
開催日
研修
番号 研修テーマ 講師

4月18日（月）
10:00～11:30 ①

産業保健の担当者や専門職が知っておくべき労働法令の知識
堀江 正知

内容 労働衛生の実際に必要な法令の考え方や要点を説明します。

4月19日（火）
14:00～15:30 ②

ストレスチェック制度に係る関係法令について(質疑応答)
武石 俊哉

内容 当センターの研修テーマで照会のあったよくある質問内容について、グループ討議方式により検討を行い、
その趣旨の理解を深める。

4月20日（水）
14:00～15:30 ③

裁判例に学ぶ、メンタルヘルス問題予防の最前線
宮崎　 晃

内容 メンタルヘルス問題に関する重要裁判例を踏まえ、企業がいかにして問題発生を未然に防ぐかについて解
説します。

4月22日（金）
15:00～17:00 ④

海外出張・出向に対する対応
垣内 紀亮

内容 企業の実例を基に産業保健スタッフの対応について解説します。

4月25日（月）
14:00～15:30 36

人間工学のすすめ
神代 雅晴

内容 1.人間工学とは、　２.人間工学における職場改善への応用、
３.仕事と職務能力とのミスマッチ防止など解説します。

4月26日（火）
14:00～15:30 ⑤

職場体操の考え方・つくりかた
谷　 直道

内容 効果的な職場体操を実践するための基礎的な知識について、労働者の作業および身体の評価方法を交えて
解説します。

開催日
研修
番号 研修テーマ 講師

5月13日（金）
10:30～12:00

⑥
体験で学ぶ、コミュニケーションとチームビルディング（その1）

入江 正洋
内容 様々な体験（ワーク）を通してコミュニケーションとチームビルディングについて考えます。

5月18日（水）
14:00～15:30 ⑦

従業員の妊娠、出産、育児の際に、産業保健スタッフとして知っておきたい制度や対応
久野亜希子

内容

5月19日（木）
14:00～15:30 ⑧

がん患者の就労支援について
柴戸 美奈

内容 がん患者の3人に1人は就労年齢と言われています。がん患者の治療と就労の両立支援について学びます。

5月27日（金）
10:30～12:00 ⑨

体験で学ぶ、コミュニケーションとチームビルディング（その2）
入江 正洋

内容 様々な体験(ワーク)を通してコミュニケーションとチームビルディングについて考えます。

女性従業員の妊娠、出産、そして男性従業員も含めた育児休業等にかかる法律は、多義にわたります。この研修では、それらの
制度を体系的に解説し、妊娠、出産、育児にかかる従業員が働きやすい職場環境へつなげるきっかけとしていただきたいと思
っております。(マタハラ等のハラスメントについても触れます。)

もうすぐ定年を迎える従業員と面談等をする際、「定年後再雇用と年金等」について質問が相次ぐと聞きます。この研
修では、そのような質問を受ける産業保健スタッフ等が、知っておくと助かると思われる制度の概要を解説します。

労働安全衛生法では、粉じんを発生する作業場等での有害業務の取扱いについて、定期的に作業環境測定を行いそ
の結果の評価に基づき改善措置を講じることになっています。作業環境の改善にあたり、基礎からポイントをわかり
やすく解説します。

