2019年度 セミナーのご案内(下期)
今年度から、⼀部、⽇本医師会認定産業医研修の単位が取得出来る研修があります。
〔申込方法〕 ホームページよりお申し込みください。
※お申込時に満席の場合がございますので、随時更新しておりますホームページより満席状況のご確認をお願い致します。
ホームページ：https://www.chibas.johas.go.jp/
メールアドレス：info@chibas.johas.go.jp
〔開催場所〕 千葉産業保健総合⽀援センター研修室（千葉市中央区中央3-3-8⽇進センタービル8階） 電話043-202-3639
〔受講対象〕 産業医、保健師・看護師、衛⽣管理者・(安全)衛⽣推進者、労務・安全衛⽣担当者、事業者等、産業保健や労働衛⽣に携わっている⽅
〔募集定員〕 ３８名（後方イス席含む）※内容により変動有り
〔カテゴリー〕 保：産業保健

メ：メンタルヘルス

〔受講料〕 無料

両：両⽴⽀援

〔日本医師会認定産業医研修〕 内容に【認】と表⽰したセミナーは、千葉県医師会との共催です。 認定産業医研修の単位が取得出来ます。(申請中)
※認定産業医研修会における遅刻、途中退場は単位認定ができませんのでご注意下さい。

日時
10月2日(水)
保
14:00〜16:00
10月7日(月)
保
14:30〜16:00
10月8日(火)
保
15:00〜16:30

10⽉11⽇(⾦)
保
14:30〜16:00

テーマ
労基法・安衛法・労災保険法における視点
と相違点
飯島正三
健康診断のデータが自分を語り始める。それ
を自己保健や安全配慮につなげる。
永島昭司
職場における受動喫煙防止と禁煙外来のす
すめ
中田 暁
「Excel による健診データの統計学的処理」
分析ツールによる基本統計量の算出・ピボッ
トテーブルによる分布の集計
諏訪園 靖

石綿関連疾患診断技術研修会（基礎）
10月12日(土)
保
13:00〜15:00
三浦溥太郎・太⽥千晴

石綿関連疾患診断技術研修会（専門）
10月12日(土)
保
15:00〜17:00
三浦溥太郎・太⽥千晴
労務安全衛生担当者・産業保健スタッフの
ためのＢＣＰ入門 後編〔初動・環境整備
10月16日(水)
保
14:30〜16:00
編〕
髙荷智也

内 容
過重労働対策を中⼼に、各法制度の特徴を明らかにして労務管理・健康管理上の留意点を検討し
ます。「働き⽅改⾰法案の施⾏」に沿った検討も加えたいと思います。【認：⽣涯研修・更新2.0単
位】
健診データは経時的な変化や自覚症状などの非数値データにもっと注目したい。その変化の背景を問
いかけると、データが雄弁に語り始め、⾃⼰保健や安全配慮の有⽤な⼿掛かりになる。【認：⽣涯研
修・専門1.5単位】
いわゆる受動喫煙防⽌法が2018年7⽉に成⽴し、2020年4⽉から本格実施されることとなりました。
禁煙外来についても紹介し、職場における受動喫煙防⽌対策について考えていきます。 【認：⽣涯
研修・専門1.5単位】
「Excelによる健診データの統計学的処理」代表的な表計算ソフト「Excel」を⽤いて、健診データの解
析の実際について、⼊⼒から計算までを解説を加えながら実習します。当⽇は、各⾃PCをご持参くださ
い。3回シリーズの2回⽬で「分析ツールによる基本統計量の算出・ピボットテーブルによる分布の集計」
について実習します。(1回⽬ 終了・3回⽬ 11⽉8⽇)
呼吸器系の疾患を取り扱う医師や産業医などの医療関係者のみ受講可能です。定員８０名。会
場：三井ガーデンホテル千葉 ３階 ⾶⿃（千葉県千葉市中央区中央1-11-1） 以下の内容に
ついて講義を⾏う。①⽯綿に関する⼀般的知識、②⽯綿ばく露の把握⽅法、③⽯綿による疾病の労
災補償制度。【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】
呼吸器系の疾患を取り扱う医師や産業医などの医療関係者のみ受講可能です。定員８０名。会
場：三井ガーデンホテル千葉 ３階 ⾶⿃（千葉県千葉市中央区中央1-11-1） ①胸膜プラー
クを含む石綿関連疾患に関する胸部画像の読影実習、②DICOM画像読影を中心とした参加者に
診断名を問う形式にて⾏う。【認：⽣涯研修・実地2.0単位】
⼤地震などの突発災害から⽣命を守った後は、被害情報の収集や対策本部の設置と並⾏して、社内
の業務・労働環境の復旧を⾏う必要があります。停電・断⽔下でのライフライン代替や帰宅困難者に
対する宿泊対応といった環境整備を含む、BCPにおける初動対応についてお話します。（前編「防災
対策編」は上期に実施済み）【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】

