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＊日本医師会認定産業医生涯研修会 集中研修会（健診事後措置編）
＊禁煙アドバイザー研修会
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センターからのお知らせ （相談・研修・行事案内）
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■ 産業医研修会 ■
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/5-2sangyoui.htm
対 象 者：
日医認定産業医
基礎研修の単位は取れないが、参加を希望する医師
職場の健康管理に関わる保健師・看護師等産業看護職および人事労務担当者等
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。）
場
所： 岡山労災病院３階会議室
-------------------------------------------------------------------------日
時： 11/15（木）19：00～21：00
研修テーマ： 『書式を用いたメンタルヘルス対応２』
『療養段階確認シート、業務評価シートの使い方（演習）』
講
師： 高尾 総司（岡山大学院 疫学・衛生学分野 講師）
井家 克彦（岡山大学院 疫学・衛生学分野 非常勤研究員）
岸本 卓巳（岡山労災病院 副院長）
単
位： 生涯研修 専門研修２単位

日
時： 1/17（木）19：00～21：00
研修テーマ： 『産業保健における個人情報管理』
『事例に学ぶ個人情報科管理』
講
師： 高尾 総司（岡山大学院 疫学・衛生学分野 講師）
三橋 利晴（岡山大学院 疫学・衛生学分野 非常勤研究員）
単
位： 生涯研修 専門研修１単位 実地研修１単位
日
時： 2/14（木）19：00～21：00
研修テーマ： 『海外派遣労働者の健康管理』
『事例に学ぶ海外派遣労働者の健康管理』
講
師： 岸本 卓巳（岡山労災病院 副院長）
三橋 利晴（岡山大学院 疫学・衛生学分野 非常勤研究員）
単
位： 生涯研修 専門研修１単位 実地研修１単位
日
時： 3/21（木）19：00～21：00
研修テーマ： 『職場でメンタルヘルスチェックを行う場合の注意点』
『職場における喫煙管理に関する労働安全衛生法改正』
講
師： 高尾 総司（岡山大学院 疫学・衛生学分野 講師）
三橋 利晴（岡山大学院 疫学・衛生学分野 非常勤研究員）
単
位： 生涯研修 専門研修１単位 更新研修１単位
-------------------------------------------------------------------------メールフォームでのお申込は
⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/form-sangyoui.html
ＦＡＸでのお申込は
⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/pdf/mousikomi/sangyouifax.pdf
-------------------------------------------------------------------------■ 岡山産業保健推進センター主催セミナー・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
※ 会場が昨年度とは変わっています。ご注意ください！
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。
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/5-3semin.html
-------------------------------------------------------------------------【健康管理についての研修会】
日

時： 11/13（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：
研修テーマ：
内
容：
講
師：

11/28（水）14：30～16：00
健診結果の見方と健康増進
健診結果の見方をおさらいし、健康増進の事例を紹介
成松相談員

日
時：
研修テーマ：
内
容：
講
師：

2/4（月）14：00～15：30
健康診断について
健康診断の結果を健康管理にどう活かすのかを考える
中村相談員

日
時： 2/12（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：
研修テーマ：
内
容：
講
師：

11/6（火）13：00～14：30
メンタルヘルスに関する病気について
メンタルヘルスに関する病気について、事例検討パートⅡ
山下相談員

日
時：
研修テーマ：
内
容：
講
師：

11/15（木）14：00～16：00
職場のメンタルヘルスとカウンセリングⅣ
ロールプレイング
武田相談員

日
時：
研修テーマ：
内
容：
講
師：

11/21（水）14：00～16：00
うつ病
うつ病の理解と対応について
大月相談員

日
時： 12/3（月）14：00～16：00
研修テーマ： 新興国赴任のメンタルヘルス
内
容： 新興国赴任のメンタルヘルス（中国、イスラム圏など含めて）
講
師： 勝田相談員
日
時：
研修テーマ：
内
容：
講
師：

12/6（木）14：00～16：00
メンタルヘルス対策とコーチングについて
メンタルヘルス対策とコーチングについて簡単に説明
道明相談員

日
時： 2/20（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、うまく付き合う方法を、皆さん一緒に考えてみ
ませんか
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
▼２４年度研修会の受付はピュアリティまきびで行います。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。
▼当センターの研修会、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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２