　労働者の健康問題の多様化により事業場においては様々な健康対策を講ずることが重要です。福岡産業保健

総合支援センターでは、労働者の健康を支援するため、事業場内外における健康対策「労働衛生管理研修会」を、

最新の知識及び衛生対策についての知識並びに経験を有する講師により情報提供を行っております。

　健康で安心して働ける職場づくりを提案いたします。是非、参加していただきますようご案内致します。

開催日
研修
番号 研修テーマ 講師

6月1日（水）
14:00～16:00 ⑩

補助薬を使った禁煙指導の実際
八谷百合子

内容 プロチャスカの行動変容の理論に基づく禁煙指導の概要と実習。

6月2日（木）
14:00～15:30 ⑪

セクシャルハラスメント・パワーハラスメント研修
～現状理解と基礎知識～

渡邊登美子

内容 ハラスメントの現状理解と基礎知識取得を目指します。

6月6日（月）
10:00～11:30 ⑬

職場における熱中症対策

堀江 正知
内容 熱中症のメカニズムと予防対策を説明します。

6月9日（木）
14:00～15:30 ⑭

メンタルヘルス不調者への対応
～主治医との連携を中心に～

廣　 尚典
内容 メンタルヘルス不調者への対応において、主治医との連携が重要であることは周知のとおりである。

そのあり方を最新の知見を交えて整理し解説致します。

6月13日（月）
14:00～15:30 ⑮

職域一般健康診断データの読み方

日野 義之
内容 一般健康診断の各データに関する最新判定基準や診療ガイドラインなどを解説します。

6月14日（火）
14:00～16:00 ⑯

騒音対策の基礎
田中 勇武

内容 騒音の知識から騒音測定のガイドラインまで、基礎的なことから解説します。また、実際の騒音計を用いて
測定の実習を行います。

6月15日（水）
14:00～16:00 ⑰

リスクアセスメントの導入

黒木 孝一
内容 労働安全衛生マネジメントシステムの構築に必要なリスクアセスメントの進め方について基礎から

分かりやすく解説いたします。

6月16日（木）
14:00～15:30 ⑱

メンタルヘルス不調者に対する解雇、休職等の法的対応の実務

宮崎　 晃
内容 メンタルヘルス不調者に対する解雇等の可否、実務上のポイントを中心に解説します。

6月17日（金）
14:00～15:30 ⑲

従業員の定年後再雇用にかかる制度の概要

久野亜希子
内容

6月22日（水）
14:00～16:00 ⑳

精神障害の労災認定 : 評価の再検討と事例検討

永田 頌史
内容 精神障害の労災認定基準公表から4年が経ち、この間に専門検討委員会で検討された内容が報告され、

この報告書の解説と事例検討を行う。参加者から提示された事例についても検討する。

6月23日（木）
14:00～15:30 ㉑

ポスト・ストレスチェック制度
～VUCAのメンタルヘルス対策論～

亀田 高志

内容 不安定、不確実、複雑で曖昧と言われる現代について、現実の企業環境を考えながら、
ストレスチェック制度導入後、近未来のメンタルヘルス対策の在り様を議論します。

6月27日（月）
14:00～15:30 ㉒

障害者雇用における合理的配慮と作業の管理
谷　 直道

内容 平成28年度より改定される「障害者雇用促進法」についての解説並びに合理的配慮としての作業管理に
ついて解説します。

6月28日（火）
14:00～16:00 ㉓

作業環境管理のノウハウ
田中 勇武

内容

6月29日（水）
14:00～15:30 ㉔

胃がんを予防するためのABC検診の利点とその実施方法
八谷百合子

内容 ABC検診の実施方法と胃カメラ・ピロリ菌除菌の勧奨方法について解説します。

6月30日（木）
15:30～17:00 ㉕

産業医から見た依存
藤代 一也

内容 アルコール依存、ギャンブル依存、依存性人格障害等「困った社員」の労務管理上必要な医学的知識を紹介する。

博多会場 福岡県メディカルセンタービル(福岡県医師会)

平成 年度前期
平成28年  月開催6 

平成28年 月開催4 

平成28年 月開催5 

平成28年度前期

労働衛生管理研修会
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開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

7月1日（金）
14:00～15:30 ㉙

腰痛予防の人間工学的対策
神代 雅晴

内容 不良作業姿勢と腰痛発生リスク、その人間工学的予防対策を解説します。

7月4日（月）
14:00～15:30 ㉖

ハラスメント相談対応研修
～傾聴ロールプレイングを中心に～

渡邊登美子

内容 相談対応に求められる最大の要素"傾聴力"について

7月6日（水）
14:00～16:00 ㉗

化学物質のリスクアセスメント(基礎)

黒木 孝一
内容 法規制に従った、化学物質のリスクアセスメントの進め方（コントロールバンディング）について、

基礎的なことから解説します。

7月20日（水）
14:00～16:00 ㉘

化学物質のリスクアセスメント（演習）

黒木 孝一
内容 化学物質のリスクアセスメントのモデル演習を行います。化学物質取扱い作業時の健康影響防止の

基礎知識について解説します。

7月25日（月）
14:00～16:00 ㉚

会議室でできるピラティス
～腰痛・転倒予防体操～

中尾 由美

内容 体幹や体の軸やコア(丹田)を意識することができるエクササイズです。立位と座位中心の動きです。
スカートは不可。軽装でお越しください。

7月27日（水）
14:00～16:00 ㉛

ストレスチェックの運用 : 高ストレス者への対応、集団的分析と職場環境改善
永田 頌史

内容 高ストレス者への具体的対応、医師による面接指導の必要性の判断、面接後の措置、・保健指導、職場環境
改善の具体的な進め方などについて解説し、ディスカッションを行う。