うつ病・うつ状態への職場の復職⽀援の実際 復職が上⼿くいくために何が必要なのか、どのような⽀援をすべきなのか。休職に⼊るとき、休職中、復
10月17日(木)
メ
14:00〜16:00
山内直人
職前に分けて考えます。復職⽀援デイケアの効⽤もお話しします。【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】
がん患者就労⽀援に役⽴つ今⽇の乳がん治
10⽉18⽇(⾦)
両 療について
14:30〜16:00
笠川隆⽞
10月21日(月)
発達障害と思われる従業員とどう向き合うか
メ
10:00〜12:00
森崎美奈⼦
治療と仕事の両⽴⽀援に役⽴つ「糖尿病と
10⽉25⽇(⾦)
両 その治療に関する知識」
14:00〜16:00
三村正裕
治療も仕事もあきらめない 〜明⽇からでき
10月29日(火)
両 る治療と仕事の両⽴⽀援〜
14:30〜16:00
山瀧 一

乳がんの発症は30歳代から増加しピークは40歳代後半にあり、その治療は⻑期に及びます。乳がん
治療に関する正しい理解は就労⽀援を⾏う上で不可⽋と考え、詳しく説明致します。【認：⽣涯研
修・専門1.5単位】

過重労働者対策のすすめ方
10月30日(水)
保
15:00〜16:30
宮本俊明

産業医による⻑時間労働⾯接の制度を事業場内でどのように構築して活⽤するのか、事例をもとに解
説します。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】 9月9日振り替え分

働く人の睡眠衛生とメンタルヘルス
10月31日(木)
メ
15:00〜16:30
小山文彦
健康診断後の措置の考え方と実際
11月6日(水)
保
14:30〜16:00
中林圭⼀
「指導や評価に活かすアドラー流勇気づけ」
11月7日(木)
メ
14:00〜16:00
上谷実礼

職域における発達障害の問題について具体的に検討します。【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】
糖尿病の治療を受けながら働く⼈が増えている。しかし仕事の多忙を理由に治療を⾃⼰中断して、糖
尿病の合併症（失明、⼈⼯透析、脳梗塞、⼼筋梗塞、下肢切断など）になる⼈も多い。治療継続
に重点を置いた両⽴⽀援活動をお話しします。【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】
調査では癌などの病気を診断された中で、少なくない人々が、働きたいという意思があるにもかかわらず
離職を余儀なくされています。治療と仕事の両⽴を⽀援するために職場でできる取り組みについて考え
ていきましょう。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】

⽇本⼈の睡眠時間は、世界的に⾒て著しく短いことが危惧されるなか、睡眠衛⽣は、労働者の健康と
パフォーマンス向上に寄与します。今回は、脳機能研究等のエビデンスに基づく、よりよい睡眠確保のた
めのポイントを解説します。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
企業には、健康診断の結果について医師から意⾒を聴いて必要な措置を講じることが求められていま
すが、何をどこまですればよいのかわからないという声もよく聞きます。最終的にはケースバイケースになり
ますが、事後措置の基本的な考え⽅と具体的な対応についてお話ししたいと思います。【認：⽣涯研
修・専門1.5単位】
アドラー⼼理学に対して、「部下のいいところに注⽬する重要性は分かるが、必要な指導はどうしていけ
ばいいのか？」というような質問がよくあります。グループでのディスカッションも交えて、部下を勇気づける
指導法、評価法のコツを学びます。（7/11と同じ内容です）

