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≪熊本産業保健総合支援センターメールマガジン≫ 第169号(令和３年２月５日)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

―――――――――――――≪コンテンツ≫―――――――――――――

◇令和２年度産業保健研修会について

◇労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
「運動器外傷機能再建（中間報告）」
「『令和２年度両立支援コーディネーター基礎研修』の追加開催」

◇いろいろなお知らせ
　◆当センター及び機構本部からのお知らせ
　１．「さんぽセンターWeb ひろば」開設
　２．「石綿関連疾患診断技術研修（基礎・読影研修）」(オンデマンド形式)
　　　開催のご案内 
　３．地域産業保健センターのご案内
  ４．新型コロナウイルス感染症に関する情報
　
◇主な行政の動き
【厚生労働省】
　１．押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正
　　　する省令等の施行等について
　２．緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワーク
　　　の対応について
　３．定期健康診断等及び特定健康診査等の実施について
　４．緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への
　　　感染予防及び健康管理について
　５．改正電離放射線障害防止規則（改正電離則）への対応を支援するコンテンツ
　６．新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の改正等に
　　　ついて
　７．「働く女性の健康応援サイト」が開設されました
　８．治療と仕事の両立支援ナビに「地域セミナー（九州・沖縄エリア）」の動画
　　　アーカイブが掲載されました
　９．特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省
　　　令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の
　　　保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の
　　　施行等について
　10．インターネット等を介した通信制の職業訓練等により行われる労働安全衛生
　　　法に基づく安全衛生教育等の実施について
【熊本労働局】
　１．令和２年「高年齢者の雇用状況」集計結果を公表
【熊本県】
　１．熊本県版がん情報冊子（第４版）が掲載されました

◇編集後記

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━
　令和２年度 産業保健研修会について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
産業保健スタッフ(産業医・保健師・看護師・衛生管理等)のみならず、労働者・



事業主或いは、産業保健に関して興味をお持ちの多くの皆さまのご参加をお待ち
してます。

令和２年度産業保健研修会（詳細・お申込み）
https://www.kumamotos.johas.go.jp/useful.shtml#20180704004444
※お申込みの受付期間がありますので、ご注意ください。

研修参加時には新型コロナウイルス感染予防対策のため、必ず留意事項を
お読みください。
※研修会ご参加時の留意事項について
https://kumamotos.johas.go.jp/documents/caution.pdf

----------------------------------------------------------------
 <<■■■■■２月の予定■■■■■>>
---------------------------------------
日　時:２月10日(水)14:00～16:00 
研修テーマ:交流分析を活用したメンタルヘルスケア
講　師:森田裕子
----------------------------------------------------------------
日　時:２月15日(月)14:00～16:00 
研修テーマ:リスクアセスメント　
講　師:岩男周二
----------------------------------------------------------------
日　時:２月19日(金)14:00～16:00 
研修テーマ:中小企業におけるメンタルヘルス対策（セルフケア）　
講　師:吉良宗子
----------------------------------------------------------------
日　時:２月24日(水)14:00～16:00 　【産医単位：専門2】
研修テーマ:サルコペニア予防の食生活～元気で働き続けるために～　
講　師:藤井しのぶ
----------------------------------------------------------------
日　時:２月26日(金)18:30～20:30　【産医単位：専門2】 
研修テーマ:産業医として知っておきたい職場での化学物質管理
　　　　　　（最近の動向や基礎的な対策について）
講　師:上田厚
----------------------------------------------------------------
 <<■■■■■３月の予定■■■■■>>
---------------------------------------
日　時:３月５日(金)14:00～15:00 
研修テーマ:【Ｗｅｂ研修】＜事業場向け＞衛生委員会を効果的に実施して、活性化させ
るためのポイントについて
講　師:尾池千賀子
-----------------------------------------------------------------　
日　時:３月12日(金)14:00～16:00 
研修テーマ:【Ｗｅｂ研修】喫煙による健康影響と禁煙支援について
講　師:大森久光
-----------------------------------------------------------------

◇――――――――――――――
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
――――――――――――――――――――
「運動器外傷機能再建（中間報告）」について