開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

8月2日（火）
14:00～16:00 32

職場に必要な救急対応について
織田　 進

内容
職場での心配停止に対する一次救急(AEDを含む)の重要性が増しているので、その準備および手法を
学びます。

8月3日（水）
14:00～16:00 33

化学物質のリスクアセスメント
（爆発・火災を含む演習）

黒木 孝一

内容 化学物質のリスクアセスメントのモデル演習を行います。化学物質の取扱い作業時の爆発・火災防止の基
礎知識について解説します。

8月4日（木）
14:00～15:30 34

高年齢労働者に配慮した職場づくり
柴戸 美奈

内容 近年、高齢労働者が増加していますが、高齢者の特徴を知り、年齢に配慮した労働衛生管理について学び
ます。

8月5日（金）
14:00～16:00 35

職場に笑顔をもたらす脳活性化プログラム「シナプソロジー」とは
～メンタルヘルス対策＆生産性向上に～

津野恵美子

内容 メンタルヘルスに役立つ脳活性化プログラムを体験し、検証の結果確認されている効果やその活用方法を
学びます。

8月29日（月）
14:00～15:30 37

こころもからだもリフレッシュ!セルフケア　リラクゼーション
中尾 由美

内容 からだを動かし、ほぐしたり、緊張を緩めることでリラックスしていきます。そして、集中力を高めることが
期待できます。参加型研修会です。スカートとは不可。軽装でお越しください。

開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

9月29日（木）
15:30～17:00 38

労災認定基準とハラスメント
藤代 一也

内容
平成23年に示された精神障害の認定基準では、職場のハラスメントがウエイトを占めています。本来、職場環境を配慮
する義務は、健康配慮ばかりではないはずですが、結果として精神障害を惹起させるとの考えが一般的である以上、職
場のメンタルヘルスとして取組も必要でしょう。今回は、産業医の立場から本題を考察します。

開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

5月17日（火）
15:00～17:00 39

衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第1回　労働生理　
田代　 拓

内容 これからの衛生管理者資格を取得し活動する方の支援講座です。

5月20日（金）
14:00～15:30 40

働く女性の動脈硬化を防ぐ(その1/知識編)
～動脈硬化を加速させる女性特有の原因とは～

出口 純子

内容 動脈硬化測定体験も同時に実施。

6月21日（火）
15:00～17:00 41

有機溶剤特殊健康診断の解説からその健康障害事例まで
田代　 拓

内容 有機溶剤特殊健康診断の内容と近年、法改正の解説や健康障害事例を説明する。

6月24日（金）
14:00～15:30 42

過重労働対策の基礎と実際
服部 　泰

内容 過労死と医師による面接指導について解説する。

7月19日（火）
15:00～17:00 43

喫煙対策に必要な労働衛生機器の使用法
田代 　拓

内容 喫煙・受動喫煙の有害性と法改正や対策に必要な機器の説明をする。(実習含む )

8月22日（月）
15:00～17:00 44 田代 　拓

内容 これからの衛生管理者資格を取得し活動する方の支援講座です。

9月20日（火）
15:00～17:00 45

騒音と健康障害
田代 　拓

内容 騒音健康診断や騒音労災認定の解説と騒音測定を実習する。(実習含む )

9月30日（金）
14:00～15:30 46

過重労働対策の基礎と実際

服部 　泰
内容 過労死と医師による面接指導について解説する。(6/24の内容と同じ）

● 講師紹介

藤代　一也 九州電力㈱ 統括産業医

堀江　正知 産業医科大学 産業生態科学研究所 所長、教授

日野　義之 ひの労働衛生コンサルタント事務所 代表医師

服部　　泰 ㈱服部産業医事務所代表取締役

津野 恵美子 Gallup認定ストレングスコーチ
産業カウンセラー、健康運動指導士

亀田　高志 ㈱産業医大ソリューションズ代表取締役社長 医師

垣内　紀亮 ダイハツ九州㈱ 産業医

神代　雅晴 産業医科大学名誉教授、 (財)日本予防医学協会理事長

田中　勇武 産業医科大学 産業生態科学研究所名誉教授

黒木　孝一 黒木労働衛生コンサルタント事務所 所長

田代　　拓 (財)日本予防医学協会 作業環境測定士

永田　頌史 産業医科大学 産業生態科学研究所名誉教授

廣　　尚典 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授

入江　正洋 九州大学 基幹教育院 准教授

渡邊 登美子 株式会社ソーシャル・ステップ 代表

久野 亜希子 ひさの社会保険労務士事務所 所長

宮崎　　晃 弁護士法人 デイライト法律事務所 代表

柴戸　美奈 株式会社 惠優 フロアーマネージャー

中尾　由美 中尾労働衛生コンサルタント事務所 ワーク＆ヘルス 代表

出口　純子 九州労災病院 治療就労両立支援センター 保健師

八谷 百合子 産業医科大学 保健センター 主任保健師 

谷　　直道 日本予防医学協会 研究開発室

織田　　進 福岡産業保健総合支援センター所長

武石　俊哉 福岡産業保健総合支援センター副所長

北九州会場 KMMビル(JR小倉駅北口前)第6会議室

衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第2回　労働衛生前半　

平成28年  月開催7 

平成28年  月開催8 
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開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