日時

テーマ

内 容

「Excelによる健診データの統計学的処理」代表的な表計算ソフト「Excel」を⽤いて、健診データの解
「Excel による健診データの統計学的処理」
析の実際について、⼊⼒から計算までを解説を加えながら実習します。当⽇は、各⾃PCをご持参くださ
11⽉8⽇(⾦)
保 グラフ作成と基礎的な統計学的検定
14:30〜16:00
い。3回シリーズの3回目で「グラフ作成と基礎的な統計学的検定」について実習します。(1・2回目 終
諏訪園 靖
了)
産業メンタルヘルス対策の費用対効果を測 職場でのメンタルヘルス対策の実施によって、経営の観点ではどのような便益が得られるのか？先⾏研
11月11日(月)
メ 定しよう
究を紹介しながら、産業保健活動の経営的な利点をどうアピールするか具体的に考えます。【認：⽣
14:30〜16:00
吉村健佑
涯研修・専門1.5単位】
職場における両⽴⽀援
11月12日(火)
両
15:00〜16:30
中田 暁

働きながら病気の治療を⾏わなければならない時、本⼈、周囲、事業者などが、どのようなことについて
注意を払っていけばよいかを考えていきます。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】

セルフ・ケア－ヨガと運動の効用を中心に
11月14日(木)
メ
14:00〜16:00
山内直人

運動が海⾺の細胞構築を修復するという動物実験、軽症のうつ病に運動療法が有効とする臨床研究
など、ヨガや運動の効用を中心にセルフ・ケアについてお話しします。

メンタルヘルス事例検討②
11月18日(月)
メ
10:00〜12:00
森崎美奈⼦

職場でよく起こりうる事例を題材に検討します。職場で対応に困っている事例を、簡単で結構ですので
各⾃当⽇お持ちください。(事例検討① 上期に実施済み)【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】

入門シリーズ 騒音を測定してみよう
11月20日(水)
保
14:00〜16:30
磯部清房

職場の騒音が気になる方を対象に「騒音障害防止のためのガイドライン」に基づく騒音測定と結果の評
価までを実習します。【認：⽣涯研修・専⾨2.5単位】

突然死を回避するために最も⼤切なことは、可能なかぎり予知し予防することです。⼀⽅突然死の多く
働く人の健康セミナーシリーズ その４．心臓
は不整脈死といわれています。⼼臓病のうち致死性不整脈と、致死性不整脈を起こしうる可能性の⾼
11⽉22⽇(⾦)
保 病による突然死を防ぐために
15:00〜16:30
い⼼疾患の評価について解説し、さらにこれらの対策・治療についてまとめます。【認：⽣涯研修・専⾨
中尾元栄
1.5単位】
感染症に負けない職場づくり 〜新型インフ
11月26日(火)
保 ルエンザ、その他への備え〜
14:30〜16:00
山瀧 一

新型インフルエンザ、MERS、エボラウイルス感染症、デング熱、ジカ熱…グローバル化に伴い、様々な
感染症に備える必要性が⾼まっています。職場での取り組みについて解説します。【認：⽣涯研修・専
門1.5単位】

騒音性難聴の診断と予防とその問題点
11月27日(水)
保
14:30〜16:00
吉⽥泰⾏

聴⼒検査結果の⾒⽅とその保健指導についても解説します。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】

高齢労働者が安全に働くために -エイジアク 働く高齢労働者の増加とともに労働災害の増加が問題となっています。中央労働災害防止協会が作
12月2日(月)
保 ション100を用いた職場環境チェック成したエイジアクション100を⽤いた職場環境のチェックと改善についてお話をします。【認：⽣涯研修・
14:00〜15:30
能川和浩
専門1.5単位】
産業保健関係者に必要な働く人の認知症の 認知症は高齢者だけがなる訳ではありません。働く人が認知症になった場合、就労や生活費、子ども
12月4日(水)
両 基礎知識
の教育費等経済的に問題が起こります。様々な分野にわたる⽀援を講じていけるよう、若年性認知症
15:00〜16:30
新井公人
に関する基礎的な知識を学びましょう。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
12月5日(木)
「性格ってなんだろう？」
14:00〜16:00 メ
上谷実礼
※内容変更有り

⾯談や⽇常会話の中でよく出てくる「性格」という⾔葉。性格ってなんだろう？性格は変わるのか？とい
うことについて、アドラー⼼理学やエニアグラムの知恵に基づいて考えてみます。グループワーク形式で
す。(同じテーマの9/12と異なり⼤幅に内容を改変します)

