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◆◇◆ 本号のヘッドライン（主な記事） ◆◇◆ 

 

◆◇◆ お 知 ら せ ◆◇◆ 

 

■産業医研修「追加」、「日程決定」、「中止」のお知らせ（当センター） 

 

■労災疾病等医学研究普及サイトのお知らせ（当機構） 

 

◆◇◆ 令和３年度産業保健研修会のご案内 （令和３年９月～１２月） ◆◇◆ 

 

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

 

◆◇◆ お 知 ら せ ◆◇◆ 

 

■産業医研修「追加」、「日程決定」、「中止」のお知らせ（当センター） 

 令和３年度は感染症対策のため、会場収容人員の半分以下の定員で産業医研修を実施し

ていますが、満席・キャンセル待ちとなる研修が増えております。 

「満席のため受講できなかった先生方に受講いただきたい」との講師ご意向による追加

研修と、機構本部講師による追加研修を、それぞれ１回づつ実施します。 

 

また、当初計画において「開催日は後日調整予定」の研修のうち、２回分の日程が決ま

り、１回分は中止となりましたのであわせてお知らせします。 

               

【追加】第３２回「うつ病と認知症の鑑別のポイント（専門２単位）」（日程：１０月４日

（月）１８：３０～ 会場：大分県医師会館） 

 

【追加】第３１回「令和３年度石綿関連疾患診断技術研修 ～石綿による疾病の認定基準

について～（更新２単位）」（日程：令和３年１０月３０日（土）１３：００～ 会場：大

分県医師会館） 

 

【日程決定】第２１回「疾病を抱える労働者の治療と仕事の両立について（専門２単



位）」（日程 ： 令和３年１１月５日(金)１８：３０～ 会場：大分県医師会館） 

 

【日程決定】第２０回「ＣＯＰＤの啓発と職域の喫煙対策（専門２単位）」（日程：令和３

年１２月１７日（金）１８：３０～ 会場：大分県医師会館） 

 

【中 止】第１９回「金属アーク溶接作業における労働衛生管理のすすめ方について（実

地２単位）」（日程 ：別途連絡予定  会場：豊後大野市医師会） 

 

詳細、ならびに研修申込はこちら→ https://oitas.johas.go.jp/study-index/  

 

■労災疾病等医学研究普及サイトのお知らせ（当機構） 

労働者健康安全機構では、労働災害の発生状況や行政のニーズを踏まえ、労災補償政策

上重要なテーマや新しい政策課題について時宜に応じた研究に取り組んでいます。 

 詳しくは「労災疾病等医学研究普及サイト」→ 

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

 

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

 

◆◇◆ 令和３年度産業保健研修会のご案内 （令和３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１３回「新型コロナウイルス感染防御を配慮した快適な職場環境と安全配慮」 【生
涯専門２単位】 

 定員：５０名 【満席・キャンセル待ち】 

 日時：９月３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 ６階研修室１ 

 

★第１４回「産業医として知っておきたい労働衛生関係法令の知識」 【生涯更新２単位】 

 定員：２０名 【満席・キャンセル待ち】 

 日時：９月１６日（木）１８：３０～２０：３０ 

 講師：坪井 龍治 副所長 （大分産業保健総合支援センター） 

 会場：別府市医師会  

 

★第１５回「産業医として知っておきたい労働衛生関係法令の知識」 【生涯更新２単位】 

 定員：２０名  

 日時：９月１８日（土）１３：００～１５：００ 

 講師：坪井 龍治 副所長 （大分産業保健総合支援センター） 

 会場：中津市医師会 （中津ファビオラ看護学校側の入り口 が便利です） 

 

★第１６回「職域における動脈硬化性疾患の予防」 【生涯専門２単位】 

 定員：２０名  

 日時：９月１８（土）１５：００～１７：００ 

 講師：斉藤 功 先生 （相談員 大分大学医学部 公衆衛生・疫学講座 教授） 

 会場：中津市医師会 （中津ファビオラ看護学校側の入り口 が便利です）【追加】 

 

★第３２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】 ≪追加！≫ 

 定員：５０名  

 日時：令和３年１０月４日（月）１８：３０～２０：３０ 

 講師：吉岩 あおい 先生 （相談員、大分大学医学部 看護学科実践看護学講座老年看護

学領域 教授  大分大学医学部付属病院 総合診療・総合内科学講座 診療教授）  

 会場：大分県医師会館  

 （注：第１０回（８月３０日）と同じテーマ・内容です。） 

 

★第１７回「産業医として知っておきたい労働衛生関係法令の知識」 【生涯更新２単位】 

 定員：３０名  

 日時：１０月９日（土）１３：００～１５：００ 

 講師：坪井 龍治 副所長 （大分産業保健総合支援センター） 

 会場：佐伯市医師会 

 

