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

            ---２０２０／９／３--- 

          おおいた産保メールマガジン  第２３１号 

          発行者：大分産業保健総合支援センター 

■□■□■□■□■□       Ｏｉｔａ         ■□■□■□■□■□ 

 

◆◇◆ 本号のヘッドライン（主な記事） ◆◇◆ 

 

◆◇◆ お 知 ら せ ◆◇◆ 

 

■令和２年度両立支援コーディネーター基礎研修開催を５回開催します！（労働者健康安全機構） 

■令和２年度 全国労働衛生週間「みなおして 職場の環境 からだの健康」（厚生労働省） 

■第２４回産業医研修の日程が決定しました。（大分産業保健総合支援センター） 

 

◆◇◆ 令和２年度産業保健研修会のご案内（令和２年９月～１２月） ◆◇◆ 

 

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

 

■令和２年度両立支援コーディネーター基礎研修開催を５回開催します！（労働者健康安全機構） 

メールマガジン２３０号で標記研修をオンライン形式で行うことをお知らせしておりました

が、日程・申込方法等が公開されたのでお知らせします。 

令和２年度は、９月から１１月にかけて合計５回開催予定であり、各回の定員は５００名程度、

開催日程・募集期間・申込方法等はホームページを確認ください。 

なお、お申し込みは、研修ごとに定められた「募集期間に当機構ホームページに提示される申

込みフォームから」となりますのでご注意ください。 

 

※研修形式、講義プログラム、受講対象者、申込方法等はこちら 

https://www.johas.go.jp/tabid/1830/Default.aspx 

※研修に関してのお問合せ：勤労者医療・産業保健部 勤労者医療課 勤労者医療班 

【電話】０４４-４３１－８６４１ 【メール】 co-ryoritu@honbu.johas.go.jp 

 

■令和２年度 全国労働衛生週間「みなおして 職場の環境 からだの健康」（厚生労働省） 

厚生労働省は、１０月１日（木）から７日（水）まで、令和２年度「全国労働衛生週間」を実

施することとし、９月１日から３０日までが準備期間です。今年のスローガンは、「みなおして 職

場の環境 からだの健康」です。 

・厚生労働省報道発表 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html 

・中災防ホームページ https://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/youkou.html 

https://www.johas.go.jp/tabid/1830/Default.aspx
co-ryoritu@honbu.johas.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html
https://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/youkou.html


 

■第２４回産業医研修の日程が決定しました。（大分産業保健総合支援センター） 

第２４回産業医研修「職場におけるＣＯＰＤ啓発と喫煙対策」は、１０月２７日（火）に日程

が決定しましたのでお知らせします。詳細は、後述の「令和２年度産業保健研修会のご案内」ま

たはホームページをご覧ください。 

・研修内容と申込み→ https://oitas.johas.go.jp/study-index/ 

 

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

 

◆◇◆ 令和２年度産業保健研修会のご案内 （令和２年９月～１２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。 

 新規に産業医になるための、基礎研修の単位取得はできませんので、ご注意ください。 

＊産業医研修の単位シールは研修終了後にお渡しいたします。 

＊遅刻・早退の場合は単位取得の要件を満たさないため、単位シールは交付できません。 

＊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２１回「有害物質の生体影響と管理」【生涯専門２単位】 

 日時：９月３日（木）１８：３０～２０：３０ 

 講師：森本 泰夫 先生（相談員 産業医科大学産業生態科学研究所 所長 呼吸病態学研究

室 教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２２回「働く女性のために ～勤労女性を悩ませる病気～」【生涯専門２単位】 

 日時：９ 月１８日（金）１８：３０～２０：３０ 

 講師：宮川 勇生 先生（大分大学名誉教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２３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】 

 日時：９月２９ 日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：増井 太朗 先生（相談員 社会医学系専門医制度指導医 、日本産業衛生学会専門医

https://oitas.johas.go.jp/study-index/


指導医 、産業保健事務所 代表） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２４回「職場におけるＣＯＰＤ啓発と喫煙対策」【生涯専門２単位】 

 日時：１０月２７日（火）１８：３０～２０：３０ 【日程が決定しました】 

 講師：津田 徹 先生（霧が丘つだ病院 院長） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２５回「ストレスチェック実施後の集団分析結果の有効活用法」 【生涯専門２単位】 