事例にみる、ストレスチェック集団分析と職場
12⽉6⽇(⾦)
ストレスチェック集団分析結果の⾒⽅とそれに基づく職場環境改善の実際についてお話しします。
メ
改善のすすめ方
13:30〜15:00
【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
※開始時間要注意
橘川志延
職域の禁煙支援の重要性と動機付け面接 新型タバコ使⽤はニコチン依存が改善しないばかりか新しい喫煙者もでていますし、働き盛りの喫煙率
12月9日(月)
保 によるサポート
がまだまだ⾼い現状です。改正健康増進法の実施によって禁煙⽀援の強化になお⼀層⼒を⼊れて効
14:30〜16:00
利根川豊⼦
果的な禁煙⽀援をして⾏く必要があります。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
“産業医が活躍できる企業になるために”企 産業医とは？…健康診断、ストレスチェック、⻑時間労働者へ⾯接指導、治療と仕事の両⽴⽀援、
12月11日(水)
保 業に必要な法令の基礎知識
職場巡視、安全衛生委員会など、産業医の役割は多様です。健康経営を目指す企業の皆様に、産
14:00〜15:30
飯島正三
業医に関する法令等を説明します。【認：⽣涯研修・更新1.5単位】
産業保健スタッフが⾏うメンタルヘルス教育の 精神科医療の専⾨家ではないが、事業場ではメンタルヘルスの教育を頼まれてしまう産業保健スタッフ
12月16日(月)
メ コツ
は、どのような内容を伝えれば良いのか、参加者と⼀緒に考えてみます。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単
15:00〜16:30
宮本俊明
位】
産業保健・労働衛生に有用な婦人科・産科
⺟性健康管理を考慮する上で、婦⼈科産科に関する疾患、治療法等の知識も必要です。これらの
12月19日(木)
保 に関する基礎知識
14:30〜16:00
原因、解決⽅法について細かく説明致します。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
斎藤信彦
産業保健・労働衛⽣にまつわる労務管理の 産業保健・労働衛⽣管理の周辺で⽣起する労働問題の様々について、いくつかのテーマを雑多に取り
1⽉10⽇(⾦)
保 基礎知識あれこれ
上げ、就業規則の基礎や運⽤等を踏まえつつ労務管理の要点を解説します。【認：⽣涯研修・専⾨
14:00〜15:30
八木直樹
1.5単位】
ストレスチェック制度において努⼒義務となっている職場環境改善に着⼿するための基礎を学ぶととも
これから始める職場環境改善
1月15日(水)
メ
に、職場環境改善を進める上でのハードルやこれを乗り越える工夫についてもグループワークを通して考
14:00〜16:00
近藤健義
えていきます。（8/22と同内容です。）【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】
カウンセリングの技法を学ぶ 中級：その１
1月16日(木)
保
10:00〜11:30
福川康之

「傾聴」「共感」といったカウンセリングを⾏ううえで必要な態度について解説します。（その２は2/20、
初級は上期に済。）

労働災害の防止について（危険有害業性を
総括安全衛⽣管理者・安全管理者・衛⽣管理者等が、共通して認識すべき安全衛⽣管理上のポイ
有する関係施設の保全管理を中⼼に、安全
1⽉17⽇(⾦)
保
ントを、過去の災害事例等を通して検討したいと思います。従って、内容は「安全衛⽣管理全般」に関
14:00〜15:30
衛⽣管理の基本について考える。）
するもので、衛⽣分野に限るものではありません。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
飯島正三
中⾼年者の健康管理のコツ
1月20日(月)
保
15:00〜16:30
宮本俊明

最近は６５歳まで働くことが多くなり、さらに⾼齢者の⽅も職場で⾒かけることが多くなりました。⾼齢者
の⼼⾝の特徴を認識し、健康管理のコツを考えてみましょう。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】

日時

テーマ

内 容

健康経営と生産性向上に向けた保健師等
1月21日(火)
保 の活用について
10:00〜11:30
川名ヤヨ子
適応障害に、問題解決法等の低強度の認
1月23日(木)
メ 知⾏動療法を活⽤する
10:00〜11:30
清水栄司
小規模事業所でも上手に保健活動を展開
1月27日(月)
保 する方法
14:30〜16:00
吉村健佑
あなたを守る最後の城壁 〜労働衛⽣保護
1月28日(火)
保 具について〜
14:30〜16:00
山瀧 一
労働災害・メンタルヘルスに関連する労使トラ
1月30日(木)
保 ブルの実態
14:00〜16:00
⼾⽥ 哲

