
令和元年7月8日修正版

産業医・医師対象研修

労働者の健康管理、職場の作業環境管理、メンタル
ヘルス対策（ストレスチェック含む）、治療と仕事の両
立支援、発達障害などのテーマで研修します。

主な研修テーマー

衛生・健康管理関係研修

働き方改革、労働安全衛生法関係法令、健康管理、
作業管理、作業環境管理、産業保健活動、治療と仕
事の両立支援などのテーマで研修します。

メンタルヘルス研修

メンタルヘルス不調者、発達障害が疑われるの労働
者の対応、コミュニケーション、カウンセリングのスキ
ルアップ、ハラスメントに係る規制と対策などのテーマ
で研修します。

産業看護研修

関係法令、産業保健師活動、メンタルヘルス対策、治
療と仕事の両立支援などのテーマで研修します。

2019年度

産業保健研修会のご案内

独立行政法人 労働者健康安全機構

石川産業保健総合支援センター
〒920-0031  金沢市広岡３丁目１番１号 金沢パークビル９階

ＴＥＬ：０７６－２６５－３８８８ ＦＡＸ：０７６－２６５－３８８７

産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生推進者などの産業保健スタッフをはじめ、

事業主、人事労務担当者の方々を対象とした産業保健に係るテーマの研修会を開催

いたします。多数のご参加お待ちしております。



◇衛生・健康管理関係研修 令和元年７月８日修正版

番号 日時・場所 研修テーマー等 講　　師

Ａ１

5月20日（月）
13：30～16：30
小松商工会議所
４階 ４０２号研修室

１部：働き方改革・労働衛生に関する法改正、主要指針・行政通達について

　　　～産業医の権限強化等に関する法改正・指針・行政通達等について～

２部：夏場の熱中症を始めとする健康管理

１部：野田　 宏
　　　石川労働局　健康安全課　課長
２部：中村　裕之
　　    金沢大学医薬保健研究域医学系　教授

Ａ２

5月27日（月）
13：30～16：30
石川県地場産業振興ｾﾝﾀー

本館３階 第６研修室

１部：「健康診断後、職場における健康づくりの実際」
　　　～ちょこトレから運動習慣～
２部：夏場の熱中症を始めとする健康管理

１部：元橋　美津子　健康運動指導士

２部：中村　裕之
　　    金沢大学医薬保健研究域医学系　教授

Ａ３

6月10日（月）【注：研修室変更】

13：30～16：30
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

新館２階 第１０研修室

１部：働き方改革・労働衛生に関する法改正、主要指針・行政通達について

　　　～産業医の権限強化等に関する法改正・指針・行政通達等について～

２部：夏場の熱中症を始めとする健康管理

１部：野田　 宏
　　　石川労働局　健康安全課　課長
２部：中村　裕之
　　    金沢大学医薬保健研究域医学系　教授

Ａ４

6月12日（水）
15：00～16：30
石川県医師会館 ４階

化学物質に係るリスクアセスメントの実務
　　～昨年公開されたコントロール・バンディング手法を用いたツール

　　　　　　　CREATE-SINMPLE（クリエイ・トシンプル）を学びます～

江幡　孝道
　YKKAP㈱　安全環境管理部
　　　　　　　　安全衛生管理室担当部長

Ａ５

6月13日（木）
13：30～16：30
ﾜｰｸﾊﾟﾙ七尾
２階 視聴覚室

１部：働き方改革・労働衛生に関する法改正、主要指針・行政通達について

　　　～産業医の権限強化等に関する法改正・指針・行政通達等について～

２部：「歯と口の健康から従業員の健康づくりを考える」
　　　～歯周病が全身の健康に及ぼす影響について～

１部：野田　 宏
　　　石川労働局　健康安全課　課長
２部：江尻　重文
　　　石川県歯科医師会　理事

Ａ６

7月4日（木）
13：30～16：30
金沢市異業種研修会館
１階 第１研修室

１部：治療と仕事の両立支援の取り組みについて
　　　～職場での取組事例、支援事例を紹介～
２部：中高年労働者の作業管理・健康管理

１部：小矢田　由希　 両立支援促進員

２部：田畑　正司　石川県予防医学協会
　　　　　　　　　　　　健康管理ｾﾝﾀｰ所長

Ａ７

7月5日（金）
