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ＩＮＤＥＸ 

１ お知らせ 

    ＊教材貸出（ビデオ・ＤＶＤ）の中止について 

  ＊岡山県最低賃金のお知らせ 

                      

２ センターからのお知らせ（相談・研修・行事案内等） 

 

３ 新着情報 

 

４ トピックス 

  ＊企画を具備していない防じんマスクの回収の指示について 

  ＊関連情報 

 

５ 産業保健相談 回答例 

  ＊じん肺に対する健康診断は、毎年しなくてよい？ 
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１ お知らせ 
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■教材貸出（ビデオ・ＤＶＤ）の中止について■ 

 

諸般の事情により、平成 21 年 12 月 17 日をもって 

ビデオ・ＤＶＤの貸出を中止することとなりました。 

 

・当センター内での視聴（ビデオ・ＤＶＤ） 

・図書、機器の貸出 



・・・はこれまで通りご利用頂けます。 

 

利用者の方には 大変なご迷惑、ご不便をおかけ致しますが 

何卒、ご理解頂けますようお願い申し上げます。 

 

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

 

■岡山県最低賃金のお知らせ■ 

 

 平成２１年１０月８日から岡山県の最低賃金が時間額６７０円に改定されていま 

す。また７業種に係る特定最低賃金も、平成２１年１２月１０日から改定されてい 

ます。 

 

詳細はこちら ↓ 

 

http://www.okayama.plb.go.jp/seido/saitin/saitin02.html 
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２ センターからのお知らせ （相談・研修・行事案内・新着教材等） 
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■ 産業医研修会 ■ 

 

産業医研修会・セミナーの情報・お申込はこちらからどうぞ 

  http://www.okayama-sanpo.jp/index.htm 

 

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

 

日   時：  3/11（木）19：00～21：00  

場   所：  岡山労災病院 

研修テーマ：  『メンタルヘルスの実際４』 

       企業で良くある Q&A に基づくメンタルヘルス対策：グループワーク  

講   師：  高尾 総司（岡山大学院 疫学・衛生学分野 講師） 

       三橋 利晴（岡山大学院 疫学・衛生学分野） 

受 講 料： 2,000 円 



単   位： 基礎研修 後期研修１単位・実地研修１単位 

       生涯研修 専門研修１単位・実地研修１単位 

 

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

 

■ 岡山産業保健推進センター主催セミナー・研修会 ■ 

 

産業医研修会・セミナーの情報・お申込はこちらからどうぞ 

  http://www.okayama-sanpo.jp/index.htm 

 

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

 

【メンタルヘルス研修会】 

 

日   時：  2/17（水）14：00～16：00  

場   所：  岡山第一生命ビルディング３階 共用会議室  

研修テーマ：  『強迫性障害について』  

内   容：  脅迫観念、脅迫行為からなる強迫性障害と脅迫傾向に関連した疾患 

       の基礎知識などについて解説します。 

講   師：  大月相談員 

 

日   時：  2/22（月）14：00～16：00  

場   所：  岡山第一生命ビルディング３階 共用会議室  

研修テーマ：  『メンタルヘルスＦＡＱＳ』  

内   容：  新聞の医療相談欄に寄せられた事例をもとに、記事より幅広く説明 

       を加えて解説します。 

講   師：  勝田相談員 

 

日   時：  3/08（月）14：00～15：30  

場   所：  岡山第一生命ビルディング３階 共用会議室  

研修テーマ：  『事例に学ぶメンタルヘルス』  

内   容：  メンタルヘルスの実際の事例について解説します。 

講   師：  中島相談員 

 

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

 



【労働衛生関係法令】 

 

日   時：  2/08（月）13：30～15：30  

場   所：  岡山第一生命ビルディング３階 共用会議室  

研修テーマ：  『改正労働者派遣法について』  

内   容：  製造業派遣労働者の雇止め、その他各種派遣に関する問題点と対策 

       について解説します。 

講   師：  角南相談員 

 

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

 

産業医研修会・セミナーのお申込はこちらからどうぞ  

   http://www.okayama-sanpo.jp/index.htm 

 

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

 

▼研修会の受付は３階共用会議室で行います。直接会議室へお越し下さい。 

▼今後、研修会開催場所に関しては変更になる可能性があります。 

 変更になった場合は、速やかに御連絡いたします。 

▼当センターの研修会、貸出教材、メールマガジン、ホームページの内容など各種 

事業に関する御意見、御要望を下記メールアドレスに E メールにて御遠慮なくお願 

いします。 

 

    E-mail：info@okayama-sanpo.jp 
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３ 新着情報 
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■１月に配布開始したパンフレット■ 

