
独立行政法人　労働者健康安全機構 福島産業保健総合支援センター

研　　修　　名 開 催 日 ・ 主 な 内 容

■治療と職業生活の両立支援研修会

12／11（福島）
労働者（患者）が病気から職場に復帰する場合に、業務により病気が増悪しないよう治療や
就業条件、環境に配慮することは労働者の健康確保対策として位置づけられ、事業者の取り
組むべき責任と言えます。厚生労働省が作成した「ガイドライン」のほか、事業者側の対応
に見える問題点や、労働者（患者）が抱える悩みなどを説明、紹介する研修になります。様々
な判断の助けになればと考えています。

■ストレスチェック基礎研修会

11／13（会津若松）、12／４（福島）
ストレスチェックを実施するに当たって、実施計画を含めどのように進めて行くべきか、何
をどう決めていくかを学びます。過去３年間のストレスチェックに係る質問疑問を振り返り、
陥りがちな失敗例などを示し、今後の実施に当たって参考にしていただきます。事業場規模
に関係なく参考にしていただける研修です。

■メンタルヘルス不調者の職場復帰等に
　ついて学ぶ

11／30（郡山）、１／18（いわき）
「うつ」などメンタルヘルス不調者に係る家族や会社のサポート実態を解説するとともに、「心
の健康づくり計画」など事業者のメンタルヘルス対策などを紹介します。

■「聴き方」「伝え方」研修会

10／16（相馬）、10／31（会津若松）、12／７（いわき）
上司や部下に対して、或いは同僚に対して、気持ちや依頼事項を、より上手に伝えることが
できればと悩むことはよくあることです。この研修ではハラスメント予防やメンタルヘルス
対策のアイテムとして重要な「聴き方」や「伝え方」について学びます。老若男女問わず幅
広い職制の方が受講されている研修です。各々の立場で抱えている悩み事を持ち寄っていた
だくことも歓迎いたします。

■職場で活かすコーチング研修会

10／11（相馬）、１／24（福島）
コミュニケーションツールとして積極的傾聴等を活かしたコーチングの基本的な考え方と、
職場における安全衛生等に係る指示や注意喚起に際し、部下のパフォーマンスを改善に導く
コーチング例について学びます。

■ VDT 関連疾病の予防と対策研修会
11／30（郡山）、１／18（いわき）
パソコンやスマホの常時使用などVDT作業に関連した眼や肩、首、腕などに異常を訴える方
が多くなりました。研修ではその原因とその予防方法について学びます。

■化学物質管理実務研修会

10／25（白河）、11／22（相馬）
職場で使用している化学物質の有害性を、作業従事者や管理者はどれほど認識していますか。
SDSを十分に活用していますか。
研修では、化学物質のリスクアセスメントとは何かについて確認するとともに、職場での化
学物質の適正な取り扱いと管理、健康障害防止対策の進め方について学びます。

■職業性疾病防止研修会
12／25（福島）、12／26（郡山）
過去に発生した職業性疾病について、発生状況、発生原因などから防止対策等について学びます。

■局所排気装置等の点検実務研修会

２／８（福島）
有害物のばく露防止のために設置されている局所排気装置等換気装置に多く見られる問題点
と、吸引能力確保のための点検と改善のヒントについて、換気装置の模型を用いて解説し、
目で見る体験型研修です。

平成30年度 産業保健研修会のご案内 後期日程：10月～３月
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研　　修　　名 開 催 日 ・ 主 な 内 容

■石綿関連疾患診断技術研修

11／17（福島）
産業医向けの単位認定研修（生涯）となります。
①石綿関連疾患の診断と臨床について他（専門２単位）
②石綿関連疾患胸部画像の読影実習（実地２単位）
なお、専門研修、実地研修とも、途中からの受講、途中退席の場合は、単位取得が困難とな
りますことあらかじめご了承願います。
申込み窓口は福島産業保健総合支援センターです。

研　　修　　名 開 催 日 ・ 主 な 内 容

■産業看護職能力向上講座（後期）

２／22（いわき）
業務で取り扱う健康データを統計的にまとめるための基本的知識や分析・評価方法を学びま
す。またグループワークではテーマ以外でも聞きたいこと・困っていること等、参加者の方々
と意見交換を行います。
福島産業看護協議会との共催となりますが、衛生管理者の参加も可能です。



研修会名等 開催日 講義時間 場　　所 講　　師 開催地区 定員

石綿関連疾患診断技術研修【専門】
11月17日 土

13：00
～15：00 福島市保健福祉センター

５階　大会議室

三浦溥太郎
横須賀市立うわまち病院　顧問

福　島 50名
石綿関連疾患診断技術研修【実地】 15：00

～17：00
加藤　勝也
川崎医科大学　総合放射線医学　教授

研修会名等 開催日 講義時間 場　　所 講　　師 開催地区 定員

産業看護職能力向上講座（後期） ２月22日 金 13：30
～16：00

いわき好間コミュニティ
健診プラザ

高瀬　佳苗
福島県立医科大学看護学部　教授
佐藤　美恵
福島キヤノン㈱健康支援室　産業看護師

いわき 25名

研修会名等 開催日 講義時間 場　　所 講　　師 開催地区 定員

治療と職業生活の両立支援研修会 12月11日 火 13：30
～16：30

NBFユニックスビル
８階　第１会議室

齋藤恵里子
恵（めぐみ）労働衛生コンサルタント事務所
労働衛生コンサルタント・保健師
清野　弘子
産業看護師・両立支援促進員
千葉　和義
福島労災病院　医療ソーシャルワーカー