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３ 階第６研修室

長時間労働やストレス過多が健康に及ぼす影響と対策 森河　裕子
　金沢医科大学
　看護学部医科学領域　教授

Ａ８

7月12日（金）
13：30～16：00
石川ﾊｲﾃｸ交流ｾﾝﾀｰ
A１会議室

１部：新入社員（若年者）への教育
　　　(健康管理を中心に)
２部：化学物質に係るリスクアセスメントの実務
       ～昨年公開されたコントロール・バンディング手法を用いたツール

       　　　　　CREATE-SINMPLE（クリエイト・シンプル）を学びます～

１部：亀田　真紀
　　　産業保健専門職　保健師
２部：江幡　孝道
　　　YKKAP㈱　安全環境管理部
　　　　　　　　　安全衛生管理室担当部長

Ａ９

7月19日（金）
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階第６研修室

労働安全衛生法の基礎
　特化則・有機則・粉じん則・酸欠則のポイントと職場改善の方法
  等について

山森　修
　石川県労働基準協会連合会事務局長
　社会保険労務士

Ａ１０

7月25日（木）
13：30～16：30
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

１部：働き方改革・労働衛生に関する法改正、主要指針・行政通達について

　　　～産業医の権限強化等に関する法改正・指針・行政通達等について～

２部：「歯と口の健康から従業員の健康づくりを考える」
　　　～歯周病が全身の健康に及ぼす影響について～

１部：野田　 宏
　　　石川労働局　健康安全課　課長
２部：江尻　重文
　　　石川県歯科医師会　理事

Ａ１１

8月8日（木）【注：内容変更】

14：00～16：00
金沢市異業種研修会館
１階 第１研修室

１部：効果的な職場巡視について

２部：災害事例と巡視点検事例から

１部：田畑　正司　石川県予防医学協会
　　　　　　　　　　　 健康管理ｾﾝﾀｰ所長
２部：森　　光明
　森 技術士・安全コンサルタント事務所

Ａ１２

9月5日（木）
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

新館５階 第１３研修室

健康対策基礎研修
　定期健康診断の実施と事後措置について
　健診項目の解説と産業医等の意見に基づく事後措置

亀田　真紀
　　産業保健専門職　保健師

Ａ１３

9月11日(水）
14：00～16：00
小松商工会議所
４階 ４０２号研修室

１部：労働衛生委員会の活性化について
　　　(具体的事例の説明)
２部：事例発表　効果的な職場巡視について（㈱大日製作所）

１部：上原　浩
　　　労働衛生専門職
２部： 髙野　泰朋
　　　㈱大日製作所　庶務課長

Ａ１４

9月13日（金）
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

新館５階 第１３研修室

健康対策基礎研修
　快適な睡眠のために

森河　裕子
　　金沢医科大学
　　看護学部医科学領域　教授

Ａ１５

9月25日(水)
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

労働安全衛生法の基礎
　元労働基準監督署長が語る労働安全衛生法
  (ここだけは落とせないポイントについて)

久保　貞人
　　労働安全・労働衛生コンサルタント

終了しました

終了しました

終了しました

終了しました

終了しました

終了しました

終了しました



◇衛生・健康管理関係研修 令和元年７月８日修正版

番号 日時・場所 研修テーマー等 講　　師

Ａ１６

10月1日(火）
14：00～16：00
珠洲労働基準協会

健康診断の事後措置（仮題） 亀田　真紀
　　産業保健専門職 保健師

Ａ１７

10月10日（木）【注：会場変更】

13：30～16：30
矢田郷地区コミュニティセンター

２階第１会議室

１部：治療と仕事の両立支援の取り組みについて
　　　～職場での取組事例、支援事例を紹介～
２部：「石川県に多い騒音性難聴、退職時に初めて困る日常生活」
　　職場の騒音により徐々に進行する騒音性難聴、そのメカニズム
　　と防止について学びます

