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◆◇◆ 本号のヘッドライン（主な記事） ◆◇◆ 

 

◆◇◆ お 知 ら せ ◆◇◆ 

■「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。（厚生労

働省） 

 

■学術講演会「うつ病の維持療法について」のご案内（大分郡市医師会） 

 

◆◇◆ 平成３０年度産業保健研修会のご案内（９月～１１月） ◆◇◆ 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

 

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆ 

 

■「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。（厚生労

働省） 

２０１９年４月１日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。 

≪ポイント１≫時間外労働の上限規制が導入されます！ 

≪ポイント２≫年次有給休暇の確実な取得が必要です！ 

≪ポイント３≫正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されま

す！ 

改正の概要と相談窓口のご案内等が記載された「リーフレット」や詳細な内容は大分労

働局ホームページをご覧ください。⇒ 

https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/

_121688/ikubosu-hitashinyoukinko_00012.html 

 

■学術講演会「うつ病の維持療法について」のご案内（大分郡市医師会） 

大分郡市医師会は１０月４日（木）アルメイダ研修会館においてメンタルヘルスに関す

る学術講演会を開催します。日本医師会認定産業生涯研修ですが、衛生管理者、職場で労

働衛生を担当する方も是非ご参加いただきたい内容なのでお知らせします。 

http://www.oitas.johas.go.jp/
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/_121688/ikubosu-hitashinyoukinko_00012.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/_121688/ikubosu-hitashinyoukinko_00012.html


 

 演題：「うつ病の維持療法について」【生涯専門２単位※申請中】 

 日時：１０月４日（木）１９：００～２１：００ 

 会場：アルメイダ研修会館（大分市宮崎１３１５番地） 

 座長：大分大学医学部 精神神経医学講座 教授 寺尾岳先生 

 講師：福岡大学医学部 精神医学教室 教授 川嵜弘詔先生 

 事務局：大分郡市医師会 TEL０９７-５４６-１１６３（担当江口） 

詳細は 

 http://www.oitas.johas.go.jp/attachment/2018/180829gakujyutu-kouenkai.pdf 

申込書 http://www.oitas.johas.go.jp/attachment/2018/180829kouenkai-form.pdf 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

 

◆◇◆ 平成３０年度産業保健研修会のご案内（９月～１１月） ◆◇◆ 

 

※研修申込みはＦＡＸまたはメールにてお願いします。 

※研修の約１週間前に「研修案内」をＦＡＸ、メール等でお送りしますので、研修内容 

・日時・場所・受付番号をご確認ください。 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

■産業医研修 

※本研修は、生涯研修のための更新研修、実地研修、専門研修です。基礎研修の単位取得

はできませんのでご注意ください。 

※「遅刻・早退の場合は」単位取得の要件を満たさないため、「受講は可能ですが単位取得

はできません」。 遅刻・早退が見込まれる場合は、別の日の受講をご検討下さい。 

 

★第１６回「粉じん作業場のリスクアセスメントの進め方 ～法規制外の粉じん作業場の

リスク評価実習・事例検討～」 【生涯実地２単位 申請中】 

 日時：９月１日（土）１３：００～１５：００ 

 講師：田吹 光司郎 先生（相談員 西日本産業衛生会 環境測定センター大分事業 

部 参与） 

 会場：佐伯市医師会 

 

★第１７回「職場のメンタルヘルス対策 ～現場で何が起きているのか、ストレスチェッ

クをどう活かすか？～」 【生涯専門２単位 申請中】 

 日時：９月１日（土）１５：００～１７：００ 

 講師：増井 太朗 先生（相談員 増井太朗産業保健事務所 代表 社会医学系専門医 

制度指導医 日本産業衛生学会専門医指導医） 

http://www.oitas.johas.go.jp/attachment/2018/180829gakujyutu-kouenkai.pdf
http://www.oitas.johas.go.jp/attachment/2018/180829kouenkai-form.pdf


 会場：佐伯市医師会 

 

★第１８回「働く女性のために －女性のライフステージと身体の変化－」 【生涯専門

２単位 申請中】 

 日時：９月４日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：宮川 勇生 先生（西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター 所長） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第１９回「職場のメンタルヘルス対策～現場で何が起きているのか、ストレスチェック

をどう活かすか？～」 【生涯専門２単位 申請中】 

 日時：９月１９日（水）１８：３０～２０：３０ 

 講師：増井 太朗 先生（相談員 増井太朗産業保健事務所 代表 社会医学系専門医 

制度指導医 日本産業衛生学会専門医指導医） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第２０回「労働安全衛生法と労働衛生管理」 【生涯更新２単位 申請中】 

 日時：９月２０日（木）１８：３０～２０：３０ 

 講師：山田 仁 副所長（大分産業保健総合支援センター 副所長） 

 会場：豊後大野市医師会 

 

★第２１回「うつ病と認知症の鑑別のポイント～職場におけるメンタルヘルス不調～」 

【生涯専門２単位 申請中】 

 日時：９月２７日（木）１８：３０～２０：３０ 

 講師：吉岩 あおい 先生（相談員 大分大学医学部 総合診療・総合内科学講座 講

師） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第２２回「職場における治療と仕事の両立支援」 【生涯専門２単位 申請中】 

 日時：１０月５日（金）１８：３０～２０：３０ 

 講師：青野 裕士 先生（相談員 日本産業衛生学会 産業衛生指導医） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第２３回「ＣＯＰＤと喫煙対策」 【生涯専門２単位 申請中】 