 

2-045 こころと体のトータルチェック 

2-046 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き 

 

情報誌配布のお申込はこちらから 

http://www.okayama-sanpo.jp/6johosi.htm 
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４ トピックス 
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■企画を具備していない防じんマスクの回収の指示について■ 

 

 平成 21 年 12 月 21 日（月）に厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善 

室より「企画を具備していない粉じんマスクの回収の指示について」が発表されま 

した。（厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室） 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000038ey.html 

 

 

■関連情報■ 

 

『粉じん作業場におけるじん肺患者発生状況に関する研究』（平成 12 年度） 

 

『粉じん職場におけるマスク効率と呼吸機能に関する研究』（平成 15 年度） 

 

『石綿飛散が想定される作業現場における  

     石綿作業環境測定とマスク効率に関する調査』（平成 18 年度） 

 

『防じんマスク適正使用の教育指導の効果に関する検討』（平成 20 年度） 

 

・・・調査研究（岡山産業保健推進センター）結果はこちら↓ 

 

http://www.okayama-sanpo.jp/7-1okayama.htm 

 

※調査研究報告書を必要とされる方は、お問い合わせください。 

 無料でお送りします。（在庫が無いものは、コピーをお送りします。） 

 

 メールでお問い合わせ⇒info@okayama-sanpo.jp 

 



 情報誌配布 お申込み⇒http://www.okayama-sanpo.jp/form-sassi.html 
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５ 産業保健相談回答例 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 今月より、メールマガジンにて「産業保健相談回答例」を掲載することとなりま 

した。ご参考になれば幸いです。 

 

■じん肺に対する健康診断は、毎年しなくてよい？■ 

 

≪相談≫ 

 常時、粉じんが発生する作業場で常務をしている従業員から「じん肺に対する健 

康診断は、毎年行わなくてよいのか？」との問い合わせがあった。健康診断は外部 

健診機関にお願いしているが・・・？ 

 

≪相談員より≫ 

 じん肺法により規定されている作業場における作業については、ご存知のように 

法に対応した健診が必要である。この場合、前回のじん肺健診で特に所見なければ 

粉じんの常時取り扱いであっても、３年に１度でよいことになっている。 

 

 従って、委託している健診機関に前回のじん肺健診はいつ行ったのかということ 

と、その時有所見の受診者がいたかどうかを念のため確認しておくとよいと思われ 

る。 

 

 

産業保健相談はこちらから 

http://www.okayama-sanpo.jp/3soudan.htm 

 

メールによる相談も受け付けております。 

http://www.okayama-sanpo.jp/form-soudan.html 
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６ 編集後記 
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 １月２８日（木）１４：００～１７：００まで備前市立吉永病院会議室にて、産 

業保健研修会を開催しました。２４名の参加者のもと３人の講師で出向き大変有意 

義な研修会ができたと思います。荻野院長（岡山産業保健推進センター地域相談員） 

の御指示のもと会場設営等協力いただいたスタッフの方々に感謝いたします。来年 

度も岡山市外で研修会を開催したいと思います。皆様の参加を心よりお待ちしてお 

ります。研修会の内容については、当センターホームページの「センター活動行事」 

に近々掲載しますので御覧ください。 

                           業務係長 佐古 

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

    

                

次回の第 25 号は 3 月 1 日（月）の配信予定です。 

 

▼ 教材情報・センター情報の詳細確認、利用申込等は下記のホームページＵＲＬ 

  からアクセスしてください。 

▼ Ｅメールアドレスの変更、配信停止なども下記メールアドレスへお願いします。 

▼ 著作権法の規定により、他者の著作物を私的な目的以外で複製することは禁止 

  されていますので、必ず守ってください。 

▼ 当メールマガジンは、リンク先サイトの内容やプライバシーについて、責任を 

  負うものではありません。利用者自身の責任においてご利用ください。 

▼ このメールは配信専用メールアドレスから配信されています。このまま返送い 

  ただいてもお答えできませんので、必ず info@okayama-sanpo.jp へ御返送くだ 

  さい。 

▼ バックナンバーはホームページの「メールレターを配信しています！」に掲載 

   しております。  
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 独立行政法人 労働者健康福祉機構岡山産業保健推進センター 

 

 〒700-0907 

 岡山県岡山市北区下石井 2-1-3 

 岡山第一生命ビルディング 12 階 

 

 TEL：086-212-1222   FAX：086-212-1223 

 



 H P：http://www.okayama-sanpo.jp/ 

 

 E-mail：info@okayama-sanpo.jp 
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