7月1日（金）
14:00～15:30 ㉙

腰痛予防の人間工学的対策
神代 雅晴

内容 不良作業姿勢と腰痛発生リスク、その人間工学的予防対策を解説します。

7月4日（月）
14:00～15:30 ㉖

ハラスメント相談対応研修
～傾聴ロールプレイングを中心に～

渡邊登美子

内容 相談対応に求められる最大の要素"傾聴力"について

7月6日（水）
14:00～16:00 ㉗

化学物質のリスクアセスメント(基礎)

黒木 孝一
内容 法規制に従った、化学物質のリスクアセスメントの進め方（コントロールバンディング）について、

基礎的なことから解説します。

7月20日（水）
14:00～16:00 ㉘

化学物質のリスクアセスメント（演習）

黒木 孝一
内容 化学物質のリスクアセスメントのモデル演習を行います。化学物質取扱い作業時の健康影響防止の

基礎知識について解説します。

7月25日（月）
14:00～16:00 ㉚

会議室でできるピラティス
～腰痛・転倒予防体操～

中尾 由美

内容 体幹や体の軸やコア(丹田)を意識することができるエクササイズです。立位と座位中心の動きです。
スカートは不可。軽装でお越しください。

7月27日（水）
14:00～16:00 ㉛

ストレスチェックの運用 : 高ストレス者への対応、集団的分析と職場環境改善
永田 頌史

内容 高ストレス者への具体的対応、医師による面接指導の必要性の判断、面接後の措置、・保健指導、職場環境
改善の具体的な進め方などについて解説し、ディスカッションを行う。

開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

8月2日（火）
14:00～16:00 32

職場に必要な救急対応について
織田　 進

内容
職場での心配停止に対する一次救急(AEDを含む)の重要性が増しているので、その準備および手法を
学びます。

8月3日（水）
14:00～16:00 33

化学物質のリスクアセスメント
（爆発・火災を含む演習）

黒木 孝一

内容 化学物質のリスクアセスメントのモデル演習を行います。化学物質の取扱い作業時の爆発・火災防止の基
礎知識について解説します。

8月4日（木）
14:00～15:30 34

高年齢労働者に配慮した職場づくり
柴戸 美奈

内容 近年、高齢労働者が増加していますが、高齢者の特徴を知り、年齢に配慮した労働衛生管理について学び
ます。

8月5日（金）
14:00～16:00 35

職場に笑顔をもたらす脳活性化プログラム「シナプソロジー」とは
～メンタルヘルス対策＆生産性向上に～

津野恵美子

内容 メンタルヘルスに役立つ脳活性化プログラムを体験し、検証の結果確認されている効果やその活用方法を
学びます。

8月29日（月）
14:00～15:30 37

こころもからだもリフレッシュ!セルフケア　リラクゼーション
中尾 由美

内容 からだを動かし、ほぐしたり、緊張を緩めることでリラックスしていきます。そして、集中力を高めることが
期待できます。参加型研修会です。スカートとは不可。軽装でお越しください。

開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

9月29日（木）
15:30～17:00 38

労災認定基準とハラスメント
藤代 一也

内容
平成23年に示された精神障害の認定基準では、職場のハラスメントがウエイトを占めています。本来、職場環境を配慮
する義務は、健康配慮ばかりではないはずですが、結果として精神障害を惹起させるとの考えが一般的である以上、職
場のメンタルヘルスとして取組も必要でしょう。今回は、産業医の立場から本題を考察します。

開催日 研修
番号 研修テーマ 講師

5月17日（火）
15:00～17:00 39

衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第1回　労働生理　
田代　 拓

内容 これからの衛生管理者資格を取得し活動する方の支援講座です。

5月20日（金）
14:00～15:30 40

働く女性の動脈硬化を防ぐ(その1/知識編)
～動脈硬化を加速させる女性特有の原因とは～

出口 純子

内容 動脈硬化測定体験も同時に実施。

6月21日（火）
15:00～17:00 41

有機溶剤特殊健康診断の解説からその健康障害事例まで
田代　 拓

内容 有機溶剤特殊健康診断の内容と近年、法改正の解説や健康障害事例を説明する。

6月24日（金）
14:00～15:30 42

過重労働対策の基礎と実際
服部 　泰

内容 過労死と医師による面接指導について解説する。

7月19日（火）
15:00～17:00 43

喫煙対策に必要な労働衛生機器の使用法
田代 　拓

内容 喫煙・受動喫煙の有害性と法改正や対策に必要な機器の説明をする。(実習含む )

8月22日（月）
15:00～17:00 44 田代 　拓

内容 これからの衛生管理者資格を取得し活動する方の支援講座です。

9月20日（火）
15:00～17:00 45

騒音と健康障害
田代 　拓

内容 騒音健康診断や騒音労災認定の解説と騒音測定を実習する。(実習含む )

