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＜京都産業保健総合支援センターとの共催＞
　お申込み等は，下記（一覧表の下）をご参照ください
　※以下の研修会は，日医認定産業医研修会として申請中

日 時・場 所 テ ー マ と 概 要 定 員 講　師

10 月４日（木）
午後２時〜
� 午後５時５分
池坊学園
洗心館地階
「こころホール」
（下京区四条室
町鶏鉾町）
※��公共交通機関を
ご利用ください。

１	「京都産業保健セミナー」
� ①２:15 〜（30 分）
	 「労働衛生の現状等について」
� ②２:45 〜（90 分）
	 	「ストレスチェック集団分析結果から『職場改善』
『働き方改革』を考える」

２	「京都衛生管理者会総会」
　� ４:30 〜５:05

３	「京都衛生管理者会交流会」
� ５:15 〜　 
※産業医の認定単位は，上記の「１」が対象です

生涯（更新）0.5 単位 ,　生涯（専門）1.5 単位

170 名

京都労働局労働基準部
健康安全課
主任地方労働衛生専門官
� 藤本　修一�氏

医療法人
ひつじクリニック
理事長・医学博士
� 田中　和秀�氏

10 月６日（土）
午後２時半〜
� 午後４時半
産保センター
２階会議室AB
※�公共交通機関を
ご利用ください。

「アルコールとつきあう　
	 〜適正飲酒から依存症まで〜」
　平成 26 年に「アルコール健康障害対策基本法」が施
行されましたが，わが国でアルコール依存症の治療を受
けている人は６万人程度（平成 26 年患者調査），一方で，
依存症の疑いのある人は 100 万人を超えると推計されて
います（平成 25 年厚生労働省研究班調査）。この差に当
たる 90 万人以上は，依存症の可能性が高いにもかかわ
らず治療を受けていないというこ�とになります。このよ
うに，アルコールの問題は，まだ潜在している部分が大
きく，まずどのような課題があるか，気づくことが重要
です。ここでは，お酒との適切なつきあい方も含め，ア
ルコール関連問題予防に役立つ基本的な知識について学
んでいただければと考えています。

生涯（専門）２単位

55 名

京都市こころの健康
増進センター
センター長
� 波床　将材�氏

10 月 11 日（木）
午後２時〜
� 午後４時
市民交流プラザ
ふくちやま
３階視聴覚室
（JR福知山駅すぐ）

「労働者災害補償保険制度の概要について」
　労災保険制度の円滑な運用には，産業保健に関わる
方々や人事労務の担当者に，その内容をご理解いただく
ことが必要ですので，労災保険の適用をはじめとして，
業務災害・通勤災害，業務上疾病の認定，労災保険給付
の内容，労災保険給付と損害賠償の調整等についてご説
明いたします。

生涯（更新）２単位

45 名
京都労働局�労働基準部
労災補償課
� 課長　目黒　彰一�氏

日本医師会認定産業医研修会のご案内
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日 時・場 所 テ ー マ と 概 要 定 員 講　師

10 月 24 日（水）
午後２時〜
� 午後４時
産保センター
２階会議室AB
※�公共交通機関を
ご利用ください。

「メンタルヘルス不調者への対応」
　平成 28 年の労働安全衛生調査では，過去１年間にメ
ンタルヘルス不調により１ヶ月以上休業した労働者の割
合は 0.4% となっています。実際には，復職後も安定し
て出勤することができず，対応に苦慮することも少なく
ありません。事業場の人事担当者から「どうしましょう」
と相談されたとき，産業医として何をどう判断すべきな
のかをグループディスカッション形式のワークショップ
を通じて一緒に考えていただきます。

生涯（実地）２単位

30 名
京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　櫻木　園子

10 月 25 日（木）
午後２時〜
� 午後４時半
（株）GSユアサ
東厚生棟 4F
共済会記念ホー
ル
（京都市南区吉
祥院西ノ庄猪之
馬場町１）
※��駐車場が利用で
きませんので，
公共交通機関を
ご利用ください。

「職場巡視と班別討議」
　株式会社GSユアサにおいて職場巡視と班別討議を実
施し，産業医活動の職務等について学びます。
※�　研修内容の都合上，大幅な遅刻は研修先企業や他の
受講者へのご迷惑となりますので，時間厳守でお願い
いたします。また，途中退席されますと単位が付与で
きなくなりますのでご注意ください。
【電車】JR西大路駅から徒歩約７分

※�　職場巡視を行いますので，作業服に運動靴等の動き
やすい服装でご参加ください。

生涯（実地）2.5 単位

30 名

京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　岡本　　浩
� 相談員　桑村　明男

11 月１日（木）
午後２時〜
� 午後４時
京都府医師会館
６階会議室
（JR二条駅東側）

「職場で広がる感染症を広げないためにすべきこと	 	
	 －感染症を理解し感染予防策を実践する－」
　2018 年も輸入感染症に端を発する麻疹流行が沖縄県，
愛知県などで報告されました。20 代から 40 代の働き盛
りの人たちの麻疹に対する免疫が不十分であることを示
しています。また，2018 年より，百日咳は診断したすべ
ての医師が報告すべき疾患となり，報告数が増加してい
ます。この研修会では，職場で問題となる感染症に焦点
をあて，感染経路と臨床像について解説し，ワクチンを
含む感染予防策について考えます。

