業保健研究会世話人（九州電力（株）佐賀支社健康管理室）
電話：０９５２－３３－１３５５

FAX：０９５２－３３－１２８１

◎詳細、お申込みはこちらから。（九州・福岡健康経営推進協議会ＨＰ）
▼https://kyushu.kenkokeiei.org/2018/10/2018.html

---------------------------------------------------------------------------------◆若年性認知症研修会のご案内
「平成 30 年度若年性認知症研修会」が下記のとおり開催されます。
（佐賀県、（公社）認知症の人と家族の会佐賀県支部）
＊日

時：平成 30 年 11 月 20（火）14：00～16：30

＊会

場：アバンセホール（佐賀市天神）

＊参加費：無料
◎詳細、お申込みは下記までお願いします。
▼（公社）認知症の人と家族の会佐賀県支部

電話：（０９５２）３０－８７０４

---------------------------------------------------------------------------------◆職場の受動喫煙防止対策に係る説明会の開催【厚生労働省委託事業】（日本労働衛生コンサ
ルタント会）
以下のとおり、「職場の受動喫煙防止対策に係る説明会」が開催されます。
（一社）日本労働衛生コンサルタント会【厚生労働省委託事業】
＜佐賀会場分＞
＊対

象：事業場の経営者、人事・労務・安全衛生担当者など

＊日

時：平成 30 年 11 月 28 日（水）13：15～16：45

＊会

場：アバンセ

４Ｆ

第１研修室（佐賀市天神）

＊連絡先：０９４２－９４－３０２５（コーディネーター

堤 氏）

◎詳細、お申込み用紙はこちらより（（一社） 日本労働衛生コンサルタント会ＨＰ）
▼http://www.jashcon.or.jp/contents/info_smoke2018
▼http://www.jashcon.or.jp/oshirase/412018saga.pdf
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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。

★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[

]
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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
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