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メールマガジンを受信していただきありがとうございます。 

 

山梨産業保健総合支援センターでは、健康で安心して働ける職場づくりを支援するため産 

業保健関係者等からの専門的相談や研修・セミナーの日程、有用な情報提供等についてホ 

ームページ、メールマガジン、情報誌『産業保健２１』等を通じて提供しています。 

当メールマガジンは、月１回程度、利用者の皆様にお届けしております。 

 

☆メールマガジンの登録（無料）は、下記によりお申込みください！ 

※  https://www.yamanashis.johas.go.jp/mailmagazine 
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【１】研修会・セミナー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  平成３０年度の研修計画を順次ご案内しております。今回は、平成３０年９月までの計 

画です。なお、上半期（４月～９月）下半期（１０月～３月）の研修会・セミナーの予定 

表については、ホームページに掲載していますので「研修会のご案内」でご確認ください 

[ http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar ] 

   

 当センターでは、皆様方の参加をお待ちしております。受講は無料です。 

 参加ご希望の方は、次の方法によりお申込みできますのでご利用ください。 



 1.電子メール（各研修の欄に添付しているアドレスからホームページにアクセスし 

        Ｗｅｂページから送信） 

 2.ＦＡＸ（チラシやホームページ等に掲載している申込用紙を利用し送信） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

【Ａ】一般研修（労働衛生・法律・保健指導等） 

------------------------------------------------------------------------------- 

■「睡眠と健康について」 

  ～働く人のために～ 

  内容 睡眠不足や睡眠の質の悪化は、生活習慣病や心の病のリスクにつながります。 

     また、睡眠不足等に起因する作業ミスや事故も多く発生しています。そこで、 

     良質な睡眠を得るための生活習慣や睡眠環境について研修します。 

  日時 平成３０年９月５日（水）１４時～１６時 

  講師 宮村 季浩「山梨大学医学部 教授」 

          （労働衛生コンサルタント・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・実地 ３単位 

    申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3491 

 

■「肥満予防の重要性」 ※研修内容は、昨年度と同様になります。 

  ～②運動の観点から～ 

  内容 食生活・運動などの生活習慣病との関連が深い生活習慣病と健康に関する科学 

     的な根拠を示しながら、日常生活での健康の維持・増進について解説します。 

  日時 平成３０年９月１８日（火）１４時～１６時 

  講師 小田切 陽一「山梨県立大学 教授」 

           （産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 

    申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3507 

 

■「Life is motion 生きることは動くこと！」 

  ～健康寿命の延伸のために動くことからはじめよう～ 

  内容 ＜認知症＞ 

     健康寿命を奪う３大原因は、認知症、脳血管疾患、そして運動器疾患（転倒・ 

     骨折、関節疾患等）です。これらを予防するためには、古くから指摘されてい 

     るように「運動・栄養・休養」の３つが重要です。特に現在は、「運動」＝ 

     「動くこと」の意味を再認識すべき時です。人間は「動物」であることを、改 

     めて考えてみましょう。３回の研修を実施し、それぞれの疾患の重み付け（運 



     動との関係）を少しずつ変えて行います。 

     具体的には、１.認知症（９月２５日）、２.脳血管疾患（１０月１５日） 

     ３.運動器疾患（１２月２０日）です。  

  日時 平成３０年９月２５日（火）１４時～１６時 

  講師 小山 勝弘「山梨大学大学院 教授」 

          （産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 

    申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3509 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

【Ｂ】衛生管理者等レベルアップ研修１９７～１９９ 

------------------------------------------------------------------------------- 

■「簡易測定器の使用方法」＜１９７＞ 

  内容 騒音計、デジタル粉じん計及び照度計等の簡易測定器の使用方法を実地方式に 

     より学びます。 

  日時 平成３０年８月３１日（金）１４時～１６時 

  講師 望月 明彦「山梨厚生病院 予防医学センター 調査役」 

          （労働衛生コンサルタント・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・実地 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3472 

