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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176号(令和3年7月1日)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
―――――――――――――≪コンテンツ≫―――――――――――――
◇令和３年度産業保健研修会について
◇いろいろなお知らせ
１．令和３年度両立支援コーディネーター基礎研修日程を公開しました
２．令和３年度版産業保健関係助成金
３．労働者向け普及啓発リーフレット「最近、歯医者さんに行っていま
すか？」「忘れていませんか？歯科特殊健康診断」
４．地域産業保健センターのご案内
５．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．新型コロナワクチンの職域接種について
２．職場における熱中症予防対策のためのポータルサイトのご紹介
３．有害物ばく露防止対策補助金のご案内
４．化学物質の使用実態に応じた職場の安全衛生教育のための資料
【熊本労働局】
１．熊本労働局ユーチューブチャンネルを開設
◇コラム「一期一会」
◇編集後記
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３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３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ございますので、ご注意ください。
※状況により、変更・中止することがあります。
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
【Web研修】※日本医師会認定産業医生涯研修対象ではございません。
-------------------------------------------------------<<■■■■■７月の予定■■■■■>>
---------------------------------------

日 時:７月７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:７月８日(木)14:00～16:00
研修テーマ:コロナ禍でのフィジカルディスタンスと事業場での
メンタルヘルス対応
講 師:宮本憲司朗
-------------------------------------------------------日 時:７月26日(月)14:00～16:00
研修テーマ:①「ストレスチェックの集団分析を職場環境改善に
活かすために」
②職場の準備はできていますか？「治療と仕事の
両立支援」
講 師:センター職員
-------------------------------------------------------日 時:７月28日(水)14:00～15:30
研修テーマ:溶接ヒュームにかかる規則等の改正について
～今、取り組まなければならないこと～
講 師:田口信康
-------------------------------------------------------日 時:７月29日(木)14:00～15:30
研修テーマ:メカニズム理解で進むメンタルヘルス対策
講 師:河村修二
-------------------------------------------------------<<■■■■■８月の予定■■■■■>>
--------------------------------------日 時:８月２日(月)14:00～15:30
研修テーマ:デスクワークしながらできる簡単腰痛予防体操
講 師:山下亮
-------------------------------------------------------日 時:８月12日(木)14:00～16:00
研修テーマ:中小規模事業場におけるコロナ禍でのメンタルヘルス対策
講 師:宮本憲司朗
-------------------------------------------------------日 時:８月19日(木)14:00～15:30
研修テーマ:職場でのコミュニケーションづくり（ラインケア）
講 師:津下芳夫
-------------------------------------------------------日 時:８月25日(水)14:00～16:00
研修テーマ:アサーションを技法を使ったスムーズなコミュニケーションについて
講 師:森田裕子
-------------------------------------------------------日 時:８月26日(木)14:00～15:30
研修テーマ:テレワークによる目の弊害 ～情報機器健診の必要性～
講 師:宮崎隆一
-------------------------------------------------------【産業医研修】
※日本医師会認定産業医生涯研修対象の研修として現在申請中です。
※ホームページでは、研修名にハートの記号が付いている研修と
なります。
---------------------------------------------------------<<■■■■■７月の予定■■■■■>>
--------------------------------------日 時:７月５日(月)18:30～20:30 会場：玉名市民会館第２会議室

研修テーマ:①産業医ができること【専門1】
②オンラインによる面接指導の留意点と最近の労働
衛生行政の動向【更新1】
講 師:センター職員
---------------------------------------------------------日 時:７月13日(火)18:30～20:30
研修テーマ:農作業に起因する呼吸器疾患（じん肺）の本態と
その予防対策【専門2】
講 師:上田厚
---------------------------------------------------------日 時:７月15日(木)14:00～16:00 会場：阿蘇郡市医師会館
研修テーマ:「労働衛生工学」とは何か【専門2】
講 師:石原徳一
---------------------------------------------------------日 時:７月20日(火)18:30～20:00 会場：熊本市医師会館
研修テーマ:高年齢労働者に対する労働衛生管理【専門1.5】
講 師:加藤貴彦
---------------------------------------------------------日 時:７月21日(水)18:30～20:30 会場：菊池郡市医師会館
研修テーマ:①産業医ができること【専門1】
②オンラインによる面接指導の留意点と最近の労働
衛生行政の動向【更新1】
講 師:センター職員
---------------------------------------------------------<<■■■■■８月の予定■■■■■>>
--------------------------------------日 時:８月６日(金)18:30～20:30
研修テーマ:動機づけ面接をもっと学ぼう（応用編）【実地2】
講 師:センター職員
---------------------------------------------------------日 時:８月10日(水)18:30～20:30
☆（８月４日から日程を変更しております）
会場：八代市医師会館
研修テーマ:①産業医ができること【専門1】
②オンラインによる面接指導の留意点と最近の労働
衛生行政の動向【更新1】
講 師:センター職員
---------------------------------------------------------日 時:８月18日(水)18:30～20:30 会場：人吉市医師会館
研修テーマ:①産業医ができること【専門1】
②オンラインによる面接指導の留意点と最近の労働
衛生行政の動向【更新1】
講 師:センター職員
---------------------------------------------------------日 時:８月21日(土)13:00～17:00
会場：熊本労災病院 ５階会議室
研修テーマ:石綿関連疾患診断技術 基礎講義研修【専門2】
読影実習研修【実地2】
講 師:細隆信、芦澤和人
---------------------------------------------------------日 時:８月24日(火)18:30～20:00 会場：玉名市民会館
研修テーマ:高年齢労働者に対する労働衛生管理【専門1.5】
講 師:加藤貴彦
---------------------------------------------------------日 時:８月31日(火)18:30～20:30 会場：天草地域健診センター
研修テーマ:①産業医ができること【専門1】
②オンラインによる面接指導の留意点と最近の労働
衛生行政の動向【更新1】