 手･足・背骨（脊椎）、骨盤など、体を支えて動かす働きのある器官を運動器と
言います。
 これらの運動器に骨折や捻挫などの外傷が加わると、立つ、歩くといった日常
動作に大きな支障が出ます。この状態を「運動器外傷」と言います。 
 平成30年７月に開始した本研究では、運動器外傷を受傷した患者について、年齢、



性別、職業などの基本情報、骨折部位、骨折型、治療法などの外傷に関する情報や、
リハビリテーション、復職など受傷後の経過に関する情報を集め、これを分析して
います。
　運動器外傷患者のQOL回復と復職に影響する要因を明らかにし、早期復職や治療
と仕事の両立支援につなげていくことを目的としています。
 本研究では、データベースに登録した症例を対象とし、受傷後６か月、１年、２
年で診療情報を収集して、分析を行っています。　
 中間報告において、データベースに登録した1,235症例のうち、受傷時に就労して
いた970症例について、受傷後６か月及び受傷後１年での就労率は、それぞれ76.3％
及び66.5％となったことが報告されました。現在、受傷後２年までの追跡調査を継
続して行っています。
 本研究の詳細については、「労災疾病等医学研究普及サイト」をご覧ください。

 https://www.research.johas.go.jp/undouki2018/index.html 

*************************************************************************
「令和２年度両立支援コーディネーター基礎研修」の追加開催について

「令和２年度両立支援コーディネーター基礎研修」につきましては、多数の受講
申込みをいただき、令和２年11月までに予定していた全５回の研修が終了したと
ころです。
 過去５回の研修においては、受講申込みが定員数を超えたため、受講者は抽選に
より決定する形となりました。
 受講が叶わなかった方も含めて、現在も多くの受講希望者がいらっしゃることか
ら、今般、以下のとおり２回の追加開催を決定いたしました。
【募集期間】
　・第６回　
　　募集期間は終了いたしました
  ・第７回
　　令和３年１月27日（水）13時～令和３年２月10日（水）17時
 
【研修日程】
　・第６回
　　動画研修受講期間　令和３年２月12日（金）～令和３年２月25日（木）
　　WEBライブ講習　　 令和３年２月27日（土）13:00～16:30
　・第７回
　　動画研修受講期間　令和３年２月22日（月）～令和３年３月７日（日）
　  WEBライブ講習　　 令和３年３月９日（火）13:00～16:30

　両立支援コーディネーター研修に関すること及び追加開催の詳細情報につきま
しては、「労災疾病等医学研究普及サイト」及び「労働者健康安全機構ホームペ
ージ」にてご案内しておりますので、ぜひご覧ください。

　■両立支援コーディネーター研修に関することはこちら
　https://www.research.johas.go.jp/ryoritsucoo/

　■令和２年度両立支援コーディネーター基礎研修開催日程（追加開催）は
 　こちら
　https://www.johas.go.jp/tabid/1830/Default.aspx

◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━
　　いろいろなお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 当センター及び機構本部からのお知らせ
　１．「さんぽセンターWeb ひろば」開設
　　　ポータルサイト「さんぽセンターWeb ひろば」を開設しました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210201131224.html



　２．「石綿関連疾患診断技術研修（基礎・読影研修）」(オンデマンド形式)
　　　開催のご案内 
　　
　　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オンデマンド形式で
　　開催します。
　　
　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210105083509.html

　３．地域産業保健センターのご案内（全て無料です）

  https://www.kumamotos.johas.go.jp/areamed.shtml

　・阿蘇地域産業保健センター
　　Tel 0967-34-1177  Fax 0967-34-1619
　・有明地域産業保健センター
　　Tel 0968-72-3050  Fax 0968-82-8844
　・天草地域産業保健センター
　　Tel 0969-25-1236  Fax 0969-24-4126
　・菊池鹿本地域産業保健センター
　　Tel 0968-23-1210  Fax 0968-23-1211
　・熊本地域産業保健センター
　　Tel 096-366-2711　Fax 096-366-2750
　・人吉球磨地域産業保健センター
　　Tel 0966-22-3059  Fax 0966-22-3059
　・八代水俣地域産業保健センター
　　Tel 0965-39-9531  Fax  0965-39-9532
　
　４．新型コロナウイルス感染症に関する情報
　　※情報は随時更新されております。最新の情報をご確認ください。

　　https://kumamotos.johas.go.jp/useful.shtml

　　※新型コロナウイルス感染症対策にリンク集を掲載しました
　　　【労働者健康安全機構】

　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20201126132727.html

◇――――――
主な行政の動き
――――――――
【厚生労働省】
　１．押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正
　　　する省令等の施行等について