「働き方改革」がスタートしました。生産性の向上に向けて、事業所内人材の専門性を活かした健康
政策など事業所の特徴を活かし、次の先⾏戦略として保健師等の登⽤成果を発揮させる⼈事活⽤・
育成・連携について専⾨職と考えます。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
千葉⼤学で進める、産業現場で遭遇する軽症の不眠、不安、うつ症状を⽰す適応障害に対して、セ
ルフヘルプの認知⾏動療法を⽉１回３０分で６回程度ガイドできる「メンタル・サポート医療⼈の養成
」についてご紹介します。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
50人未満の事業所において産業保健活動に対する需要があるものの、産業医の探し方や導入する
⽅法・続け⽅が分からないという声をよく聞きます。そのポイントを実例から考えます。【認：⽣涯研修・
専門1.5単位】
福井県で発⽣した膀胱がんの多発では、保護具の不備も⼤きな原因であったのではないかと指摘され
ています。つい忘れがちな労働衛⽣保護具について、⼀緒に考えていきましょう。【認：⽣涯研修・専
門1.5単位】
近時増加している労働災害・メンタルヘルスに関する労使トラブルについて、労務専門の弁護士が実際
に経験した事例に基づいて講義します。⽣の事例から健康診断に関する安全配慮義務、休職制度を
理解することができます。【認：⽣涯研修・更新2.0単位】
適応障害についての解説、適応障害で休職している⽅の職場復帰の際の注意点などについて解説し
適応障害と職場復帰への対策
2月4日(火)
メ
ます。内容は昨年と⼤きな変化はありませんが、セミナー時間中に受講⽣の皆様から質問時間を約30
15:00〜16:30
中田 暁
分間設けます。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
データから⾒えてくるもの －ストレスチェック結 産業保健スタッフのもとにはさまざまなデータが集まってきます。今回は，ストレスチェック結果を材料に
2月5日(水)
保 果を題材に－
データ解析の⼀例をお⽰しします。今まで⾒えなかったものが⾒えてくることの⾯⽩さに興味を持っていた
14:30〜16:00
中林圭⼀
だくことができれば幸いです。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
休職が⻑引いている⼈への援助
2月6日(木)
メ
14:00〜16:00
山内直人

うつ状態はよくなって⽇常⽣活は普通にしているように⾒えるのに、なかなか職場に戻れない⼈たち。そ
のような⼈たちに、どのような援助が必要なのか考えます。【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】

治療と就労の両⽴⽀援の実際（産業保健 反復継続して治療の必要となる労働者の就労を⽀援する、両⽴⽀援ガイドラインが平成28年2⽉に
2月10日(月)
両 スタッフの⽴場から）
2月17日(月)
まとめられました。このセミナーでは、産業保健スタッフの⽴場から、両⽴⽀援に係る取り組み・問題点に
15:00〜16:30
宮本俊明
ついて考えてみます。(8/19と同じ内容です)【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】※2⽉17⽇より変更
精神疾患を知る シリーズ３ うつ病
2月12日(水)
メ
15:00〜16:30
⻄尾正⼈

今最も知られる、働く⼈の⽋勤を起こしやすい精神疾患「うつ病」（躁うつ病を含む）について概略を
お話します。

明⽇から役に⽴つ⻭科産業保健、職場に多いお⼝の悩みから、⻭周病の全⾝への影響、⼝腔がんを
職場における『いい⻭で健康！いい仕事！』
2月13日(木)
保
はじめ⻭科健診の重要性など、健康⻑寿につながるお話をさせていただきます。【認：⽣涯研修・専⾨
10:00〜11:30
渡邉洋次
1.5単位】
⾏政の展開と衛⽣管理者の役割について
2⽉14⽇(⾦)
保
14:30〜16:00
稲垣寛孝