１部：小矢田　由希
　　　両立支援促進員　社会保険労務士
２部：上出　文博
　　　上出耳鼻咽喉科医院　院長

Ａ１８

10月29日(火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

１部：健康対策基礎研修
　冬場の健康管理（インフルエンザ、ノロウイルス、乾燥対策等）
２部：感染症患者の取扱い（労務担当者のかかえる問題）
　インフルエンザに罹った労働者を休ませることはできるか？
　労働者の家族がインフルエンザとなった場合は？など
　労務の面からの取り扱い（休業・病者の就業禁止等)

１部：田畑　正司　石川県予防医学協会
　　　　　　　　　　　 健康管理ｾﾝﾀｰ所長
２部：越川　昌明
　　　労働衛生専門職
　　　労働衛生コンサルタント

Ａ１９

10月31日（木）
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

「これは病気なのか？」労務担当者からよくある質問
～発達障害について学びます～

小林　克治
　　(医社)澄鈴会
　　粟津神経サナトリウム　院長

Ａ２０

11月7日（木）
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

新館５階 第１３研修室

石綿の管理について
　～石綿はいろいろな場所に潜んでいる～

石綿業務指導担当者

Ａ２１

11月14日(木)
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

健康対策基礎研修　アルコールと生活習慣病について 上田　　操
　　もみの木醫院　院長

Ａ２２

11月15日(金)
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

１部：快適な睡眠のために

２部： 「健康診断後、職場における健康づくりの実際」
　　　～ちょこトレから運動習慣～

１部：森河　裕子　金沢医科大学
　　　看護学部医科学領域　教授
２部：元橋　美津子　健康運動指導士

Ａ２３

11月19日(火)　【注：会場変更】

13：30～16：00
穴水地方合同庁舎
３階会議室

１部：働き方改革・労働衛生に関する法改正、主要指針・行政通達について

　　　～産業医の権限強化等に関する法改正・指針・行政通達等について～

２部：治療と仕事の両立支援の取り組みについて
　　　～職場での取組事例、支援事例を紹介～

１部：野田　 宏
　　　石川労働局　健康安全課　課長
２部：小矢田　由希
　　　両立支援促進員　社会保険労務士

Ａ２４

11月22日(金)
14：00～16：00
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

新任衛生管理者のための労働安全衛生法の基礎
　労働衛生３管理の留意点について
　衛生管理者の職務　（初めて衛生管理者の職務を担当する方に)

久保　貞人
　　労働衛生工学専門員
　　労働安全衛生コンサルタント

Ａ２５

12月4日（水）【注：開催日変更】

13：30～16：30
石川県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

本館３階 第６研修室

１部：受動喫煙と健康障害について

２部： 「健康診断後、職場における健康づくりの実際」
　　　～ちょこトレから運動習慣～

１部：谷口　均
　　　労働安全・労働衛生コンサルタント
２部：元橋　美津子　健康運動指導士

Ａ２６

12月18日（水）
14：00～16：00
能登町商工会

健康診断の事後措置について 亀田　真紀
　　産業保健専門職　保健師

Ａ２７

1月15日（水）
14：00～16：00
小松商工会議所
４階 ４０２号研修室

１部：衛生管理者の職務と役割

２部：事例発表　産業医との連携について（清水建設㈱北陸支店）

１部：山崎　力
　　　労働衛生工学専門員
２部：明地　和美
　　　清水建設㈱北陸支店　保健師

Ａ２８

1月23日(木)
13：30～16：00
加賀商工会議所
４階 研修室

１部：中小企業の働き方改革への対応
　　　　労働時間法制の改正、産業医活動の強化等法改正と労働衛生に

         関する主要指針・行政通達について

２部：治療と仕事の両立支援の取り組みについて
　　　～職場での取組事例、支援事例を紹介～

１部：野田　 宏
　　　石川労働局　健康安全課　課長

２部：小矢田　由希
　　　両立支援促進員　社会保険労務士

Ａ２９

2月6日（木）
13：30～16：30
小松商工会議所
４階 ４０２号研修室

１部：治療と仕事の両立支援の取り組みについて
　　　～職場での取組事例、支援事例を紹介～
２部：「歯と口の健康から従業員の健康づくりを考える」
　　　～歯周病が全身の健康に及ぼす影響について～