9月30日（金）
14:00～15:30 46

過重労働対策の基礎と実際

服部 　泰
内容 過労死と医師による面接指導について解説する。(6/24の内容と同じ）

● 講師紹介

藤代　一也 九州電力㈱ 統括産業医

堀江　正知 産業医科大学 産業生態科学研究所 所長、教授

日野　義之 ひの労働衛生コンサルタント事務所 代表医師

服部　　泰 ㈱服部産業医事務所代表取締役

津野 恵美子 Gallup認定ストレングスコーチ
産業カウンセラー、健康運動指導士

亀田　高志 ㈱産業医大ソリューションズ代表取締役社長 医師

垣内　紀亮 ダイハツ九州㈱ 産業医

神代　雅晴 産業医科大学名誉教授、 (財)日本予防医学協会理事長

田中　勇武 産業医科大学 産業生態科学研究所名誉教授

黒木　孝一 黒木労働衛生コンサルタント事務所 所長

田代　　拓 (財)日本予防医学協会 作業環境測定士

永田　頌史 産業医科大学 産業生態科学研究所名誉教授

廣　　尚典 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授

入江　正洋 九州大学 基幹教育院 准教授

渡邊 登美子 株式会社ソーシャル・ステップ 代表

久野 亜希子 ひさの社会保険労務士事務所 所長

宮崎　　晃 弁護士法人 デイライト法律事務所 代表

柴戸　美奈 株式会社 惠優 フロアーマネージャー

中尾　由美 中尾労働衛生コンサルタント事務所 ワーク＆ヘルス 代表

出口　純子 九州労災病院 治療就労両立支援センター 保健師

八谷 百合子 産業医科大学 保健センター 主任保健師 

谷　　直道 日本予防医学協会 研究開発室

織田　　進 福岡産業保健総合支援センター所長

武石　俊哉 福岡産業保健総合支援センター副所長

北九州会場 KMMビル(JR小倉駅北口前)第6会議室

衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第2回　労働衛生前半　

平成28年  月開催7 
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● 一般健康管理 ● メンタルヘルス

● その他

● 有害業務の健康管理

● 労働衛生工学

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

④ 4月22日（金） 15:00～17:00 海外出張・出向に対する対応 垣内　 紀亮 博多

⑤ 4月26日（火） 14:00～15:30 職場体操の考え方・つくりかた 谷　　 直道 博多

⑧ 5月19日（木） 14:00～15:30 がん患者の就労支援について 柴戸　 美奈 博多

40 5月20日（金） 14:00～15:30
働く女性の動脈硬化を防ぐ (その 1/ 知識編 )
～動脈硬化を加速させる女性特有の原因とは～ 出口　 純子 北九州

