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【１】研修会・セミナー   
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●研修会参加者に重要なお知らせ（研修会の中止等）● 

 山梨県に「まん延防止等重点措置」が８月２０日（金）から９月１２日（日）まで適用 

されました。この期間に予定していました研修・セミナーは、参加者及び関係者の健康・ 

安全面を第一に考慮し、オンライン研修を除き中止とさせていただきます。なお、９月２ 

日「治療と仕事の両立支援セミナー」は集合研修を中止とし、オンライン参加のみとなり 

ます。 

 既にお申し込みの皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願 

いいたします。 

 

「研修のご案内」にて、下半期の研修の確認ができます。ご利用ください。 

https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar 

 

産業医の皆様へ 



 集合研修は、日医認定産業医研修＜生涯研修＞の単位が取得できます。オンライン研 

修は単位の取得はできません。 

 

９月・１０月の研修 

★オンライン（Zoom）研修★ 

〔８〕両立支援 

  題目 治療と仕事の両立支援セミナー 

    「不妊治療と仕事の両立支援」 

 日時 令和３年９月２日（木）  １４時～１６時３０分 

 講師 【第１部】両角 未央（このはな産婦人科/助産師） 

    【第２部】岸田 乃里子（両立支援促進員/社会保険労務士） 

    【第３部】両立支援に取り組んでいる県内事業所 

    【第４部】上野 由佳（山梨労働局 雇用環境・均等室長） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5141 

 

〔７〕保健指導 

 題目 第４回産業看護職セミナー 

    健康教育の企画を立てる時に使える！「行動変容の理論」 

 日時 令和３年１０月７日（木） １４時３０分～１７時 

 講師 鈴木 孝太（愛知医科大学 教授/産業保健科学センター長） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5188 

 

★集合研修★ 

 [２]産業医学(有害業務) 

  題目 「令和３年度石綿関連疾患診断技術研修」 

 日時 令和３年１０月２２日（金）  １４時～１６時 

 講師 松尾 正樹（中部労災病院 副院長） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5199 

 

 [４]メンタルヘルス 

  題目 「適応障害と職場復帰への対策」 

 日時 令和３年９月２２日（水）  １４時～１６時 

 講師 後藤 由美子（産業保健相談員/公認心理師） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5149 

 

  題目 「管理監督者向けメンタルヘルス教育」 

 日時 令和３年１０月２６日（火）  １４時～１６時 

 講師 長田 暢子（産業保健相談員/公認心理師） 



 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5204 

 

〔５〕労働衛生関係法令  

 題目 「知っておきたい過労死等の現状と労災認定について」 

 日時 令和３年９月１４日（火） １４時～１６時 

 講師 佐々木 貴子（山梨労働局 労災補償課 監察官） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5146 

 

 題目 「採用から退職までの安全衛生を含めた労務管理について」 

 日時 令和３年９月２９日（水） １４時～１６時 

 講師 雨宮 隆浩（産業保健相談員/特定社会保険労務士） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5150 

 

 題目 「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」 

 日時 令和３年１０月１日（金） １４時～１６時 

 講師 岡村 光男（産業保健相談員/弁護士） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5187 

 

〔６〕カウンセリング  

 題目 「産業カウンセリング研修」～職場におけるカウンセリングの技法を学ぶ～ 

     ＜Ⅱ期シリーズ：4回＞Ⅱ期－１回目 

 日時 令和３年９月１７日（金） １４時～１６時３０分 

 講師 中村 幸枝（産業保健相談員/産業カウンセラー） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5145 

 

 題目 「産業カウンセリング研修」～職場におけるカウンセリングの技法を学ぶ～ 

     ＜Ⅱ期シリーズ：4回＞Ⅱ期－２回目 

 日時 令和３年１０月１５日（金） １４時～１６時３０分 

 講師 中村 幸枝（産業保健相談員/産業カウンセラー） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5192 

 

〔７〕保健指導 

 題目 「働く人の健康・体力づくり」 

 日時 令和３年１０月８日（金） １４時～１６時 

 講師 依田 武雄（産業保健相談員/健康運動指導士） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5190 

 

 題目 「飲酒と喫煙の科学」 



     ～健康生活のために知っておくこと～ 

 日時 令和３年１０月２７日（水） １４時～１６時 

 講師 小田切 陽一（産業保健相談員/山梨県立大学大学院 特任教授） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5205 

 

〔８〕両立支援 

 題目 治療と仕事の両立支援セミナー 

    「両立支援コーディネーターフォローアップ研修」 

 日時 令和３年１０月２７日（水） １４時～１６時 

 講師 雨宮 隆浩（両立支援促進員/特定社会保険労務士） 

    高野 和美（両立支援促進員/看護師） 

    山梨労働局 健康安全課 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5206  

 