１部：小矢田　由希
　　　両立支援促進員　社会保険労務士
２部：江尻　重文
　　　石川県歯科医師会　理事



◇メンタルヘルス研修 令和元年７月８日修正版

番号 日時・場所 研修テーマー等 講　　師

Ｂ１

4月17日（水）
14：00～16：00
加賀商工会議所

３階研修室

労働者数50人未満事業場のメンタルヘルス対策の取組について 土田　晶子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２

4月25日（木）
14：00～16：00
ﾜｰｸﾊﾟﾙ七尾
２階視聴覚室

労働者数50人未満事業場のメンタルヘルス対策の取組について 中川　真由美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ３

5月14日（火）
14：00～16：00
小松商工会議所

４階４０２号研修室

労働者数50人未満事業場のメンタルヘルス対策の取組について 土田　晶子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ４

5月21日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

新館５階第１３研修室

メンタルヘルス指針と働き方改革
働き方改革で労働者の健康リスクを軽減し、メンタルヘルス対策に取り組むための

ポイントについてご説明します。

小林　培美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　社会保険労務士

Ｂ５

6月5日（水）
14：00～16：00
金沢市ものづくり会館
２階第１研修室

メンタルヘルス対策研修　セルフケア
ストレスからメンタルヘルス不調にならないためには、まず自分でストレスに気づくことが

大事です。自分の心を自分で守るためにどうすれば良いかを一緒に考えます。

上田  範子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　臨床心理士

Ｂ６

6月11日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第６研修室

心の健康づくり計画の策定　～助成金制度の有効活用～
「心の健康づくり計画」はメンタルヘルス対策の第一歩です。「心の健康づくり計画助成

金」の制度に乗った計画を策定すると、実効性の高い計画になります。既存の福利厚生
施策や安全衛生計画等も活用して全社の総合的な体系として推進し、快適職場づくりを

実現しましょう。

岸　弘市
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ７

6月19日（水）
14：00～16：00
金沢市異業種研修会館

１階第１研修室

新入社員編メンタルヘルス不調・早期退職
入社したばかりなのに、メンタルヘルス不調になったり、退職を申し出て来たり担当者が
戸惑うことがあります。グループで事例を基に対処や予防について検討します。

土田　晶子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ８

6月25日（火）
14：00～16：00
金沢市異業種研修会館

１階第１研修室

カウンセリングスキルを身につける　Ⅰ
職場の内外において同僚や部下などが不安や悩み・問題を抱えているときに、上手に

話を聴くことができれば、彼ら自身がその問題に向き合い理解し主体的に対応していけ

るように導くことができます。その傾聴のスキルを基本的な部分から学習します。

中川　真由美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ９

7月2日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第６研修室

ストレスチェック後の集団分析の見方と職場環境改善
集団分析のチャート表の見方や活用について、事例をもとにグループワークを行い、

職場環境の改善について考えます。

小林　培美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　社会保険労務士

Ｂ１０

7月9日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第６研修室

コミュニケーションスキルの向上　～対人関係はこれで鬼に金棒～
ストレスの原因には人間関係が大きく関わっています。人生いつも気の合う人とばかり

出会うとは限りません。苦手な人とも上手に付き合うことができれば鬼に金棒です。
コミュニケーションは見違えるように改善され、持てる自分の能力を存分に発揮できるよ

うになります。

岸　弘市
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ１１

7月16日（火）
14：00～16：00
金沢市ものづくり会館

２階第１研修室

メンタルヘルス対策研修
高ストレス者がうつ病や適応障害にならないためにうつ病や適応障害の理解を深めるこ
とで、高ストレスになっている人たちが、出しているＳＯＳに気づきやすくなります。うつ病