 

■「労働安全衛生法の理解を深める」＜１９８＞ 

  ～法律の趣旨、体系や法律の読み方を理解する～ 

  内容 労働安全衛生法は、昭和 47 年（1972 年）に制定されて以来、４６年が経ちま

し 

     た。その間、重大な労働災害の発生や社会情勢の変化に対応するため、数多く 

     の法律改正が行われ、省令や告示の新設、改正は数えきれないくらい行われま 

     した。労働安全衛生法と関連の政省令、告示等はますます複雑膨大になってき 

     ています。労働安全衛生法の理解を深めていただくために、法令はどのような 

     プロセスを経て制定されるのかを説明した上で、労働安全衛生法の趣旨、体 

          系、改正の歴史や法律の読み方を分かりやすく解説します。同法の第 7章「健 

          康の保持増進の措置」については、詳しく解説します。 

  日時 平成３０年９月２６日（水）１４時～１６時 

  講師 雨宮 隆浩「雨宮労務管理事務所 所長」 

          （特定社会保険労務士・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 



  日医認定産業医単位：生涯・更新 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3514 

 

■「労働衛生管理の基本と災害事例について」＜１９９＞ 

  内容 快適職場の形成・維持向上に必要な労働衛生管理の基本について解説するとと 

     もに、改善事例、災害事例、労働安全衛生配慮義務、等を紹介します。 

  日時 平成３０年９月２７日（木）１４時～１６時 

  講師 森 博幸「森労働衛生コンサルタント事務所 所長」 

         （労働衛生コンサルタント・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3515 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

【Ｃ】事業者・労働者向けセミナー 

------------------------------------------------------------------------------- 

■「腰痛借金と腰痛対策」 

  内容 腰痛は体に溜め込まれた借金であり、この借金が積み重なるとぎっくり腰やヘ 

     ルニアが起きる可能性が高くなるといわれています。この負債を作る職場や日 

     常生活での姿勢・動作を検討します。また、腰痛対策として自分でできる具体 

     的方法について実践していただきます。 

  日時 平成３０年８月２４日（金）１４時～１６時 

  講師 西條 富美代「帝京科学大学医療科学部理学療法科 准教授」 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・実地 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3469 

 

■「基礎から始めるメンタルヘルスの進め方」 

  内容 厚生労働省が策定している「第１３次労働災害防止計画」には、２０２２年ま 

     でにメンタルヘルスに取り組んでいる事業場の割合を８０％以上とする目標を 

     掲げています。それでは何から始めたらいいでしょうか？「労働者の心の保持 

     増進のための指針」（メンタルヘルス指針）に基づき、具体的な実施内容を解 

     説します。 

  日時 平成３０年８月２９日（水）１４時～１６時 

  講師 塚原 正明「社会保険労務士法人 ウェルビーイング 代表社員」 

          （特定社会保険労務士・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 



  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3471 

 

■「仕事と糖尿病の治療について」 

  内容 平成２８年「国民健康・栄養調査」によると、わが国における２０歳以上の約 

     ５人に１人は糖尿病が疑われながら、その１／４は治療を受けていない、ある 

     いは以前治療を受けていたが中断しているとされ、特に就労年齢層の糖尿病治 

     療を継続するためには、患者、医療機関のみならず、就労先の糖尿病に対する 

     理解と協力も必要となります。 

     一方、労働者健康安全機構における平成２１年度から５年間に渡り取り組んで 

     きた「糖尿病における就労と治療の両立・職場復帰支援の研究」によると、就 

     労と治療の両立を図る上での患者、主治医、企業の連携が不十分であることを 

     示唆する調査結果が得られています。 

     ついては、糖尿病患者が復帰や働き続けることができるよう、職場等における 

     糖尿病患者等への理解や相談支援体制の充実を図るきっかけとなるようセミナ 

     ーを開催します。 

  日時 平成３０年９月６日（木）１４時～１６時 

  講師 中里 稔「中里内科クリニック 院長」 

  会場 甲府市総合市民会館 大会議室 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3493 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