次年度の労働基準⾏政の展開（その⾒通し）と衛⽣管理者の役割および、働き⽅改⾰の今後の⾒
通しなども併せてご説明致します。【認：⽣涯研修・更新1.5単位】

カウンセリングの技法を学ぶ 中級：その２
2月20日(木)
保
14:00〜15:30
福川康之

カウンセリングの技法を、職場で相談を受けたときに生かすコツを演習を交えて解説します。（その１は
1/16、初級は上期に済。）

産業保健活動と個⼈情報 〜こんなとき、ど 産業保健活動では様々な個人情報を取り扱いますが、その取扱いには慎重な配慮が求められます。
2月25日(火)
保 うする？〜
⼀⽅で、安全配慮義務を果たすためには、情報を適切に活⽤する必要があります。本セミナーではその
14:30〜16:00
山瀧 一
ポイントを解説します。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】
もう怖くない「個⼈情報」……その即戦⼒的
2月26日(水)
保
知識の組⽴て⽅と、運⽤の実際
13:30〜16:30
（途中休憩を含みます）
弥富耕平

個⼈情報は本来、適正・適法に利⽤して、世の中をうまく回すための有効なツールのはず。それがな
ぜ、誰しもがそれを怖がり、疎んじる対象になったのでしょう。その運用にビクビクしながら仕事をする毎日
に、そろそろ⾒切りをつけませんか？個⼈情報保護法を３本の柱に分割し、産業保健分野で問題とな
る場⾯を例に、基本となる根拠条⽂の解釈法をじっくり解説します。本セミナーにより、個⼈情報への抵
抗感は、相当に低減できるはずです。【認：⽣涯研修・専⾨3.0単位】

⾒直そうハラスメント対策
3月2日(月)
メ
10:00〜12:00
森崎美奈⼦

働き⽅改⾰の推進には職場の良好な⼈間関係が不可⽋です。その為に職場のハラスメント対策を再
考しましょう。具体的な事例があれば当⽇ご提供ください。【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】

治療と就労の両⽴⽀援〜がん患者さんの困
3月4日(水)
両 りごと「仕事・お⾦・情報の取扱」について
14:30〜16:30
宮沢佳⼦・⿊⽥ちはる
愛着障害－適切な養育が受けられなかった
3月5日(木)
メ 人への援助
14:00〜16:00
山内直人

がん患者さんの困りごとやそれらを踏まえた支援についてＦＰと社労士が連携してお伝えします。「病気
のことをどこまで会社に話せばいいのか」、「会社はどこまで聞いていいのか」など健康情報の取扱について
も触れていきたいと思います。【認：⽣涯研修・専⾨2.0単位】

化学物質のリスクアセスメントの基礎と実践
3月9日(月)
保
14:30〜16:00
大久保靖司

ストレスに弱い⼈は、成⻑過程で適切な養育を受けられなかったのかもしれません。適切な養育とは何
なのか、それが得られなかったときにどのようになるかお話し、援助を考えます。
化学物質のリスクアセスメントの基礎と実際、リスクマネジメントにおける位置づけを概説し、理解を深め
る。また、各種リスクアセスメントの手法を紹介し、それらを実際に使えるようになるために必要なスキルを
習得する。【認：⽣涯研修・専⾨1.5単位】

皆様の会社は、産業医を活⽤できていますか？⾼い委嘱料を⽀払いながら、形ばかりの選任・出務実
績を作出するだけで、遊ばせていませんか？産業医の多くは臨床医との掛け持ちであり、企業組織の
会社の、会社による、会社のための『産業医
流儀には疎いと⾔わざるを得ません。だから会社側としても、産業医を『主導』するくらい意気込みで臨
3⽉13⽇(⾦)
保 育成法』
14:30〜16:00
んだ⽅が、ウィンウィンの関係を築きやすいのです。⾮専属嘱託として、多くの企業を受け持つ⽴場から、
弥富耕平
主として企業側にとっての、産業医を活⽤するための鉄則・⼈選の要点を呈⽰します。【認：⽣涯研
修・専門1.5単位】
肺癌検診について
3月24日(火)
保
10:00〜11:30
山本 司

肺癌検診について、その概略をガイドラインに沿ってお話します。
検診に潜むバイアスや検診による利益、不利益、肺癌検診についての研究結果等をご紹介するととも
に、今後の展望についても触れたいと思います。

【講

師】 50音順

新井公人

独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構千葉東病院 院⻑

飯島正三

労働衛生コンサルタント 順天堂大学非常勤講師（当センター相談員）

石原啓次

城⻄国際⼤学 経営情報学部教授

磯部清房

いそべ労働衛⽣コンサルタント事務所⻑（当センター相談員）

稲垣寛孝

労働衛⽣コンサルタント(保健)・社会保険労務⼠・産業カウンセラー・元千葉労働基準監督署⻑

上谷実礼

ヒューマンハピネス(株)代表取締役 医学博士 産業医 労働衛生コンサルタント(保健衛生)