などの予防や対処法について一緒に考えます。

上田  範子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　臨床心理士

Ｂ１２

7月17日（水）
14：00～16：00
金沢市異業種研修会館

２階第４研修室

扱いにくい社員編メンタルヘルス不調や発達障害の疑い・攻撃的な場合
メンタルヘルス不調を訴えているが、背景に発達障害的な問題や攻撃的な問題が隠れ

ている場合など対処が上手くいかない場合があります。グループで事例を基に対処につ

いて検討します。

土田　晶子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ１３

7月30日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第６研修室

カウンセリングスキルを身につける　Ⅱ
逐語録を使い基本スキルの確認と相手の心情を理解するワークを実施します。

また、各ケースでの対応についてのワークショップを実施します。

中川　真由美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ１４

8月6日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第８会議室

ハラスメント対策とメンタルヘルス問題
ハラスメントがメンタルヘルス不調に大きな影響を与えることを認識し、ハラスメント関係

の判例をもとに企業が取り組むべき対策について考えます。

小林　培美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　社会保険労務士

Ｂ１５

8月7日（水）　【注：会場変更】

14：00～16：00
矢田郷地区コミュニティセンター

２階第１会議室

メンタルヘルス対策研修　発達障害の労働者への対応について
会話がうまくかみ合わない、指示が伝わらない、発達障害？と思うことがあります。発達
障害の理解を深めていただき対処方法を一緒に考えます。

上田  範子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　臨床心理士

Ｂ１６

8月27日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

新館５階第１３研修室

ストレスチェックの集団分析を活用した職場環境改善
これからはじめる職場環境改善～スタートのための手引～を説明します。

榮山　真希子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ１７

8月29日（木）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

本館３階第６研修室

職場におけるアルコール・ギャンブル依存対策について 奥田　宏
　金沢工業大学大学院
　心理科学研究科　教授

終了しました。

終了しました。

終了しました。

終了しました。

終了しました。

終了しました。

終了しました。

終了しました。

終了しました。



◇メンタルヘルス研修 令和元年７月８日修正版

番号 日時・場所 研修テーマー等 講　　師

Ｂ１８

9月10日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

本館３階第６研修室

メンタルヘルス不調者の休職と職場復帰、労災認定基準について
メンタルヘルス不調者が休職した場合や職場復帰するまでの流れについて、職場復帰
プログラムの作成や社内規定の整備、労災保険の認定基準についてご説明します。

小林　培美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　社会保険労務士

Ｂ１９

9月17日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

本館３階第６研修室

カウンセリングスキルを身につける　Ⅲ
事例検討を実施します。課題にそってロールプレイングを実施して、小グループで実際

に体験しながらスキルを身につけます。

中川　真由美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２０

9月18日（水）
14：00～16：00
金沢市異業種研修会館
２階第４研修室

事例検討　PCAGIP（ピカジップ）法による事例検討
既存の事例検討とは違った新しい方法です。事例提供者に役立つヒントが得られるのが
特徴です。安心した雰囲気で、参加者の事例をメンバーと共同で解決の方向性を検討し

ます。

土田　晶子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２１

10月15日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第６研修室

ラインケアの大事なポイント　～管理監督者のためのメンタルヘルス～
良いマネージメントをするために、管理監督者にはリーダーとして部下や仲間の気持ち

を理解する能力が欠かせません。「４つのケア」の要めとしてラインケアの重要な役割を
担うとともに、自分自身のセルフケアにも留意しなければなりません。この両面から

メンタルヘルス対策を考えます。

岸　弘市
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２２

10月16日（水）
14：00～16：00
金沢異業種研修会館

１階 第１研修室

休職・復職偏メンタルヘルス不調で休職・復職の繰り返しをする場合、長期

休職をする場合
メンタルヘルス不調で、休職・復職を繰り返したり、長期に休職したり、理由が分からず
対応に苦慮する場合があります。グループで事例を基に検討します。

土田　晶子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２３

10月23日（水）
14：00～16：00
小松商工会議所

４階４０２号研修室

「ストレスチェックとその後の職場環境改善への取り組み方を学ぶ」
ストレスチェックのスタートの仕方、実施とその後の職場環境改善への流れ、並びに

集団分析結果等の活用事例を学びます。グループワーク、参加者相互の意見交換

も併せて行い、自社活動のヒントを持ち帰っていただくことをめざします。

古川　眞之祐
　産業カウンセラー

Ｂ２４

11月12日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第６研修室

健康経営で企業の繁栄　～メンタルヘルス対策の大事なポイント～
健康経営は今や経営者・労務管理担当者にとってメンタルヘルス対策を超えた必須の

経営課題です。社員のモチベーションアップ、心身健康な社員に支えられる活力ある企
業経営をするために、生産性向上の側面からも今や最重要課題になった健康経営につ

いて学びます。

岸　弘市
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２５

11月26日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

本館３階第６研修室

労働者数50人未満事業場のメンタルヘルス対策の取組について 小林　培美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　社会保険労務士