 日時：１０月１６日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：津田 徹 先生（相談員 霧ケ丘つだ病院 院長） 

 会場：大分県医師会館 

 



★第２４回「ストレス関連疾患と口腔感染症」 【生涯専門２単位 申請中】 

 日時：１０月３０日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：安東 俊介（相談員 安東歯科医院 院長 歯学博士 労働衛生コンサルタント） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第２５回「職場における感染症の予防対策 ～感染症予防対策のポイント～」 【生涯

専門２単位 申請中】 

 日時：１１月１５日（木）１８：３０～２０：３０ 

 講師：明石 光伸（相談員 明石Ｍクリニック 院長 大分県厚生連鶴見病院 名誉院

長） 

 会場：大分県医師会館 

 

≪当初予定の年間計画に追加開催します≫ 

★第２５－２回「石綿関連疾患胸部画像の読影実習」 【生涯実地２単位 申請中】 

 日時：１１月１７日（木）１４：００～１６：００ 

 講師：明木村 清延 先生（北海道中央労災病院 名誉院長） 

 講師：上原 隆志 先生（横須賀市立うわまち病院 呼吸器科 科長） 

 会場：大分県医師会館 

 その他：３０名（※先着順！ 定員後の受付はキャンセル待ちとなります。） 

 

年間研修案内と申込み→  

 http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

■衛生管理者等研修 

※本研修は、衛生管理者等の資格をお持ちでない方も参加歓迎です。研修後に職場におけ 

る産業保健に係る質問・相談もお受けします。 

 

１≪基礎講座≫ 

★衛基６回「職場巡視（パトロール）のポイント」 

 日時：９月２１日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：吉良 一樹 先生（相談員 きら労働衛生コンサルタント事務所 代表） 

 会場：コンパルホール３０２会議室 

 

★衛基７回「衛生委員会の進め方」 

 日時：１０月１９日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：吉良 一樹 先生（相談員 きら労働衛生コンサルタント事務所 代表） 

 会場：コンパルホール３０２会議室 

http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html


 

★衛基８回「健康管理活動の進め方～行動科学を活かした健康管理活動（基礎編）～」 

 日時：１１月１４日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：高波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表  保健師） 

 会場：コンパルホール３０５会議室 

 

 

２≪特定テーマコース≫ 

※本コースは、資格をお持ちでない方でも、どなたでも参加できます。衛生管理者を目 

指す方もお気軽にどうぞ！ 

※平成２９年度までの≪実力アップ講座≫のコース名を変更しました。 

 

★特定１０回「自殺への気づきと対応（インターベンション）」 

 日時：９月４日(火)１４：００～１６：００ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 

★特定１１回「自殺の事後対応（ポストベンション） ～初期対応と留意点～」 

 日時：９月２５日（火）１４：００～１６：００ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 

★特定１２回「治療と職業生活の両立支援の進め方（中小企業での対応）」 

 日時：１０月１日（月）１４：００～１６：００ 

 講師：高波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表  保健師） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 

★特定１３回「管理者・上司のリーダーシップとメンタルヘルス」 

 日時：１０月１７日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：上野 徳美 先生（相談員 大分大学名誉教授 放送大学客員教授） 

 会場：コンパルホール３０５会議室 

 

★特定１４回「広がりつつある「健康経営」の意味とその内容」 

 日時：１１月２日(金)１４：００～１６：００ 

 講師：吉良 一樹 先生（相談員 きら労働衛生コンサルタント事務所 代表） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 



★特定１５回「ストレスチェック制度を組織改善にどう活かすか ～改善事例の提示と事

例検討～」 

 日時：１１月９日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：増井 太朗 先生（相談員 増井太朗産業保健事務所 代表 社会医学系専門医 

制度指導医 日本産業衛生学会専門医指導医） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 

★特定１６回「「過重労働による健康障害防止対策」 

 日時：１１月２２日（木）１４：００～１６：００ 

 講師：細川 隆文 先生（相談員 細川内科クリニック 院長） 

 会場：コンパルホール３０５会議室 

 

★特定１７回「行動科学を活かした健康管理活動（実習編）～」 

 日時：１１月２７日（火）１４：００～１６：００ 

 講師：高波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表  保健師） 

 会場：コンパルホール３０４会議室 

 

 

年間研修案内と申込み→  

 http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

■職場の「心の健康づくり」のためのカウンセリング研修 

傾聴を身に着けていただくため毎週第２火曜日の夜間に実施します。未経験の方でも体験 

いただける内容です。興味のある方はお気軽にご参加ください。 

 

★第６回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 日時：９月１１日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 

★第７回「積極的傾聴のグループワーク（基礎）」 

 日時：１０月９日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 

★第８回「積極的傾聴のグループワーク（基礎）」 

 日時：１１月１３日（火）１８：３０～２０：３０  

http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html


 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ２階 研修室 

 

年間研修案内と申込み→  

 http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

 ※メールアドレスの変更、配信停止、ご意見・ご感想は、info@oitas.johas.go.jp まで 

  お願いします。皆様のご意見をお待ちしています。 

  今月も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

  独立行政法人 労働者健康安全機構  大分産業保健総合支援センター 

  〒８７０－００４６ 大分市荷揚町３番１号 いちご・みらい信金ビル６階 

  ＴＥＬ：０９７－５７３－８０７０ ＦＡＸ：０９７－５７３－８０７４ 

     http://www.oitas.johas.go.jp / E-mail: info@oitas.johas.go.jp 
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