⑩ 6月  1日（水） 14:00～16:00 補助薬を使った禁煙指導の実際 八谷 百合子 博多

⑬ 6月  6日（月） 10:00～11:30 職場における熱中症対策 堀江　 正知 博多

⑮ 6月13日（月） 14:00～15:30 職域一般健康診断データの読み方 日野　 義之 博多

㉒ 6月27日（月） 14:00～15:30 障害者雇用における合理的配慮と作業の管理 谷　　 直道 博多

㉔ 6月29日（水） 14:00～15:30 胃がんを予防するためのABC検診の利点とその実施方法 八谷 百合子 博多

㉙ 7月  1日（金） 14:00～15:30 腰痛予防の人間工学的対策 神代　 雅晴 博多

㉚ 7月25日（月） 14:00～16:00 会議室でできるピラティス　～腰痛・転倒予防体操～ 中尾　 由美 博多

32 8月  2日（火） 14:00～16:00 職場に必要な救急対応について 織田　 　進 博多

34 8月  4日（木） 14:00～15:30 高年齢労働者に配慮した職場づくり 柴戸　 美奈 博多

36 4月25日（月） 14:00～15:30 人間工学のすすめ 神代　 雅晴 博多

37 8月29日（月） 14:00～15:30 こころもからだもリフレッシュ !セルフケア　リラクゼーション 中尾　 由美 博多

42 6月24日（金） 14:00～15:30 過重労働対策の基礎と実際 服部　 　泰 北九州

46 9月30日（金） 14:00～15:30 過重労働対策の基礎と実際 服部　 　泰 北九州

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

41 6月21日（火） 15:00～17:00 有機溶剤特殊健康診断の解説からその健康障害事例まで 田代　　 拓 北九州

45 9月20日（火） 15:00～17:00 騒音と健康障害 田代　　 拓 北九州

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

⑯ 6月14日（火）14:00 ～ 16:00 騒音対策の基礎 田中　勇武 博多

⑰ 6月15日（水）14:00 ～ 16:00 リスクアセスメントの導入 黒木　孝一 博多

㉓ 6月28日（火）14:00 ～ 16:00 作業環境管理のノウハウ 田中　勇武 博多

㉗ 7月  6日（水）14:00 ～ 16:00 化学物質のリスクアセスメント (基礎 ) 黒木　孝一 博多

㉘ 7月20日（水）14:00 ～ 16:00 化学物質のリスクアセスメント（演習） 黒木　孝一 博多

33 8月  3日（水）14:00 ～ 16:00 化学物質のリスクアセスメント（爆発・火災を含む演習） 黒木　孝一 博多

43 7月19日（火）15:00 ～ 17:00 喫煙対策に必要な労働衛生機器の使用法 田代　　拓 北九州

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

③ 4月20日（水） 14:00～15:30 裁判例に学ぶ、メンタルヘルス問題予防の最前線 宮崎　　晃 博多

⑭ 6月  9日（木） 14:00～15:30 メンタルヘルス不調者への対応　～主治医との連携を中心に～ 廣　　尚典 博多

⑱ 6月16日（木） 14:00～15:30 メンタルヘルス不調者に対する解雇、休職等の法的対応の実務 宮崎　　晃 博多

⑳ 6月22日（水） 14:00～16:00 精神障害の労災認定 : 評価の再検討と事例検討 永田　頌史 博多

㉑ 6月23日（木） 14:00～15:30 ポスト・ストレスチェック制度～VUCAのメンタルヘルス対策論～ 亀田　高志 博多

㉕ 6月30日（木） 15:30～17:00 産業医から見た依存 藤代　一也 博多

㉛ 7月27日（水） 14:00～16:00 ストレスチェックの運用 : 高ストレス者への対応、集団的分析と職場環境改善 永田　頌史 博多

35 8月  5日（金） 14:00～16:00
職場に笑顔をもたらす脳活性化プログラム「シナプソロジー」とは
～メンタルヘルス対策＆生産性向上に～

津野 恵美子 博多

38 9月29日（木） 15:30～17:00 労災認定基準とハラスメント 藤代　一也 博多

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

39 5月17日（火） 15:00～17:00 衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第1回　労働生理 田代　　拓 北九州

44 8月22日（月） 15:00～17:00 衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第2回　労働衛生前半 田代　　拓 北九州

● 労働衛生関係法令

● カウンセリング
番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

⑥ 5月13日（金） 10:30～12:00 体験で学ぶ、コミュニケーションとチームビルディング（その1） 入江　正洋 博多

⑨ 5月27日（金） 10:30～12:00 体験で学ぶ、コミュニケーションとチームビルディング（その2） 入江　正洋 博多

⑪ 6月  2日（木） 14:00～15:30
セクシャルハラスメント・パワーハラスメント研修
～現状理解と基礎知識～

渡邊 登美子 博多

㉖ 7月  4日（月） 14:00～15:30 ハラスメント相談対応研修～傾聴ロールプレイングを中心に～ 渡邊 登美子 博多

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

① 4月18日（月） 10:00～11:30 産業保健の担当者や専門職が知っておくべき労働法令の知識 堀江　正知 博多

② 4月19日（火） 14:00～15:30 ストレスチェック制度に係る関係法令について(質疑応答) 武石　俊哉 博多

⑦ 5月18日（水） 14:00～15:30 従業員の妊娠、出産、育児の際に、産業保健スタッフとして知っておきたい制度や対応 久野 亜希子 博多

⑲ 6月17日（金） 14:00～15:30 従業員の定年後再雇用にかかる制度の概要 久野 亜希子 博多

分野別研修会テーマ 1
S e c t o r a l  w o r k s h o p  t h e m e  1

分野別研修会テーマ 2
S e c t o r a l  w o r k s h o p  t h e m e  2



● 一般健康管理 ● メンタルヘルス

● その他

● 有害業務の健康管理

● 労働衛生工学

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

④ 4月22日（金） 15:00～17:00 海外出張・出向に対する対応 垣内　 紀亮 博多

⑤ 4月26日（火） 14:00～15:30 職場体操の考え方・つくりかた 谷　　 直道 博多

⑧ 5月19日（木） 14:00～15:30 がん患者の就労支援について 柴戸　 美奈 博多

40 5月20日（金） 14:00～15:30
働く女性の動脈硬化を防ぐ (その 1/ 知識編 )
～動脈硬化を加速させる女性特有の原因とは～ 出口　 純子 北九州