【Ｄ】メンタルヘルス研修 

-------------------------------------------------------------------------------- 

■「小規模事業場におけるメンタルヘルス担当者のための研修」 

  ～ラインケアも含めて～ 

  内容 ５０人未満の事業場では、ストレスチェック制度の実施は努力義務となりまし 

     たが、職場におけるメンタルヘルス推進については、今後、ストレスチェック 

     実施をすることが契機となることが予測されます。また、電話相談では、小規 

     模ゆえに、大規模事業場とは同じように動けないとのメンタルヘルス担当者の 

     声が聞かれます。そこで、小規模事業場ゆえの特性を確認しながら、有効なメ 

     ンタルヘルスのあり方を説明していきます。 

  日時 平成３０年７月３１日（火）１４時～１６時 

  講師 長田 暢子「（株）グリーンハート 代表取締役」 

          （臨床心理士・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3448  



 

■「日常でも使える動機づけ面接法！」 

  内容 動機づけ面接は、従来の行動療法及び来談者中心療法を科学的に分析すること 

     から生まれました。喫煙、飲酒、ギャンブルなど来談者がやめたくてもなかな 

     かやめられない問題に対して、より健康的な行動がとれるように動機付けてい 

     く面接手法です。医療・保健・産業の場での対応にご利用ください。 

  日時 平成３０年８月３日（金）１４時～１６時 

  講師 笠井 正一 （臨床心理士、産業カウンセラー） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・実地 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3457 

 

■「ストレスチェック制度」 

  ～実施準備から事後措置まで～ 

  内容 平成 27年 12月 1日に施行された「ストレスチェック」について、改正労働安

全 

     衛生規則等を踏まえ、ストレスチェック制度の趣旨、実施方法、面接指導及び 

     労働者の健康情報の保護等について解説します。 

  日時 平成３０年８月７日（火）１４時～１６時 

  講師 長田 暢子「（株）グリーンハート 代表取締役」 

          （臨床心理士・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・更新 ３単位 

    申込  http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3463 

 

■「職場のパワーハラスメント防止の取り組み」 

  ～お互いを尊重しあって、働きやすい・風通しの良い職場を作るために～ 

  内容 「平成 28 年度個別労働紛争解決制度施行状況」によれば、「いじめ・嫌がらせ 

     に関するものが依然として最も多く」と報告されています。  パワーハラス 

     メント防止対策に取り組むことは、より働きやすい・風通しのよい職場環境を 

     作ることにつながります。職場全体が活性化し、働く人の仕事への意欲や生産 

     性の向上にも寄与するでしょう。 

      本講では、パワーハラスメント防止対策について事例も交えながらお話しま 

          す。  

  日時 平成３０年８月２１日（火）１４時～１６時 

  講師 八巻 俊道（社会保険労務士・メンタルヘルス対策促進員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 



  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3468 

 

■「職場のメンタルヘルス」 

  ～知っておきたい認知症の基礎知識～ 

  内容 認知症に対する理解を深めておくことは職場のメンタルヘルスにおいても重要 

     です。本セミナーでは、認知症の症状や治療、周囲の人の心がけ等について解 

     説します。 

  日時 平成３０年９月１３日（木）１４時～１６時 

  講師 平田 卓志「山梨大学医学部 助教」 

          （精神科医師・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター １階 研修室Ⅱ 

  日医認定産業医単位：生涯・実地 ３単位 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3501 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

【Ｅ】産業保健関係者事例検討会 

-------------------------------------------------------------------------------- 

■「職場のメンタルへルス相談員研修（事例検討）」＜Ⅲ期シリーズ：４回＞ 

  内容 職場でのメンタルヘルスの相談に携わっている方々を対象に、よりステップア 

     ップした技量の習得を目指し、事例を基に検討します。様々なケースによる 

     「相談対応力の強化」に着目し、メンタルヘルスケア推進のための相談対応の 

     実践力を習得していただきます。 

  講師 菅 弘康「すげ臨床心理相談室 所長」 

         （臨床心理士・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター 1階 研修室（2階 会議室） 

  日医認定産業医単位：生涯・実地 ３単位 

  