〔９〕事業者向けセミナー  

 題目 「口からはじめよう！健康寿命の延伸」 

     ～健康寿命１００年時代！～ 

 日時 令和３年９月３０日（木） １４時～１６時 

 講師 新村 明子（歯科医師） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5151 

 

 題目 「若年性認知症セミナー＜仮称＞」 

 日時 令和３年１０月１５日（金） １５時３０分～１７時 

 講師 久保田 正春（日下部記念病院 院長） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5198 

 

〔１１〕産業保健関係者の事例検討  

 題目 「職場のメンタルヘルス相談員研修（事例検討）」 

     ＜Ⅲ期シリーズ：4回＞Ⅱ期ー３回目  

 日時 令和３年１０月１３日（水） １４時～１６時３０分 

 講師 菅 弘康（産業保健相談員/臨床心理士） 

 詳細・申込 https://www.yamanashis.johas.go.jp/seminar/5191 
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【２】産業保健トピックス 
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●「職場の健康診断実施強化月間」について（厚生労働省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20331.html 



 

●令和３年度両立支援コーディネーター基礎研修の第３回・第４回の募集を開始しました 

（労働者健康安全機構）～応募期間は 8/24(火)13 時から 9/6(月)17時まで～ 

 https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1968/Default.aspx 

 

●「令和３年豪雨災害等被災者のための心と健康の相談ダイヤル」の開設について 

 （労働者健康安全機構） 

 https://www.johas.go.jp/Portals/0/202108_gouukokorokenkousoudan.pdf 

 

●令和３年度「全国労働衛生週間」を１０月に実施（厚生労働省）（再掲） 

 ～今年のスローガンは「向き合おう！ こころとからだの 健康管理」～ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19768.html 

 

●予防接種健康被害救済制度について（厚生労働省） 

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

 

●新型コロナワクチン接種後の健康状況調査（厚生労働省）（更新） 

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

 

●新型コロナワクチンの開発状況について（厚生労働省）（更新） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00223.html 

 

●予防接種の実施に関する職域接種向け手引き（第３版）（令和 3年 8 月 3日）（厚生労働 

 省） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000789452.pdf 

 

◆新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）（更新） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 ◇新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ（山梨労働局）（更新） 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-

roudoukyoku/home/sintyaku_itiran_coronavirus.html 

◇新型コロナウイルス感染症に関する総合情報（山梨県）（更新） 

https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus.html 

  

 〇新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ（厚生労働省）（更新） 

  ⇒一般の方向けＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_000

01.html 



  ⇒医療機関・検査機関向け Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_000

04.html 

  ⇒企業（労務）方向け Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_000

07.html 

  ⇒労働者の方向け Q&A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_000

18.html 

     

◆山梨労働局管内おける労働災害の発生状況（山梨労働局） 

 〇労働災害発生状況（死傷災害比較表）｢令和 3年･令和 2年 1～7月｣（更新） 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-

roudoukyoku/jirei_toukei/saigaitoukei_jirei/toukei/5-1.html 

 〇死亡災害発生状況（更新） 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/jirei_toukei/saigaitoukei_jirei/5-

2.html 
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【３】アラカルト 
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★山梨県最低賃金は２８円の引き上げ（山梨地方最低賃金審議会が答申）（山梨労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-

roudoukyoku/news_topics/houdou/houdouR30805.html 

 

★全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました（厚生労働省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html 

 

★まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について（山梨県においても適用に 

 なりました）（山梨労働局） 

https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/kochoukin_tokurei_030819.html 

 

★長時間労働が疑われる事業場に対する令和２年度の監督指導結果を公表します（厚生労 

 働省） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20409.html 
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【４】産業保健相談員の窓 
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 このコーナーでは、作業環境測定士、労働衛生コンサルタント及び有害物関連の技能講 

習講師として、これまでいただいた様々なご質問の中から、労働衛生工学に関するもので 

皆様の参考になるのではと思われる事柄をＱ＆Ａ形式で掲載していきたいと考えておりま 

す。 

 

 ＜ケース３３＞ 衛生だけではだめですか！ 

 

          ～～～安全推進者～～～ 

 

Ｑ：飲食店の衛生担当です。衛生推進者講習を受講したところ、安全推進者も置いた方が 

 良いと言われました。何故ですか？ 

 