福　島 25名

ストレスチェック基礎研修会
11月13日 火

14：00
～16：00

会津アピオ　アピオスペース
２階　研修室 平子　光基

元厚生労働省福島労働局
労働衛生専門官

会津若松 25名

12月４日 火 NBFユニックスビル
８階　第１会議室 福　島 25名

メンタルヘルス不調者の
職場復帰等について学ぶ

11月30日 金
14：15
～16：15

ビッグパレットふくしま
マルチパーパスルーム２ 田部　良夫

田部事務所・特定社会保険労務士

郡　山 25名

１月18日 金 いわき好間コミュニティ
健診プラザ いわき 25名

「聴き方」「伝え方」研修会

10月16日 火

14：00
～16：00

相馬市総合福祉センター
はまなす館２階　第２会議室

山屋佐智子
日本産業衛生学会登録
産業看護師

相　馬 25名

10月31日 水 会津アピオ　アピオスペース
２階　研修室 会津若松 25名

12月７日 金 いわき好間コミュニティ
健診プラザ いわき 25名

職場で活かすコーチング研修会
10月11日 木

14：00
～16：00

相馬市総合福祉センター
はまなす館２階　第３会議室 五十嵐　敦

福島大学　キャリア研究部門
教授

相　馬 25名

１月24日 木 NBFユニックスビル
８階　第１会議室 福　島 25名

VDT 関連疾病の予防と対策研修会
11月30日 金

13：00
～14：00

ビッグパレットふくしま
マルチパーパスルーム２ 佐藤　卓也

（公財）福島県労働保健センター
医師

郡　山 25名

１月18日 金 いわき好間コミュニティ
健診プラザ いわき 25名

化学物質管理実務研修会
10月25日 木

14：00
～16：00

サンフレッシュ白河
会議研修室 中村　寿雄

中村労働衛生コンサルタント事務所
所長

白　河 25名

11月22日 木 相馬市総合福祉センター
はまなす館２階　第３会議室 相　馬 25名

職業性疾病防止研修会
12月25日 火

14：00
～16：00

NBFユニックスビル
８階　第１会議室 渡邊　邦雄

渡邊邦雄事務所　所長

福　島 25名

12月26日 水 ビッグパレットふくしま
マルチパーパスルーム２ 郡　山 25名

局所排気装置等の点検実務研修会 ２月８日 金 14：00
～16：00

NBFユニックスビル
８階　第２会議室

中村　寿雄
中村労働衛生コンサルタント事務所
所長

福　島 25名

会　場　名 住　所 電話番号
NBF ユニックスビル 福島市栄町６－６ 024－522－9186
ビッグパレットふくしま 郡山市南２丁目52番地 024－947－8010
いわき好間コミュニティ健診プラザ いわき市好間工業団地27－７ 0246－84－6602

会　場　名 住　所 電話番号
会津アピオ　アピオスペース 会津若松市インター西90番地 0242－37－2801
相馬市総合福祉センターはまなす館 相馬市小泉字高池357 0244－36－1905
サンフレッシュ白河 白河市久田野城内31番地 0248－31－1019