★第１８回「職域における動脈硬化性疾患の予防」 【生涯専門２単位】 

 定員：３０名  



 日時：１０月９日（土）１５：００～１７：００ 

 講師：斉藤 功 先生 （相談員 大分大学医学部 公衆衛生・疫学講座 教授） 

 会場：佐伯市医師会 

 

★第３１回「令和３年度石綿関連疾患診断技術研修 ～石綿による疾病の認定基準について

～」 【生涯更新２単位】 ≪追加！≫ 

 定員：５０名  

 日時：１０月３０日（土）１３：００～１５：００ 

 講師： 森永 謙二先生（独立行政法人環境再生保全機構 石綿健康被害救済部顧問医師） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第１９回≪中止！≫ 

 

★第２１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

程決定！≫ 

 定員：５０名  

 日時：令和３年１１月５日(金)１８：３０～２０：３０ 

 講師：油布 文枝 先生 （相談員 日本製鉄（株）九州製鉄所（大分地区）産業医） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１  

 

★第２２回「職場における感染症予防対策」 【生涯専門２単位】 

 定員：５０名  

 日時：令和３年１１月２５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２３回「歯科産業保健」 【生涯専門２単位】 

 定員：５０名  

 日時：令和３年１１月３０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２０回「ＣＯＰＤの啓発と職域の喫煙対策」 【生涯専門２単位】 

 定員：５０名 ≪日程決定！≫ 

 日時：令和３年１２月１７日(金) 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 ６階研修室１ 

 

★第２４回「さまざまなうつとその治療やリワーク） 【生涯専門２単位】 

 定員：５０名  

 日時：令和３年１２月２０日（月）１８：３０～２０：３０ 

 講師：寺尾 岳 先生 （相談員 大分大学医学部 精神神経医学講座 教授） 

 会場：大分県医師会館 ６階研修室１ 

 

★第２５回「ストレスと病気 」 【生涯専門２単位】 

 定員：５０名  

 日時：令和３年１２月２４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/ 

 ※画面を下の方へスクロールすると「ＷＥＢでの申し込み」、「ＦＡＸでの申し込み」等の説

明が表示されます。 

 

■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≪基礎コース≫  

  

★衛基第６回【定員２０名】 

「労働衛生関係法令の基礎（４回目）」 

 日時：１０月２７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７回【定員２０名】 

「過重労働による健康障害防止対策」 

 日時：１１月１８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２２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：大分市内（別途連絡） 

 

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

 ※画面を下の方へスクロールすると「WEB での申し込み」、「FAX での申し込み」等の説明が表

示されます。 

 

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！ 

 

★衛特第１０回【定員２０名】 

「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７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：コンパルホール ３０４会議室 

 

★衛特第１１回【定員２０名】 

「職場のハラスメント等による外傷体験とメンタルヘルスケア」 

 日時：９月１５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：アートプラザ ２階研修室 

 

★衛特第１２回【定員２０名】 

「行動科学を活かした健康管理活動（事例検討）」 

 日時：１０月６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） 

 会場：コンパルホール ３０５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１４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 歯学博士 労働衛生コンサルタン

ト） 



会場：アートプラザ ２階研修室 

 

★衛特第１４回【定員２０名】 

「金属アーク溶接作業における労働衛生管理のすすめ方について～ばく露濃度測定とその結果

に基づく防じんマスクの着用～」 

 日時：１０月２０日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：田吹 光司郎 先生（相談員 環境測定センター 大分事業部 参与） 

会場：コンパルホール ３０５会議室 

 

★衛特第１５回【定員２０名】 

「職場のメンタルヘルス対策と働き方改革 ～現場で何が起きているのか、ストレスチェック

をどう活かせるのか？～」 

 日時：１１月１０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：アートプラザ ２階研修室 

 

★衛特第１６回【定員２０名】 

「働く女性のために ～撲滅できる子宮頸がん～」 

 日時：１１月２６日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：宮川 勇生 先生（大分大学名誉教授） 

 会場：アートプラザ ２階研修室 

 

★衛特第１７回【定員２０名】 

「燃え尽き症候群の予防、対策とストレスマネジメント」 

 日時：１２月１５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：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/ 

 

■職場の「心の健康づくり」のためのカウンセリング研修  

通常は、全員参加型の実習を行っていますが、現在は新型コロナウイルス感染症予防のため

代表者実習方式による質疑応答を行っています。 

 

★第６回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」【定員２０名】 

 日時：９月１４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）」【定員２０名】 

 日時：１０月１２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）」【定員２０名】 

 日時：１１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９回「積極的傾聴のグループワーク（かかわり技法）」【定員２０名】 

 日時：１２月１４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 

 

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

 ※画面を下の方へスクロールすると「WEB での申し込み」、「FAX での申し込み」等の説明が表

示されます。 

 

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

 ※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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  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 
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