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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 71号 2013年 1月 6日（月） 
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ＩＮＤＥＸ 

 

１  新年のご挨拶 

 

  岡山産業保健推進連絡事務所 代表  丹羽 国泰 

 

２  連絡事務所からのお知らせ（相談・研修・行事案内） 

 ＊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  平成 25年度産業保健研修会のご案内 

 

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

 

１  新年のご挨拶 

 

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

 明けましておめでとうございます。 

 昨年の４月に岡山産業保健推進連絡事務所の代表に就任し、産業保健事業に携わって 

います。不慣れでありますのでご指導の程よろしくお願いします。 

 

 行政刷新会議の事業仕分けにより、昨年の４月に岡山産業保健推進センターは岡山産 

業保健推進連絡事務所になり、人員も予算も削減されましたが、推進連絡事務所職員及 

び相談員を始め皆様方のご協力により、前年並みの実績を遂行することができております。 

 

 この行政改革の不合理性が指摘され、本年４月からは産業保健推進センター・地域産業 

保健センター・メンタルヘルス対策支援センターの３事業が統一される運びになる予定で

す。 

各県単位に産業保健総合推進センター（仮称）が創設され、都道府県単位で産業保健推進 



事業が推進されることは、事業が円滑に進められ、効率的にしかもきめ細かに運営される 

ので、労働者にとっては福音であると思います。 

 

 労働者健康福祉機構が十分に整備され、今年は労働者の健康維持・健康促進がなされ、 

労働災害が大幅に減少することを祈っています。 

 

 今年は馬年であり、皆様のご支援、ご協力を頂いて、産業保健事業が飛躍的に発展する 

ことを期待しています。 

 

 皆様方のご健勝とご活躍を祈念しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。 

 

岡山産業保健推進連絡事務所 代表  丹羽 国泰 

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

 

２  連絡事務所からのお知らせ （相談・研修・行事案内） 

 

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

 

■◇■ 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 26年 1月 16日（木） 19：00～21：00 

演 題： 事例から学ぶ産業保健実務７、グループワークによる事例検討７ 

講 師： 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 

 

◆平成 26年 2月 13日（木） 19：00～21：00 

演 題： 事例から学ぶ産業保健実務８、グループワークによる事例検討８ 

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 

 

◆平成 26年 3月 20日（木） 19：00～21：00 

演 題： 事例から学ぶ産業保健実務９、グループワークによる事例検討９ 

講 師： 井家克彦（岡山大学大学院 疫学・衛生学分野 客員研究員） 

 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 

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

■◇■ 国立病院機構岡山医療センター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 

 

◆平成 26年 3月 4日（火） 19：00～21：00 

 



受 講 料： 2,000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。） 

 

演 題： メンタルヘルス対応各論１ お試し出社の是非 

 メンタルヘルス対応各論２ 安衛法改正に伴うメンタルチェックへの対応 

講 師：高尾総司（岡山大学大学院 疫学・衛生学分野 講師） 

単 位：生涯研修 専門研修 1単位 更新研修１単位 

場 所：国立病院機構岡山医療センター（岡山市北区田益 1711-1） 会議室 

 

メールフォームでのお申込は  

⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/form-820/form-820.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： 1/27（月）9：30～11：30 

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： 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 

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

 

３  平成 25年度産業保健研修会のご案内 

 

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

日 時： 平成 26年 1月 23日（木）13：20～17：00 

場 所： 備前市国民健康保険市立吉永病院 2階会議室 

 岡山県備前市吉永町吉永中５６３－４ 山陽本線吉永駅から徒歩約４分 

 

単 位： 日本医師会認定産業医 生涯研修（専門 2単位・実地 1単位） 

対 象： 産業医、人事労務管理担当者、衛生管理者、保健師・看護師等、産業保

健に 



 携わっている方なら、どなたでも受講できます。 

 

定 員： 50名 

内 容： 『粉じん測定法と正しい防じんマスク装着法について』（西出忠司） 

 『過重労働・メンタルヘルス対策について』（道明道弘） 

 『職場のメンタルヘルス（事例検討）』（山下龍子） 

 

備 考： 参加費は無料。事前申し込みが必要です。 

 

メールフォームでのお申込は  

⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/form-01/form-01.html 

 

ＦＡＸでのお申込は 

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

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

 

次回の第 72号は 

2月 3日（月）の配信予定です。 