大久保靖司 東京大学 環境安全本部 教授・産業医（当センター相談員）
太田千晴

豊川市⺠病院 呼吸器内科部⻑

笠川隆⽞

(独)労働者健康安全機構千葉労災病院 乳腺外科部⻑

川名ヤヨ子

元横浜創英大学 看護学部看護学科 特任教授（当センター相談員）

橘川志延

ＪＦＥスチール(株)東日本製鉄所産業医（当センター相談員）

⿊⽥ちはる

がんと暮らしを考える会事務局⻑

小山文彦

東邦⼤学医療センター佐倉病院 産業精神保健職場復帰⽀援センター⻑・教授

近藤健義

当センターメンタルヘルス対策・両⽴⽀援促進員

斎藤信彦

斎藤産婦⼈科・眼科院⻑（当センター相談員）

清水栄司

千葉⼤学⼤学院医学研究院認知⾏動⽣理学教授（当センター相談員）

諏訪園 靖

千葉⼤学⼤学院医学研究院環境労働衛⽣学教授（当センター相談員）

髙荷智也

ソナエルワークス代表 ＢＣＰ策定アドバイザー

⼾⽥ 智

⻄船橋法律事務所 弁護⼠

利根川豊⼦ 日本禁煙学会認定禁煙指導専門看護師 日本産業衛生学会認定産業保健看護上級専門看護師 TONEヘルスケアオフィス
中尾元栄

千葉県済⽣会習志野病院 循環器科 部⻑

永島昭司

産業医房 元気げんき代表 労働衛生コンサルタント 日本産業衛生学会指導医 医学博士

中田 暁

ＴＤＫ(株)テクニカルセンター産業医（当センター相談員）

中林圭⼀

産業医・労働衛生コンサルタント

⻄尾正⼈

鎌取メンタルクリニック 院⻑（当センター相談員）

能川和浩

千葉⼤学医学研究院環境労働衛⽣学講師

福川康之

早稲田大学文学学術院教授（当センター相談員）

三浦溥太郎 横須賀市⽴うわまち病院 顧問医師
三村正裕

(独)労働者健康安全機構千葉労災病院 糖尿病・内分泌内科部⻑

宮沢佳子

当センター両⽴⽀援・メンタルヘルス対策促進員

宮本俊明

日本製鉄(株)君津製鉄所 総括産業医（当センター相談員）

森崎美奈⼦ 京都⽂教⼤学客員教授 産業メンタルヘルス研究所元所⻑（当センター相談員）
八木直樹

⼋⽊労務監査事務所所⻑ 特定社会保険労務⼠ 労働衛⽣コンサルタント

弥富耕平

学校法人昭和学院産業医 労働衛生コンサルタント

山瀧 一

(⼀財)君津健康センター 産業保健部⻑（当センター相談員）

山内直人

⼼の⾵クリニック千葉 院⻑（当センター相談員）

山本 司

(独)労働者健康安全機構千葉労災病院 健診部部⻑（当センター相談員）

吉⽥泰⾏

医療法⼈社団 威⾵会 栗⼭中央病院 ⽿⿐咽喉科医師

吉村健佑

千葉⼤学医学部附属病院 産業医 次世代医療構想センター特任教授

渡邉洋次

COH労働衛⽣コンサルタント わたなべ⻭科医院 ⻭科医師

●参加費は無料です。
●セミナーは変更、中⽌となる場合があります。来場前に必ず最新の状況をホームページで確認して下さい。
●追加セミナーについては随時、ホームページ・メールマガジンでお知らせします。
●特別な指定がない限り「千葉産業保健総合⽀援センター研修室」で⾏います。
●駐⾞場はございませんので、公共交通機関をご利⽤下さい。
●皆様に広くご利⽤いただくため、１社で数名参加の場合は⼈数を制限させて頂くことがございます。
●講座等のお申込をキャンセルする場合は、事前にご連絡下さい。
●研修資料は参加された⽅のみ配布しております。
●受講案内通知はお送りしませんので、各自お申込の控えでご確認下さい。
●キャンセル待ちでお申込の場合は、イスのみのご⽤意となりますので、予めご了承下さい。

10.30