トピックス
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■職業性胆管がんに係る電話相談の実施について■
フリーダイヤル ： 0120-688-224
※携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
対応時間：火曜日、水曜日、木曜日（13：00～17：00）
-------------------------------------------------------------------------■日本医師会認定産業医生涯研修会 集中研修会（健診事後措置編）■
日

時： 11/17（土）13：00～18：15

研修テーマ： 『職場でよくある健診事後措置対応 クロスロードによる検討』
『（総論）企業における健康管理－社員主体の健康事後措置へ－』
『東京ガスにおける健診事後措置の実際（法定健診についてのケー
ススタディ）』
『東京ガスにおける健診事後措置の実際 メンタルヘルスへの対応』
講

師：

岩瀬敏秀（岡山大学大学院 岡山県地域医療支援センター岡山大学
支部 助教）
高尾総司（岡山大学大学院 疫学・衛生学分野 講師）
塚本浩二（東京ガス 統括産業医）
西浦千尋（東京ガス 産業医）

単

位：

生涯研修 専門研修４単位 実地研修１単位

場

所：

岡山第一生命ビル３階貸会議室（岡山市北区下石井２－１－３）

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。）
★お申込みはこちら ⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/seminar.html
-------------------------------------------------------------------------■禁煙アドバイザー研修会■
日

時： 12/16（日）11：15～12：15
※時間が変更されました。ご注意ください！

研修テーマ： 『職場における禁煙支援－労働安全衛生法の一部改正を踏まえて－』
講

師：

高尾総司（岡山大学大学院 疫学・衛生学分野 講師）

単
場

位：
所：

生涯研修 更新研修１単位
岡山大学 一般教育棟 A棟 A21教室（津島キャンパス）
（岡山市北区津島中2丁目1-1）

受 講 料： 5,000円
※禁煙アドバイザー研修会（9：45～16：00）受講料・昼食含む
（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。）
備

考： 受付時間はは9：30～9：45です。

★お申込みはこちら ⇒ http://www.okayama-sanpo.jp/seminar.html
禁煙アドバイザー研修会についての詳細は、日本禁煙科学会事務局へお問い合わせ
ください。禁煙科学会ホームページ ⇒ http://www.jascs.jp/
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３

第56回中国四国合同産業衛生学会のご案内
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テーマ： 自然災害と産業保健
会 期： 平成24年12月8日（土）～9日（日）
会 場： 岡山大学創立五十周年記念館（岡山県岡山市北区津島中1-1-1）
プログラム：------------------------------------------------------------「心の健康問題を抱える労働者の休業・復職に係る主治医と産業医の連携について

～精神科専門医からの提言～」
「元気で楽しく働こう ～ワークエンゲージメントの導入～」
「職場のリスク管理」
①「ハインリッヒの法則の再考 ～働く人の健康と安全のための予防論～」
②「化学物質のリスク管理 ～最近の話題～」
「睡眠時無呼吸症候群における広大病院歯科での取り組み ― 現状とこれからの
課題 ―」
「産業保健における睡眠マネジメントストラテジー― 次世代のインターフェイス
健康科学の発信 ―」
「職場で役立つ実践メンタル指導」
「ACE阻害薬, revisited」
「自然災害と産業保健」
①「中国・四国地方が直面する地震被害とその対策について」
②「東日本大震災後の福島原子力発電所における産業保健活動について」
③「東日本大震災・大津波関連石綿・粉じん等による健康影響の検討と対策の活動」
④「大災害の後の健康を守るために」
-------------------------------------------------------------------------学会参加費： 事前参加登録 2,500円
当日登録 3,000円
※できるだけ事前申し込みにご協力ください。
事前登録の締め切りは、平成24年11月22日（木）です。
詳細につきましては、ホームページをご確認ください。
⇒ http://www.convention-w.jp/56chushisanei/index.html
-------------------------------------------------------------------------次回の第58号は
12月3日（月）の配信予定です。