⑩ 6月  1日（水） 14:00～16:00 補助薬を使った禁煙指導の実際 八谷 百合子 博多

⑬ 6月  6日（月） 10:00～11:30 職場における熱中症対策 堀江　 正知 博多

⑮ 6月13日（月） 14:00～15:30 職域一般健康診断データの読み方 日野　 義之 博多

㉒ 6月27日（月） 14:00～15:30 障害者雇用における合理的配慮と作業の管理 谷　　 直道 博多

㉔ 6月29日（水） 14:00～15:30 胃がんを予防するためのABC検診の利点とその実施方法 八谷 百合子 博多

㉙ 7月  1日（金） 14:00～15:30 腰痛予防の人間工学的対策 神代　 雅晴 博多

㉚ 7月25日（月） 14:00～16:00 会議室でできるピラティス　～腰痛・転倒予防体操～ 中尾　 由美 博多

32 8月  2日（火） 14:00～16:00 職場に必要な救急対応について 織田　 　進 博多

34 8月  4日（木） 14:00～15:30 高年齢労働者に配慮した職場づくり 柴戸　 美奈 博多

36 4月25日（月） 14:00～15:30 人間工学のすすめ 神代　 雅晴 博多

37 8月29日（月） 14:00～15:30 こころもからだもリフレッシュ !セルフケア　リラクゼーション 中尾　 由美 博多

42 6月24日（金） 14:00～15:30 過重労働対策の基礎と実際 服部　 　泰 北九州

46 9月30日（金） 14:00～15:30 過重労働対策の基礎と実際 服部　 　泰 北九州

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

41 6月21日（火） 15:00～17:00 有機溶剤特殊健康診断の解説からその健康障害事例まで 田代　　 拓 北九州

45 9月20日（火） 15:00～17:00 騒音と健康障害 田代　　 拓 北九州

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

⑯ 6月14日（火）14:00 ～ 16:00 騒音対策の基礎 田中　勇武 博多

⑰ 6月15日（水）14:00 ～ 16:00 リスクアセスメントの導入 黒木　孝一 博多

㉓ 6月28日（火）14:00 ～ 16:00 作業環境管理のノウハウ 田中　勇武 博多

㉗ 7月  6日（水）14:00 ～ 16:00 化学物質のリスクアセスメント (基礎 ) 黒木　孝一 博多

㉘ 7月20日（水）14:00 ～ 16:00 化学物質のリスクアセスメント（演習） 黒木　孝一 博多

33 8月  3日（水）14:00 ～ 16:00 化学物質のリスクアセスメント（爆発・火災を含む演習） 黒木　孝一 博多

43 7月19日（火）15:00 ～ 17:00 喫煙対策に必要な労働衛生機器の使用法 田代　　拓 北九州

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

③ 4月20日（水） 14:00～15:30 裁判例に学ぶ、メンタルヘルス問題予防の最前線 宮崎　　晃 博多

⑭ 6月  9日（木） 14:00～15:30 メンタルヘルス不調者への対応　～主治医との連携を中心に～ 廣　　尚典 博多

⑱ 6月16日（木） 14:00～15:30 メンタルヘルス不調者に対する解雇、休職等の法的対応の実務 宮崎　　晃 博多

⑳ 6月22日（水） 14:00～16:00 精神障害の労災認定 : 評価の再検討と事例検討 永田　頌史 博多

㉑ 6月23日（木） 14:00～15:30 ポスト・ストレスチェック制度～VUCAのメンタルヘルス対策論～ 亀田　高志 博多

㉕ 6月30日（木） 15:30～17:00 産業医から見た依存 藤代　一也 博多

㉛ 7月27日（水） 14:00～16:00 ストレスチェックの運用 : 高ストレス者への対応、集団的分析と職場環境改善 永田　頌史 博多

35 8月  5日（金） 14:00～16:00
職場に笑顔をもたらす脳活性化プログラム「シナプソロジー」とは
～メンタルヘルス対策＆生産性向上に～

津野 恵美子 博多

38 9月29日（木） 15:30～17:00 労災認定基準とハラスメント 藤代　一也 博多

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

39 5月17日（火） 15:00～17:00 衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第1回　労働生理 田代　　拓 北九州