講 師:センター職員
---------------------------------------------------------◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━
いろいろなお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１．令和３年度両立支援コーディネーター基礎研修日程を
公開しました【労働者健康安全機構】
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210621101009.html
２．令和３年度版産業保健関係助成金
「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」を公開しました。
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。
【労働者健康安全機構】
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210618165342.html
３．労働者向け普及啓発リーフレット「最近、歯医者さんにいっています
か？」「忘れていませんか？歯科特殊健康診断」【日本歯科医師会】
日本歯科医師会で、労働者の方に歯科健診等の重要性を啓発するための
ツールとして、作成されました。
ぜひ歯科健診等の啓発にご活用ください。
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210625125439.html
４．地域産業保健センターのご案内（全て無料です）
【熊本産業保健総合支援センター】
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 096-366-6788 Fax 096-366-6788
・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
５．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．新型コロナワクチンの職域接種について
厚生労働省ホームページに、新型コロナワクチンの「職域接種について」
が掲載されました。
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210510100137.html
２．職場における熱中症予防対策のためのポータルサイトのご紹介
熱中症予防対策として活用できるe-learning教材や講習会の動画他、
行政情報や熱中症と関連する最新の情報が掲載されているポータルサ
イトです。
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210609085558.html
３．有害物ばく露防止対策補助金のご案内
法令の適用を前に溶接ヒューム濃度の測定を行う事業者に、費用の
一部を支援する「有害物ばく露防止対策補助金」が交付されます。
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210617113332.html
４．化学物質の使用実態に応じた職場の安全衛生教育のための資料
教育担当者が職場で労働者に化学物質の危険有害性やリスクに関する
教育を行う際の資料を厚生労働省で作成されました。
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210624083413.html
【熊本労働局】
１．熊本労働局ユーチューブチャンネルを開設
熊本労働局がユーチューブチャンネルを開設されました。各労働災害
防止対策や職場におけるパワーハラスメント防止対策等の動画が公開さ
れています。
https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20210608130126.html
◇――――――――――――――
コラム「一期一会」
―――――――――――――――――――――――
数年前、車で高知を旅行中のこと。四万十川の道の駅で、ご婦人に声を掛けら
れました。
「（高知弁で）熊本から来たの？」。ヨガ教室に行く途中の「笑いヨガ」の先
生でした。
熊本に教えに行った事があるそうで、懐かしくて声をかけたとか。
大きな声で楽しそうに話す先生につられて、笑いながらしばし立ち話。
「これから名物のカツオのたたきを食べに行く」と言うと「息子が藁焼きの
お店の店長をしてるから、ぜひ行ってみて。電話しておくから。」とお店の場
所を伝え、教室に向かわれました。半信半疑でしたが、これも何かの縁と思い、
お店を訪ねました。食事が済んで帰る前に、息子さんと話ができました「母か
ら電話ありました」と。忙しいのにちゃんと連絡してくれてたんだと感謝。
あの先生なら、コロナ渦の中でも楽しそうに「笑いヨガ」を教えているのだ

ろうと四万十川の名前を聞くと思い出す、旅先での一期一会でした。
産保センター 職員
◇――――――
編集後記
――――――――
今回は皆さんもご存知かもしれませんが、地元のホッコリする時事を
いくつか紹介したいと思います。
まずは、世界最大級の柑橘類と言われている八代市の名産「晩白柚」。
今回、５kgを超えた重さの晩白柚が世界ギネス記録として認定されました。
画像でレプリカを見ましたが、とても大きいです！ビタミンもたくさん
あって健康にも良さげのグッドニュースです。
続いて、熊本地震で被災し現在部分運行している「南阿蘇鉄道」。
全国から寄せられた応援メッセージを記した短冊を飾り付け「七夕列車」
の運行が開始されました。「全線復旧」「新型コロナウイルス収束」の
願いを乗せ阿蘇の大地を駆け抜けています。
最後にもう一つ、産保センターの所在地は熊本城そばの市電沿いの
市街地にありますが、センター近くの商業ビルが５年前からの熊本地震
からの復旧工事を機に創建当時の工法で当時の正面外壁に復元され美し
いデザインの外壁が先日公開されました。
「日本近代建築の父」と呼ばれるアントニン・レーモンド氏の設計で、
市電・バスからも眺めることができますので、ぜひ注目してください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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
************************************************************