Ｂ２６

11月27日（水）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

新館５階第１３研修室

カウンセリングスキルを身につける　Ⅳ
過去の経験や価値観から生まれる思考についての理解を学習します。
この思考の偏りが不安や悩みを生む場合があることを理解し、思考を少し変換すること

で気持ちが楽になりプラスの行動につながる認知療法を学習します。

中川　真由美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２７

12月10日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

本館３階第６研修室

職場復帰支援プログラムで人材活用
心の健康問題の発生過程には個人差が多いため、職場復帰支援は必要と思っていて

も、どうしたらよいかわからない企業が多いようです。個別事情に応じつつ組織的に無理

なく効果的なプログラムを作成し、貴重な人材を活かしましょう。

岸　弘市
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ２８

12月１2日（木）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階第６研修室

１部：各種ハラスメントに関する規制と防止対策について

２部：ハラスメントによるメンタルヘルス不調と事後措置について

１部：石川労働局　担当官
２部：小林　培美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　社会保険労務士

Ｂ２９

1月14日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

本館３階第６研修室

カウンセリングスキルを身につける　Ⅴ
仕事で行き詰まりを感じる、モチベーションが上がらない、話を聴くとそのような悩みが結

構多いです。目的を見失っている時はしっかりと話しを傾聴し、そこにコーチングのスキ
ルを加えることで見失っていた自身の方向性を再度確認できるものです。本研修では

コーチングスキルを少々加えたカウンセリングスキルを身につけます。

中川　真由美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ３０

1月29日（水）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

本館３階第６研修室

メンタルヘルス対策研修　発達障害の労働者への対応について
会話がうまくかみ合わない、指示が伝わらないなど、発達障害を疑うことがあります。
発達障害の理解を深めていただき対処方法を一緒に考えます。

上田  範子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員
　臨床心理士

Ｂ３１

2月25日（火）
14：00～16：30
小松商工会議所

４階４０２号研修室

１部：自殺防止対策について

２部：メンタルヘルス対策における管理監督者の役割

１部：小山　善子
　石川産業保健総合支援ｾﾝﾀｰ

  所長  精神科医

２部：古川　眞之祐
　産業カウンセラー

Ｂ３２

2月26日（水）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

（予定）

ストレスチェックの集団分析を活用した職場環境改善
これからはじめる職場環境改善～スタートのための手引～を説明します。

榮山　真希子
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

Ｂ３３

3月10日（火）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター

（予定）

１部：自殺防止対策について

２部：メンタルヘルス対策における管理監督者の役割

１部：小山　善子
　石川産業保健総合支援ｾﾝﾀｰ

  所長　 精神科医

２部：小林　培美
　ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ担当相談員

　社会保険労務士



◇産業看護研修 令和元年７月８日修正版

番号 日時・場所 研修テーマー等 講　　師 対象者

Ｃ１

6月15日（土）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階 第８会議室

石川県産業看護研究会
活動報告＆計画学会報告等
① 「石川県産業看護研究会活動報告・計画・学会
　　報告等ついて」
②事例相談＆意見交換会

亀田　真紀
産業保健専門職

保健師

産業看護職
　（保健師・看護師）

Ｃ２

7月6日（土）
13：30～16：30
金沢勤労者プラザ
４階 ４０４研修室

産業保健師活動のポイント
産業保健師の役割と強み
『産業保健師活動のポイント』 part2

柴田　英治
愛知医科大学

公衆衛生学教室
教授

産業看護職
　（保健師・看護師）

Ｃ３

8月3日(土)
13：30～16：30
石川県地場産業振興センター
本館３階 第４研修室

メンタルヘルス対策
　マインドフルネスを含む自己調整機能の促進
 ～いろいろなリラクセーションを試してみよう～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【定員30名】

