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 岡山産業保健推進連絡連絡所 

  ≪おかやま さんぽメールマガジン≫ 第 69号 2013年 11月 1日（金） 
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ＩＮＤＥＸ 

 

１  相談員便り 

   『第 87回日本産業衛生学会岡山で開催！ 

   ～来年 5月、産業衛生学会発祥の地で～』 

 

  岡山産業保健推進連絡事務所 福岡悦子 相談員 

 

２  連絡事務所からのお知らせ（相談・研修・行事案内） 

 ＊メンタル集中研修会のご案内 

 ＊平成 25年度 産業医研修会のご案内 

 ＊平成 25年度研修会の予定 

 

３  編集後記 
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１  相談員便り 
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『第 87回日本産業衛生学会岡山で開催！ 

   ～来年 5月、産業衛生学会発祥の地で～』 

 

  岡山産業保健推進連絡事務所 福岡悦子 相談員 

 

 平成 26年 5月 21日（水）から 24日（土）まで、標記学会がメインテーマ“産業保健：

原点から 

未来へ”と題して、岡山で開催されます。学会長は岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 

公衆衛生学分野荻野景規教授です。岡山県倉敷市は産業保健発祥の地ですが、詳細は 



以下のとおりです。 

 

 1921年（大正 10年）、倉敷紡績万寿工場の一角に暉峻義等（てるおかぎとう）を所長と

し 

て、“産業における医学的、心理学的研究”を掲げて設立された倉敷労働科学研究所は、 

当時の産業衛生領域の唯一の民間研究所であった。1929年（昭和 4年）、当時倉敷労働科 

学研究所所長であった暉峻義等らが、民間企業の医師、官庁の医系の衛生行政官など 

各方面に呼びかけ、産業衛生協議会が設立された。その後、産業衛生協会となり、1972年 

（昭和 47年）からは日本産業衛生学会として発展してきた。昭和 47年は労働安全衛生法 

が制定された年、さらに、私が保健婦学校に入学した年でもあり、何となく縁を感じてい

ま 

す。 

 

 今回は産業保健発祥の地での丁度 20年ぶりの開催となります。暉峻義等氏を倉敷に招 

いたのは倉敷紡績（現クラボウ）第 2代社長の大原孫三郎氏です。大原孫三郎氏は“儂の 

目には十年先が見える”の信念のもと、様々な分野で大活躍された偉大な実業家です。 

例えば、大原美術館、倉敷中央病院、労働科学研究所、倉敷アイビースクエア、資源植物 

科学研究所、そして大阪の石井記念愛染園があります。大原孫三郎氏の生き方に感銘を 

受けられた学会長は、岡山での開催に注目され、大原孫三郎氏のお孫さんの大原謙一郎 

氏（大原美術館、倉敷中央病院の理事長他）と労働科学研究所所長の酒井一博氏の教育 

講演を準備しておられます。さらに特別講演①として村木厚子氏（厚生労働事務次官）、特 

別講演②として田原総一朗氏もお越しくださることになっています。毎月企画運営委員会

を 

開催し、現時点ではシンポジウムの概要が決まりつつあることころです。産業看護から 3

名 

が委員を担当しています。産業看護部会でも横田会長が中心となり、学会運営のお手伝い 

をさせていただく予定です。 

 

 学会参加費は高めですが、産業保健に興味のある方は是非お越しください。 

 

出典：クラボウホームページ http://www.kurabo.co.jp/sogyo/ 

「日本の産業保健 あゆみと展望」法研 ｐ13. 平成 12年 

 

 

■◇■ 福岡相談員の研修会 ■◇■ 

 



日    時： 11/12（火）14：00～16：00 

研修テーマ： おいしく飲もうアルコール 

内    容： 生涯おいしいアルコールを飲むために 

講    師：  福岡相談員 

場    所：  ピュアリティまきび 会議室（岡山市北区下石井 2-6-41）  

受 講 料： 無料 

 

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/01-ke.html 

 

 

■◇■ 福岡相談員への産業保健相談日 ■◇■ 

 

●11/12（火）16：00～17：00（研修会終了後） 

 

※来所・電話での相談を希望される場合は、事前にメール・ＦＡＸでの相談予約をお願い

い 

 たします。メール・ＦＡＸでの相談は、24時間受け付けております。 

 

相談のお申込はこちらからどうぞ 

http://www.okayama-sanpo.jp/02-so.html 
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２  連絡事務所からのお知らせ （相談・研修・行事案内） 
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■◇■ メンタル集中研修会のご案内 ■◇■ 

 

・・・東京ガス株式会社の産業医２名、ジャパン EAPシステムズ関西支社の臨床心理士を

招 

いてメンタル対応の実際についての講義や事例をもとにしたディスカッションを行います。

ど 

なたでもご参加いただけます。 

 

日 時： 11月 16日（土） 13：00～18：15 



 

単 位： 生涯研修実地２単位、専門３単位 

 

受 講 料： 10,000円 

       (資料代としてNPO法人が管理します。受付時にお支払い下さい。） 

 

場 所： 岡山第一生命ビルディング 3階貸会議室（岡山市北区下石井 2-1-3） 

定 員： 70名 

 

メンタル集中研修会の参加お申込はこちらから 

 http://www.okayama-sanpo.jp/01-ke.html 

 

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

■◇■ 平成 25年度 岡山労災病院産業医研修会のご案内 ■◇■ 

 