 ※原則シリーズ（４回）となりますが、個別での申し込みも可能です。 

 

【シリーズⅡ】  

 ☆Ⅱ－１回目  

  日時 平成３０年 ８月 ８日（水）１４時～１６時３０分 

   申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3465 

 

 ☆Ⅱ－２回目 

  日時 平成３０年 ９月１２日（水）１４時～１６時３０分 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3499 

 



実施予定日程 

 ☆Ⅱ－３回目 

  日時 平成３０年１０月１０日（水）１４時～１６時３０分 

 ☆Ⅱ－４回目 

  日時 平成３０年１１月１４日（水）１４時～１６時３０分 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

【Ｆ】産業カウンセリング研修 

------------------------------------------------------------------------------- 

■「産業カウンセリング研修（企業内担当者育成）」＜Ⅱ期シリーズ：４回＞ 

  ～ストレスチェック制度の実施に伴い、現場で使える実践的な傾聴力を高める～ 

  内容 現場における人間関係構築のための傾聴について演習を通して学んでいただき 

     ます。このことは、職場のコミュニケーションを円滑にしていくためにも効果 

     的です。 

  講師 中村 幸枝「エヌ心理研究所 所長」 

          （産業カウンセラー・産業保健相談員） 

  会場 山梨産業保健総合支援センター 1階 研修室（2階 会議室） 

  日医認定産業医単位：生涯・専門 ３単位 

 

 ※原則シリーズ（４回）となりますが、個別での申し込みも可能です。 

 

【シリーズⅡ】 

 ☆Ⅱ－１回目 

  日時 平成３０年 ９月２１日（金）１４時～１６時３０分 

  申込 http://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/3508 

 

実施予定日程 

 ☆Ⅱ－２回目 

  日時 平成３０年１０月１９日（金）１４時～１６時３０分 

 ☆Ⅱ－３回目 

  日時 平成３０年１１月１６日（金）１４時～１６時３０分 

 ☆Ⅱ－４回目 

  日時 平成３０年１２月２１日（金）１４時～１６時３０分 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【２】産業保健トピックス 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

◆「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更に係る閣議決定（厚生労働省） 



  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html 

 

◆平成 30年度 「全国労働衛生週間」（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170527_00001.html 

 

◆平成 29年度「過労死等の労災補償状況」（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00039.html 

 

◆働き方改革関連法案成立【平成 30年 7月 6日公布】（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

  概要：https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf 

  法律条文：https://www.mhlw.go.jp/content/000307765.pdf 

  法律新旧対照条文：https://www.mhlw.go.jp/content/000307766.pdf 

 

◆平成 29年度個別労働紛争解決制度の施行状況（厚生労働省） 

  ～総合労働相談は 10年連続 100万件超、内容は「いじめ・嫌がらせ」が６年連続トップ

～ 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219.html 

 

◆膵がんと放射線被ばくに関する医学的知見を公表（厚生労働省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212977.html 

 

◆改正健康増進法が成立、受動喫煙防止対策を強化（厚生労働省） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【３】アラカルト 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆山梨産業保健総合支援センターに常勤保健師を配置 

 平成３０年７月１日付けで保健師（名称：産業保健専門職）を当センターに配置し、 

産業保健活動総合支援事業を実施しています。 

 両立支援における個別調整支援や小規模事業場への訪問指導、新規事業場の開拓を地 

域窓口との連携により推進していくことが主な業務となっています。 

 皆様の幅広いご利用をお待ちしています。 

 