塩谷　亨
金沢工業大学

心理科学研究科
教授

産業看護職
　（保健師・看護師）

産業医【単位申請予定】

Ｃ４

9月28日（土）　【注：会場変更】

13：30～16：30
石川県地場産業振興センター
新館５階 第13研修室

治療と仕事の両立支援
①がん治療の状況と職場復帰
②両立支援の概要
③両立支援の事例紹介

元雄　良治
金沢医科大学
腫瘍内科学

教授

産業看護職
　（保健師・看護師）

産業医【単位申請予定】

産業保健担当者

Ｃ５

10月29日（火）
14：00～16：00
金沢勤労者プラザ
４階 ４０４研修室

運動指導の進め方
～デスクワークが多い方向け～

漆崎　由美
運動療法士
㈲パワーリンク

代表取締役

産業看護職
　（保健師・看護師）

産業保健担当者

Ｃ６

11月21日（木）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階 第６研修室

産業看護職が知っておきたい安衛法関係法令
産業看護職が知っておくべき安衛法関係法令
の紹介と説明

越川　昌明
労働衛生専門職

産業看護職
　（保健師・看護師）

産業保健担当者

Ｃ７

1月25日（土）
14：00～16：00
石川県地場産業振興センター
本館３階 第６研修室

産業保健活動のまとめと評価
1年の活動のまとめと評価と、ふり返りの場とする。
事例相談＆意見交換会

亀田　真紀
産業保健専門職

保健師

産業看護職
　（保健師・看護師）

終了しまし

終了しまし





　　●　ご記入いただいた個人情報は研修申込み以外に使用することはありません。

業　種

事業内容

所在地
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労働者数 　概算     　　　　　　　名

　ＴＥＬ　

ＦＡＸ
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※日本医師会産業医生涯研修の認定単位について、研修案内に明示されていない場合は付与されていませんのでご留意ください。

質問のある上記の研修番号 質問したい内容

　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　（　　　）　

（記入例）　　A　１

受講希望の研修開催日 備考受講希望の研修番号
（研修一覧の左端の記号番号を記入）

（記入例）　 　２０１９　年　　　 ４　　 月　　　　 １　　日　　（ 月 ）

　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　（　　　）　

　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　（　　　）　

　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　　（　　　）　

産業保健研修会受講申込について

１　産業医　　　　２　保健師 　　　３  看護師
４　事業主　　　　５　労務管理担当者
６　衛生管理者　７　産業保健関係機関
８　労働者
９　その他（　 　　　　　　　　　　　　　 　）

該当するものに○を付けてください

　　●　FAX送付先：石川産業保健総合支援センター　　ＦＡＸ番号：０７６（２６５）３８８７
　　●　研修日が近くなりましたら受講票をFAXでお送りしますので、FAX番号の記入をお願いします。

事業場の名称
または

団体等の名称

産業保健研修会　受講申込票（FAX利用）　

研修の申込は当センターのホームページからお願いします

フ　リ　ガ　ナ

インターネットが利用できない環境下にある方は、以下の受講申込票（FAX利用）によりお申し込みください。

 申込者
氏　　　名

　　

独立行政法人 労働者健康安全機構 石川産業保健総合支援センター
〒920-0031  金沢市広岡３丁目１番１号 金沢パークビル９階 ＴＥＬ ： ０７６－２６５－３８８８ ＦＡＸ ： ０７６－２６５－３８８７

ＵＲＬ ： ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｓｈｉｋａｗａｓ．ｊｏｈａｓ．ｇｏ．ｊｐ

● 申込方法 ： 当センターのホームページにアクセスして

左列3行目【研修・セミナー】 → 【研修会一覧・お申込フォーム】 → 【産業保健研修会】

受講希望の研修会を選択 → 下欄のフォームに必要事項を入力のうえ確認画面から送信してください。

● 注意事項 ： 研修申込後のキャンセルは、早めに必ずご連絡ください。研修会は資料代金等をいただかずに運営して

いますので、無駄な資料作成とならないようご協力をお願いいたします。

なお、事前連絡がなく、キャンセルされた方は、次回からの受講をお断りする場合があります。

検 索石川産業保健総合支援センター

インターネット検索

受講は無料です！