　　　令和２年12月25日公布され、同日施行されました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210104132626.html

　２．緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワーク
　　　の対応について
　　
　　　～相談、届出・申請などは「電話」、「電子申請」・「郵送」をご活用
　　　　ください～
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210108103713.html

　３．定期健康診断等及び特定健康診査等の実施について

　　定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・



　　協力事項について
　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210108115604.html
　　
　４．緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への
　　　感染予防及び健康管理について

　　　緊急事態宣言発出を踏まえたテレワークの積極的な活用、職場における
　　　感染予防、健康管理の強化等について
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210108172041.html
　
　５．改正電離放射線障害防止規則（改正電離則）への対応を支援するコンテンツ

　　　改正電離放射線障害防止規則（改正電離則）への対応を支援する特設サイト
　　　が開設されました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210113092024.html

　６．新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の改正等に
　　　ついて

　　、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」の適用期間が令
　　　和４年１月31日まで延長されました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210113144310.html

　７．「働く女性の健康応援サイト」が開設されました

　　　働く女性、そして職場の健康経営を考えている方、どちらにも活用してい
　　　ただけるサイトです。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210201084722.html　

　８．治療と仕事の両立支援ナビに「地域セミナー（九州・沖縄エリア）」の動画
　　　アーカイブが掲載されました

　　　令和３年１月25日に開催された「治療と仕事の両立支援地域セミナー（九
　　　州・沖縄エリア）」の動画アーカイブが、治療と仕事の両立支援ナビに掲
　　　載されました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210128082729.html

　９．特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省
　　　令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の
　　　保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の
　　　施行等について

　　　特化則等改正省令が再度改正されました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210203135959.html

　10．インターネット等を介した通信制の職業訓練等により行われる労働安全衛生
　　　法に基づく安全衛生教育等の実施について

　　　安全衛生教育等をeラーニング等により実施することについて、基本的な
　　　考え方及び留意事項が示されました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210203143807.html

【熊本労働局】
　１．令和２年「高年齢者の雇用状況」集計結果を公表

　　　令和２年「高年齢者の雇用状況」（６月１日現在）を取りまとめ、公表
　　　しました。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210112131311.html



【熊本県】
　１．熊本県版がん情報冊子（第４版）が掲載されました

　　　本冊子では、がんの治療を受けられる患者さんやご家族の療養上のこと、
　　　生活支援に関する熊本県の情報などについて紹介しています。
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210113100529.html

◇――――――
　編集後記
――――――――
　労働環境が時代とともに変化してきました。テレワークの活用においても、
コロナウイルス感染症の感染予防対策もあり、一気に加速したように思えます。
　当センターでも、今後Ｗｅｂ研修を開催いたします。推奨環境をご確認の上、
ぜひご参加ください。
　日本医師会認定産業医制度対象の研修においては、Ｗｅｂ研修では認められ
ないため、通常どおり人数を制限して集合形式で開催いたします。
　また、令和３年度の産業保健研修会を今検討しております。日程等決まりま
したら、ホームページでご案内いたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
編集内容等に関するご意見・お問合せなどをお寄せください。
またメールアドレスの変更の場合は件名に[メルマガアドレス変更希望]、
配信停止希望の場合は、[メルマガ配信停止希望]等ご記入の上
ksanpo43@kumamotos.johas.go.jpへお願いします。
************************************************************
独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター
〒860-0806  熊本市中央区花畑町9-24  住友生命熊本ビル3階
TEL:096-353-5480 FAX:096-359-6506
https://www.kumamotos.johas.go.jp/
E-Mail:ksanpo43@kumamotos.johas.go.jp
************************************************************