 日時：１０月１４日（水）１８：３０～２０：３０ 

 講師：三角 順一 先生（相談員 日本産業衛生学会指導医 大分大学 名誉教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２６回「疾病を抱える労働者の治療と仕事の両立について」 【生涯専門２単位】 

 日時：１１月１３日（金）１８：３０～２０：３０ 

 講師：油布 文枝 先生（相談員 日本製鉄株式会社九州製鉄所 大分地区（大分） 産業医） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２７回「職場における感染症予防対策」 【生涯専門２単位】 

 日時：１１月１９日（木）１８：３０～２０：３０ 

 講師：明石 光伸 先生（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 ６階研修室１ 

 

★第２８回「歯科産業保健」 【生涯専門２単位】 

 日時：１１月２４日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：安東 俊介 先生（相談員 安東歯科医院 院長） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２９回「労働安全衛生と医薬品」 【生涯専門２単位】 

 日時：１２月２５日（金）１８：３０～２０：３０ 

 講師：今井 浩光 先生（相談員 大分大学医学部 医療倫理学講座 教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

研修内容と申込み→ https://oitas.johas.go.jp/study-index/ 

 

■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

https://oitas.johas.go.jp/study-index/


保健に係る質問・相談もお受けします。 

 

１≪基礎コース≫ （令和２年９月～１１月） 

 

★衛基第５回【定員２０名】 

「労働衛生関係法令の基礎（３回目）」 

 日時：９月２３日（水）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 

 

★衛基第６回【定員２０名】 

「情報機器作業における労働衛生管理～令和元年７月１２日付け基発０７１２第３号～」 

 日時：１０月７日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：田吹 好美 先生（相談員 翔労働衛生コンサルタント事務所 所長） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

★衛基第７回【定員２０名】 

「労働衛生関係法令の基礎（４回目）」 

 日時：１１月２５日（水）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 

 

★衛基第８回【定員２０名】 

「衛生管理計画の立て方と実践」 

 日時：１２月２３日（水）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 

 

 

研修内容と申込み→ https://oitas.johas.go.jp/study-index/ 

 

２≪特定テーマコース≫ （令和２年９月～１２月） 

※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！ 

 

 

★衛特第１２回【定員２０名】 

https://oitas.johas.go.jp/study-index/


「バーンアウト（燃え尽き症候群）の予防とストレスマネジメント」 

 日時：９月１６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） 

 会場：コンパルホール ３０４会議室 

 

★衛特第１３回【定員２０名】 

「人生１００年時代の口腔ケア」 

 日時：１０月２２日（木）１４：００～１６：００ 

 講師：安東 美幸 先生（相談員 安東歯科医院 副院長） 

 会場：アートプラザ ２階 研修室 

 

★衛特第１４回【定員２０名】 

「メンタルヘルス対策」 

 日時：１１月１８日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：増井 太朗 先生（相談員 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 産業保健事務所 代表） 

 会場：コンパルホール ３０４会議室 

 

★衛特第１５回【定員２０名】 

「過重労働による健康障害防止対策」 

 日時：１１月１９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：アートプラザ ２階 研修室 

 

★衛特第１６回【定員２０名】 

「ストレス判定図の見方と活用【ストレスチェック制度】」 

 日時：１２月９日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：田吹 好美 先生（相談員 翔労働衛生コンサルタント 事務所 所長） 

 会場：大分市内 別途連絡 

 

★衛特第１７回【定員２０名】 

「管理監督者のリーダーシップと働く人の意欲、メンタルヘルス」 

 日時：１２月１７日（木）１４：００～１６：００ 

 講師：上野 徳美 先生（相談員 大分大学名誉教授） 

 会場：大分市内 別途連絡 

 

 



研修内容と申込み→ https://oitas.johas.go.jp/study-index/ 

 

■職場の「心の健康づくり」のためのカウンセリング研修（令和２年９月～１２月） 

傾聴を身に着けていただくため、毎週第２火曜日（注）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。（注：第２火曜日以外に設

定する月もありますのでご確認ください。） 

 

★第６回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 日時：９月８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１３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１０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９回「積極的傾聴のグループワーク（かかわり技法）」 

 日時：１２月８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：大分市内 別途連絡 

 

※コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止・変更の可能性があります。 

ホームページ等でご確認ください。 

 

研修内容と申込み→ https://oitas.johas.go.jp/study-index/ 

 

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

 ※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。 

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