44 8月22日（月） 15:00～17:00 衛生管理者として活動を希望する方の支援講座　第2回　労働衛生前半 田代　　拓 北九州

● 労働衛生関係法令

● カウンセリング
番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

⑥ 5月13日（金） 10:30～12:00 体験で学ぶ、コミュニケーションとチームビルディング（その1） 入江　正洋 博多

⑨ 5月27日（金） 10:30～12:00 体験で学ぶ、コミュニケーションとチームビルディング（その2） 入江　正洋 博多

⑪ 6月  2日（木） 14:00～15:30
セクシャルハラスメント・パワーハラスメント研修
～現状理解と基礎知識～

渡邊 登美子 博多

㉖ 7月  4日（月） 14:00～15:30 ハラスメント相談対応研修～傾聴ロールプレイングを中心に～ 渡邊 登美子 博多

番号 開催日 時間 研修テーマ 講師 会場

① 4月18日（月） 10:00～11:30 産業保健の担当者や専門職が知っておくべき労働法令の知識 堀江　正知 博多

② 4月19日（火） 14:00～15:30 ストレスチェック制度に係る関係法令について(質疑応答) 武石　俊哉 博多

⑦ 5月18日（水） 14:00～15:30 従業員の妊娠、出産、育児の際に、産業保健スタッフとして知っておきたい制度や対応 久野 亜希子 博多

⑲ 6月17日（金） 14:00～15:30 従業員の定年後再雇用にかかる制度の概要 久野 亜希子 博多

分野別研修会テーマ 1
S e c t o r a l  w o r k s h o p  t h e m e  1

分野別研修会テーマ 2
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●メール申込み方法

申込方法
2.　メールで申し込む場合は下記のとおりです。

研修会参加申込書

件名　「28/1研修会申込み」
1.研修会番号【複数入力可】
3.職種【産業看護職・衛生管理者等】
5.住所【事業所住所】

suishin@mx e.jp

＊例、件名　28/1研修会申込み → 28/1研修会キャンセル

１.　ホームページ「http://www.fukuokasanpo.jp/」 から申し込みください。

2.氏名【フルネーム、フリガナ】
4.勤務先【事業所名】
6.連絡先【電話】 7.その他

1

お知らせ2

キャンセル3

原則メールでお申込みください。
研修受講の受付完了について、メールで返信させていただきます。
・申込み後、キャンセルの場合は、以前申込みしたメールの件名(U)に

。いさだくてし信送をけだ号番修研るすルセャキに文本、てし更変に」ルセンャキ「 

・毎月１回、産業保健情報及び労働衛生関係法令等のメールマガジンを送信しております。
  ご希望の方は7.その他に「メールマガジン希望」とご記入ください。
・申込み1名について、このメールでお申込みください。もし複数で申込みされる場合は、
 複数名の名前を記載されるか、別々のメールでお申込みください。

申込み4

件名に「28/1研修会申込み」と記載。

1.研修番号を入力。複数可。

2.漢字でフルネーム記載。1行空けてふりがな。

3.産業医、保健師、労務人事担当者、衛生推進者、事業主、労働者等を記載。

4.事業場名を記載。

5.住所を最後（番地）まで記載。

6.電話番号は必ず記載してください。不測の事態など緊急の場合に連絡いたします。

7.事業場の健康問題等、日頃から相談したいことや研修会に関する問合わせ等をお書きください。



●メール申込み方法 ●FAX申込み方法

申込方法
2.　メールで申し込む場合は下記のとおりです。

研修会参加申込書

件名　「28/1研修会申込み」
1.研修会番号【複数入力可】
3.職種【産業看護職・衛生管理者等】
5.住所【事業所住所】

suishin@mx2.tiki.ne.jp
FAX : 092-414-5239

＊例、件名　28/1研修会申込み → 28/1研修会キャンセル

１.　ホームページ「http://www.fukuokasanpo.jp/」から申し込みください。

2.氏名【フルネーム、フリガナ】
4.勤務先【事業所名】
6.連絡先【電話】 7.その他

1

お知らせ2

キャンセル3

原則メールでお申込みください。
研修受講の受付完了について、メールで返信させていただきます。

・申込み後、キャンセルの場合は、以前申込みしたメールの件名(U)に
 「キャンセル」に変更して、本文にキャセルする研修番号だけを送信してください。

・毎月１回、産業保健情報及び労働衛生関係法令等のメールマガジンを送信しております。
  ご希望の方は7.その他に「メールマガジン希望」とご記入ください。

・申込み1名について、このメールでお申込みください。もし複数で申込みされる場合は、
 複数名の名前を記載されるか、別々のメールでお申込みください。

申込み4

研修会参加申込書
メールアドレスをお持ちでない方は下記の番号(FAX)へお申込みください。
くれぐれもお間違えないようにお願いします。

● 研修会場
・北九州　KMMビル (北九州市小倉北区浅野2丁目14番1号)

● 対　　象 保健師・衛生管理者・衛生推進者・人事労務担当者等

● 費　　用 無料

● 申込期日 研修会開催日の1週間前までにごお申込みください。

問い合わせ

福岡産業保健総合支援センター
福岡市博多区博多駅南2丁目9番30号 福岡県メディカルセンタービル 1階
電話 092-414-5264    FAX 092-414-5239　
E-mail  suishin@mx2.tiki.ne.jp URL  http://www.fukuokasanpo.jp/

・博　多　福岡県メディカルセンタービル研修室 (福岡市博多区博多駅南2丁目9番30号)

〒812-0016

※なお、ご記入いただいた個人情報は当センターの運営に係る業務に限り使用し、第三者への提供は行わないことを約束いたします。

勤務先
【事業場名】

〒

氏
フ  リ

 　名
ガ  ナ

※受講を希望する研修番号をご記入ください。

研修会番号

職　　種
【○で囲んでください。】

産業医　　・　　産業看護職　　・　　衛生管理者　　・　　衛生推進者

人事労務担当者　　・　　事業主　　・　　労働者　　・　　その他

住 所

TEL（　　　　　　）－　　　　　　　　　　　－

※必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

【事業場】

連絡先

キ
リ
ト
リ
線