Ａ： 労働安全衛生法施行令第２条に掲げる特定の業種（例えば、「１号業種」の建設 

 業、「２号業種」の製造業）では、労働者数 10 人以上の規模の場合、安全の担当者とし 

 て、安全管理者又は安全衛生推進者が選任されています。それに対して「３号業種（例 

 えば、飲食店）」の事業場には、安全管理者や安全衛生推進者の選任等の義務付けがな 

 く、安全管理体制の構築に対して法令的に担保されていない現状にあります。とはい 

 え、休業４日以上の労働災害の３分の１を上回るものが３号業種において発生してお 

 り、これらの業種における安全管理体制の構築が急務となっています。 

  

  「第 13次労働災害防止計画」においては、この３号業種がそのほとんどを占める第三 

 次産業、とりわけ「飲食店、社会福祉施設及びその他の小売業」が労働災害削減の数値 

 目標を掲げた重点業種とされています。そこで、飲食店等の 3号業種に対して、安全推 

 進者を配置し、安全管理体制の充実を図ることなどを目的として「安全推進者の配置等 

 に係るガイドライン」が策定され、当該業種の事業場における労働災害防止が推進され 

 ています。 

 

  常時 10人以上の労働者を使用する飲食店等の事業場には「安全推進者」を配置して、 

 安全管理を担当させて下さい。また、常時使用する労働者が 50人を超える事業場や、労 

 働災害を繰り返し発生させた事業場についての「安全推進者」は、安全に対する知見を 

 少しでも多く有する者を配置する観点から、「安全衛生推進者」の資格を有する者又は 

 「労働安全コンサルタント」等を配置することが望ましいとされています。 

 

 ☆10人未満の場合の安全衛生は、事業主が担当しましょう。 

 

                   「産業保健相談員（労働衛生工学）」  

                      山梨厚生病院 予防医学センター  



                           調査役  望月 明彦 
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【５】産業保健専門職（保健師）よもやま話 
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 7月の産業看護職セミナーは、「発達障害特性を持つ労働者へのかかわりのヒント」に 

ついて、障害者職業センター主任カウンセラーの古野素子氏を講師にお迎えし、開催いた 

しました。 

 社会人になって「働く」ことで表面化する発達障害は、知的な障害を伴わないことがほ 

とんどで、かつて広範性発達障害やアスペルガー症候群と言われていた「自閉スペクトラ 

ム」や「注意欠陥多動性障害」が多く、発達障害は「スペクトラム＝連続体」であって、 

明確な境界線がなく、本人や周囲が「困っているか」が障害かどうかのラインになるの 

で、「みんなグレー」個性の濃いか薄いか、個性が目立つか目立たないかということであ 

る基本で脳のタイプ。少数派であるがゆえに能力が発揮できないというとらえ方、個々の 

特性はおかれている環境によって強みにも弱みにもなる。 

 

                        「産業保健専門職」  

                           保健師  小川 理恵 
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【６】センターからのご案内 
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★図書・研修用機器★ 

 〇貸出について 

  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、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。 

  詳細は、下記のアドレスから確認してください。 

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

 

★ご相談・ご質問の受付★ 

   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おりますので、お気軽にご連絡ください。 

 

  相談員と相談日はこちら 



   https://www.yamanashis.johas.go.jp/consultation/1171 
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【７】編集後記 
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 山梨県に「まん延防止等重点措置」が適用されました。期間は 8月 20 日から 9月 12日ま

で 

となっています。 

 「まん延防止等重点措置」は、政府の緊急事態宣言に至る前に感染拡大を抑えるため、 

今年 2月、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に新設されました。措置を発令する 

際は、専門家の意見を踏まえて首相が対象地域と期間を定めるとのことです。 

 さて、生産量日本一の『山梨のぶどう』の時季です。巨峰、シャインマスカット、ピオ 

ーネ、甲斐路、甲州など様々な品種がありとても楽しみです。 

 この時季は、知り合いなどから「ぶどう」をいただくなど、食べきれないことがありま 

すが、ぶどうの保存方法の基本は「洗わない」、「低温」とのことです。 

 保存する場合は、そのままキッチンペーパーや新聞紙で包んで冷蔵庫や冷暗所で保存す 

るようにしましょう。洗ってしまうと果実を覆う「ブルーム」と呼ばれる白い粉が落ちて 

しまい果実が乾燥して傷みやすくなってしまうこと、糖度が高く水分量が多いぶどうは、 

常温で置いておくと腐敗が進みやすかったり、カビが発生することもあるそうです。 

 これからの季節、『山梨のぶどう』を満喫しましょう！！ （小林） 

   

============================================================================= 

 メールマガジンに関するご意見・ご要望のある方、配信の解除をご希望の方は、ホーム 

ページ「お問い合わせフォーム」をご利用ください。 

 https://www.yamanashis.johas.go.jp/inquiry 
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