産業医研修会の情報・お申込はこちらからどうぞ 

  http://www.okayama-sanpo.jp/01-ke.html 

 

 岡山労災病院における研修会は、実際に産業保健現場で実務を行う機会のある方を支 

援するための事例検討を中心とした『アドバンストコース』として実施します。職種は問

いま 

せんが、特に人事労務担当者の方の参加は歓迎します。 

 

対   象：「産業保健の実務に携わっており」 

 「岡山労災病院における研修会を 2回以上受講したことがある」方 

 

【※】受講を希望される方は、必ず ↓ こちらをご確認ください。【※】 

  http://www.okayama-sanpo.jp/pdf/01-ke-isi.pdf 

 

受 講 料： 3,000円 

       (資料代としてNPO法人が管理します。受付時にお支払い下さい。） 

場    所： 岡山労災看護専門学校１階会議室(岡山労災病院敷地内） 

定    員： 20名 

 

◆平成 25年 11月 21日（木） 19：00～21：00 

演 題：事例から学ぶ産業保健実務６、グループワークによる事例検討６ 



講 師：鈴木越治（岡山大学大学院 疫学・衛生学分野 助教） 

 高尾総司（岡山大学大学院 疫学・衛生学分野 講師） 

 岸本卓巳（岡山労災病院 副院長） 

単 位：生涯研修 実地２単位 

 

メールフォームでのお申込は  

⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/form-sangyoui/form-sangyoui25.html 

 

ＦＡＸでのお申込は 

⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/pdf/mousikomi/sangyouifax.pdf 

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

 

■ 岡山産業保健推進連絡事務所主催セミナー・研修会 ■ 

 

場    所：  ピュアリティまきび 会議室（岡山市北区下石井 2-6-41）  

受 講 料： 無料 

 

※ お車でお越しの際は、ピュアリティまきびの駐車場をご利用ください。 

  駐車場は無料でご利用いただけます。駐車券は、お帰りの際にフロントまでお持ちく

ださ 

  い。但し、駐車場が満車の場合はご利用いただけません。ご注意ください。 

 

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/01-ke.html 

 

【健康管理についての研修会】 

 

日    時： 11/12（火）14：00～16：00 

研修テーマ： おいしく飲もうアルコール 

内    容： 生涯おいしいアルコールを飲むために 

講    師：  福岡相談員 

 

日    時： 12/11（水）14：30～16：00 

研修テーマ： 健診結果の見方と健康増進について 

内    容： 健診結果の見方をおさらいし、健康増進の事例を紹介します 

講    師：  成松相談員 



 

日    時： 2/3（月）14：00～16：00 

研修テーマ： インフルエンザ最新動向と対策 

内    容： インフルエンザの現状及び世界の話題 

講    師：  勝田相談員 

 

日    時： 2/18（火）14：00～16：00 

研修テーマ： 骨粗鬆症の予防 

内    容： 美しく年を重ねるために 

講    師：  福岡相談員 

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

【メンタルヘルスについての研修会】 

 

日    時： 11/5（火）13：30～15：00 

研修テーマ： メンタルヘルスに関する病気について 

内    容： うつ病と職場復帰について 

講    師：  山下相談員 

 

日    時： 11/20（水）14：00～16：00 

研修テーマ： うつ病 

内    容： うつ病の理解と対応について 

講    師：  大月相談員 

 

日    時： 11/21（木）14：00～16：00 

研修テーマ： 職場のメンタルヘルスとカウンセリングⅣ 

内    容： ロールプレイング 

講    師：  武田相談員 

 

日    時： 12/5（木）14：00～16：00 

研修テーマ： 過重労働・メンタルヘルス対策について 

内    容： 過重労働・メンタルヘルス対策について分かりやすく簡単に説明 

講    師：  道明相談員 

 

日    時： 2/19（水）14：00～16：00 

研修テーマ： ストレス対処法 

内    容： ストレスを溜めず、うまく対処する方法を、一緒に考えましょう 



講    師：  大月相談員 

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

 

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 

 

▼研修会の受付はピュアリティまきび会議室前で行います。直接、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。 

▼当連絡事務所の研修会、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  編集後記 
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 岡山県産業看護部会・健保連岡山産業保健師看護師連絡協議会合同研修会を、１０月 

２６日（土）中国銀行岡山駅前ビル４階会議室で開催しました。講師は、北折 一（ＮＨ

Ｋ放送研修センター 研修事業部 元「ためしてガッテン」専任ディレクター）番組立ち

上げから関わり、データの実証や視聴率を気にして過酷な勤務状態とストレスからくる「ど

か食い」等とうまく闘いながらダイエットに成功した方です。会場では、北折さんの著書

の展示即売会があり、参加者の皆さんは熱心に内容を吟味しながら買われておりました。

私ももちろんダイエットに関する本を買いました。６０名近い参加者のもと盛会に終わり

ました。研修会開始前に岡山産業保健推進連絡事務所の研修会のお知らせや昨年度実施し

た調査研究の周知等１０分という貴重な時間をいただいて広報活動してきました。 

 複数の事業場が集まる場所があれば、無料で出向いていきます。広報活動をさせていた 

だきたいので、一声かけていただけたら幸いに思います。(佐古） 

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

 

次回の第 70号は 

12月 2日（月）の配信予定です。 

 