●平成 30年度版産業保健関係助成金（独立行政法人労働者健康安全機構） 

 労働者健康安全機構では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健 

康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業 



保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること並びに小規模事業場 

の事業者及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図る 

ことを目的とした事業を行っております。 

 その事業の一部として平成２７年度より「ストレスチェック助成金」事業が開始され、 

平成２９年度からは産業保健関係助成金として「ストレスチェック助成金」「職場環 

境改善計画助成金」「心の健康づくり計画助成金」「小規模事業場産業医活動助成金」 

が実施されました。  

 平成３０年度は「心の健康づくり計画助成金」の対象を従来の「企業本社」に「個 

人事業主」を加え、また「小規模事業場産業医活動助成金」を「産業医コース」「保 

健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の３つのコースに分け、対象範囲を拡 

大しました。   

 職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。 

  https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1253/Default.aspx 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【４】産業保健相談員の窓 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

今回はお休みです。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【５】図書・研修用機器の貸出 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 当センターでは、産業保健をはじめとした図書・研修用機器等について無料で貸出を  

行っています。 

 初めてご利用になる方は利用者登録が必要になりますので、運転免許証、名刺等身分 

の確認できるものをご持参の上、当センターで手続きをお願いします。 

 

 図書・研修用機器の貸出については下記のアドレスからアクセスしてください。 

http://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/1200 

  

※ビデオ・ＤＶＤにつきましては、平成２１年１２月１７日をもって貸出を終了いた 

しました。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【６】新着図書のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【今月の新着図書】 

●今月はありません。 



 

貸出検索・貸出状況はこちらから 

http://www.yamanashis.johas.go.jp/rent/1867 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【７】ご相談・ご質問コーナー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  当センターでは、産業医や事業所の労務管理者等の方が産業保健活動を実践する上 

での様々な問題に関するご相談・ご質問を窓口（予約面談）・電話・Ｅメール等で受 

付・対応しています。各専門分野の産業保健相談員を中心に、解決方法等を助言させ 

ていただきます。ご利用は無料となっていますので、どうぞお気軽にご利用ください。 

 

産業保健相談員来所日（平成３０年８月） 

 □産業医学 

   平成３０年８月２２日（水）１３時３０分～１６時３０分 井上 

   平成３０年８月 １日（水）１０時～１３時 岡本 

   平成３０年８月 ９日（木）１５時～１７時 刑部 

   平成３０年８月１５日（水）１０時～１２時 金子 

 □労働衛生工学 

   平成３０年８月２８日（火）１３時３０分～１６時３０分 望月  

 □保健指導 

   平成３０年８月２７日（月）１５時～１７時 小田切 

 □メンタルへルス 

   平成３０年８月１６日（木）１４時～１７時 平田 

 □カウンセリング 

   平成３０年８月 １日 ８日１５日２２日２９日（水）１３時～１６時 後藤 

   平成３０年８月 ３日 ６日１７日２４日３１日 １３時～１６時 中村 

 

相談日について 

http://www.yamanashis.johas.go.jp/consultation/1171 

 

◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇+◇ 

 

☆★寄せられた質問から★☆ 

 今回はお休みです。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【８】編集後記（雑記） 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

夏休みの時期となりました。各地で花火大会が開催されます。 

３０年程前に初めて諏訪湖の花火大会を見て以来、これを超える花火大会を知りません。 

ドーンとお腹に響く迫力、色鮮やかな特大花火がこれでもかこれでもかと頭上で迫って 

来る様は圧巻です。ドーンという大音響と夜空を彩る色鮮やかな花火を見上げていると、 

しみじみと平和であることのありがたみを感じます。 

さて、７月中旬以降、猛暑が続いておりますが、熱中症対策は万全ですか？ 

事業場における熱中症対策はもとより、お一人お一人が健康管理に十分注意して、 

水分や適切な塩分補給など心がけましょう。 

「【３】アラカルト」でご紹介しましたが、７月より当センターに新規職員が配置され 

ました。どうぞよろしくお願いします。 
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