平成30年度　産業保健研修会（後期）日程表
■産業医研修

■産業看護職向け研修

■衛生管理者、産業保健スタッフ等研修

〈研修会場所在地〉� ※会場への電話照会はご遠慮下さい。



№ 開催日 研　修　名 会　　　場 申込欄

29 10／11㈭ 職場で活かすコーチング研修会 相馬市総合福祉センター
はまなす館２階　第３会議室

30 10／16㈫「聴き方」「伝え方」研修会 相馬市総合福祉センター
はまなす館２階　第２会議室

31 10／25㈭ 化学物質管理実務研修会 サンフレッシュ白河
会議研修室

32 10／31㈬「聴き方」「伝え方」研修会 会津アピオ　アピオスペース
２階　研修室

33 11／13㈫ ストレスチェック基礎研修会 会津アピオ　アピオスペース
２階　研修室

34
11／17㈯

【産業医研修】13：00～15：00
石綿関連疾患診断技術研修〈専門〉 福島市保健福祉センター

５階　大会議室
35 【産業医研修】15：00～17：00

石綿関連疾患診断技術研修〈実地〉

36 11／22㈭ 化学物質管理実務研修会 相馬市総合福祉センター
はまなす館２階　第３会議室

37 11／30㈮ VDT関連疾病の予防と対策
研修会

ビッグパレットふくしま
マルチパーパスルーム２

38 11／30㈮ メンタルヘルス不調者の職
場復帰等について学ぶ

ビッグパレットふくしま
マルチパーパスルーム２

№ 開催日 研　修　名 会　　　場 申込欄

39 12／４㈫ ストレスチェック基礎研修会 NBFユニックスビル
８階　第１会議室

40 12／７㈮「聴き方」「伝え方」研修会 いわき好間コミュニティ
健診プラザ

41 12／11㈫ 治療と職業生活の両立支援
研修会

NBFユニックスビル
８階　第１会議室

42 12／25㈫ 職業性疾病防止研修会 NBFユニックスビル
８階　第１会議室

43 12／26㈬ 職業性疾病防止研修会 ビッグパレットふくしま
マルチパーパスルーム２

44 １／18㈮ VDT関連疾病の予防と対策
研修会

いわき好間コミュニティ
健診プラザ

45 １／18㈮ メンタルヘルス不調者の職
場復帰等について学ぶ

いわき好間コミュニティ
健診プラザ

46 １／24㈭ 職場で活かすコーチング研
修会

NBFユニックスビル
８階　第１会議室

47 ２／８㈮ 局所排気装置等の点検実務
研修会

NBFユニックスビル
８階　第２会議室

48 ２／22㈮ 産業看護職能力向上講座
（後期）

いわき好間コミュニティ
健診プラザ

研 修 会 受 講 申 込 書

受
フ　リ　ガ　ナ

講者氏名

事業場名
（企業）

※産業医研修を受講する方は、所属する病院名をご記入下さい。

所　在　地 〒　　　　－

連　絡　先 TEL　　　　（　　　　）　　　　　　／　FAX　　　　（　　　　）

職　　　種
１．事業主　　２．産業医（所属医師会名：　　　　　　　　医師会）※石綿研修申込の方ご記入下さい。
３．保健師　　４．看護師　　５．衛生管理者　　６．人事労務担当者　　７．その他（　　　　　　　　　　）

メールマガジン
の登録

□希望する（メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□希望しない　□登録済み

質問・相談等ありましたら遠慮なくご記入下さい。

　受講を希望する研修の申込欄に○印を付けてお名前等をご記入のうえファックスに
てお申し込みください。また、当センターホームページからもお申し込み可能です。
なお受講料はすべて無料です。定員になり次第、申込受付を終了いたします。（申し
込みの締め切り状況はホームページにてご確認ください。）

申込ファックス番号

024－526－0528
FAX

独立行政法人　労働者健康安全機構　福島産業保健総合支援センター
〒960－8031　福島市栄町６－６　NBFユニックスビル10階

TEL�024－526－0526　FAX�024－526－0528
http://www.fukushimas.johas.go.jp



実　地　相　談

メンタルヘルス対策治療と職業生活の両立支援対策

研修依頼や質問・相談に
お応えします！

ホームページより各種申込書のバナーをクリック、申込
用紙をダウンロードして必要事項をご記入の上ファック
スにてお申込みください。ご不明な点はお問合せ下さい。

電話でのお問合せは ⇒ 024－526－0526

１　受動喫煙の健康被害防止対策
　①　受動喫煙対策として喫煙室を設置する際
のポイント

　②　喫煙室設置を計画している事業者向け実
地相談支援

２　有害なガス、粉じん、光線などの有害物ば
く露防止対策
　①　ばく露防止対策や騒音対策など環境改善
支援

　　・有害作業について、作業方法の改善が必
要と労基署から指導を受けた

　　・特殊健康診断で有所見者が多く出たが原
因が分からない

３　衛生委員会の機能強化対策
　　・衛生委員会はあるが毎月の開催ができな

い、機能していない
　　・何を協議すべきか分からない（議題とし

て何が考えられるか）

・こころの健康づくり計画作成支援
・ストレスチェック制度導入支援
・管理監督者メンタルヘルス教育の実施
・若年労働者メンタルヘルス教育の実施

治療と職業生活の両立支援対策
　①　事業者向け両立支援制度導入支援
　　・両立支援とは何か、概要を説明して欲し

い
　　・職場復帰の手続きを文書化したい
　　・両立支援についての社内研修支援
　②　相談⇒個別支援
　　〈事業者から相談〉
　　・病気休職中の社員の職場復帰が近いが、

慣らし勤務は必要だろうか教えて欲しい
　　・病気で入院・通院を繰り返している社員の

病状から現在の仕事内容は適切だろうか
　　〈労働者からの相談〉
　　・病気入院していたが職場復帰を申し出た

ら、会社から拒否された
　　・入退院を繰り返しているが職場復帰が心

配である
　※労働者（患者）からの同意がない場合に
は会社や主治医への連絡は行いません

独立行政法人　労働者健康安全機構

〒960‒8031
福島市栄町６－６　NBFユニックスビル10階

TEL 024－526－0526
FAX 024－526－0528

http://www.fukushimas.johas.go.jp/

福島産業保健総合支援センター

検索福島産業保健総合支援センター