生涯（専門）２単位

66 名
京都市立病院
感染症科　部長
� 清水　恒広�氏

11 月７日（水）
午後２時〜
� 午後４時
京都府医師会館
６階会議室
（JR二条駅東側）

「働き方改革改正関連法の解説と過重労働対策」
　６月に成立した長時間労働の是正等を目的とした働き
方改革関連法（原則 2019 年４月施行）と今後の労働時
間管理を通じた過重労働対策を考えます。特に，36 協定
の限度時間を超える時間外労働が厳格に規制されること
から，労働時間の厳格な管理が今後の問題になってくる
と思われます。そこで，着替えなどの準備作業の労働時
間性の問題，在宅勤務の取り扱い，宿・日直の時間の取
り扱い，出張・外勤などの事業場外労働の労働時間の考
え方など労働時間とは何かについて解説します。また併
せて産業医の権限強化に関する安衛法の改正についても
解説します。

生涯（更新）２単位

66 名
京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　玉泉　孝次
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日 時・場 所 テ ー マ と 概 要 定 員 講　師

11 月 15 日（木）
午後２時〜
　　午後４時
京都府医師会館
６階会議室
（JR二条駅東側）

「歯科予防活動について」
　歯科の予防（お口を清潔に保つこと）が入院期間の短
縮や術後感染の予防に効果があり，医療費の抑制につな
がると言われています。これらの説明と，今求められて
いる口腔健康管理についてお話させていただきます。

生涯（専門）２単位

66 名
京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　吉川　洋史

11 月 22 日（木）
午後２時〜
� 午後４時半
京都府医師会館
３階会議室
（JR二条駅東側）
※�公共交通機関を
ご利用ください。

◆「治療と仕事の両立支援セミナー」
� ２:05 〜
	 「治療と仕事の両立支援とは」　
� ２:35 〜
� 「働く世代のがんと就労」
� ３:20 〜
	 「病気の治療と就労を両立させるために」

生涯（更新）0.5 単位 ,　生涯（専門）1.5 単位

150 名

京都労働局労働基準部
健康安全課
主任地方労働衛生専門官
� 藤本　修一�氏

NPO法人京都ワーキン
グ・サバイバー
�理事長　前田　留里�氏

一般社団法人
京都府医師会�
産業保健担当理事
京都産業保健総合支援セ
ンター�産業保健相談員
� 森口　次郎�氏

11 月 28 日（水）
午後２時〜
� 午後４時半
日新電機（株）
（京都市右京区
梅津高畝町 47
番地）
※�駐車場が利用で
きませんので，
公共交通機関を
ご利用ください。

「職場巡視と班別討議」
　日新電機株式会社において職場巡視と班別討議を実施
し，産業医活動の職務等について学びます。
※�　研修内容の都合上，大幅な遅刻は研修先企業や他の
受講者へのご迷惑となりますので，時間厳守でお願い
いたします。また，途中退席されますと単位が付与で
きなくなりますのでご注意ください。

※�　職場巡視を行いますので，作業服に運動靴等の動き
やすい服装でご参加ください。

生涯（実地）2.5 単位

30 名

京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　桑村　明男
� 相談員　篠原　耕一

12 月６日（木）
午後２時〜
� 午後４時
京都府医師会館
６階会議室
（JR二条駅東側）

「健康管理の立場から健診制度を再確認」
　定期健康診断を実施してその結果を評価することは，
重要な産業医業務のひとつです。しかし，毎年同じよう
に淡々と繰り返している結果，意外なことが知られてい
なかったり，おろそかに扱われていたりするのをしばし
ば耳にします。今回の研修会では，健康診断の内容を制
度面から再確認し，押さえておきたいポイントについて
お話したいと思います。

生涯（専門）２単位

66 名
京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　酒井　泰彦

【電車，バス】
　JR，近鉄　京都駅から
　　�京都駅烏丸中央口から市バス 28 系統乗車，京都
駅八条口から同 71 系統乗車　日新電機前下車（バ
ス乗車時間約 35 分）

　京阪電鉄　四条駅から
　　�四条河原町から市バス３系統乗車　日新電機前下
車（バス乗車時間約 30 分）

　阪急電鉄　西院駅から
　　�西大路四条から市バス３，28，29，67，69，71 系
統乗車

　　日新電機前下車（バス乗車時間約 10 分）
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日 時・場 所 テ ー マ と 概 要 定 員 講　師

12 月８日（土）
午後２時15分〜
� 午後４時15分
京都府医師会館
６階会議室
（JR二条駅東側）

「知っておくべきハラスメントの失敗学」
　近年，ハラスメントに関する裁判例が急増しています。
　そこで，本講座では，精神的なハラスメントに関する
最近の判例を含む実例を失敗学の素材として，実践的な
予防策について試論を展開します。
　教科書的な知識では飽き足りない方にこそご参加頂け
ればと願っております。

生涯（専門）２単位

66 名 近畿大学法学部
� 教授　三柴　丈典�氏

12 月 13 日（木）
午後２時〜
� 午後４時
京都府医師会館
６階会議室
（JR二条駅東側）

「職場巡視と地震対策〜産業医の立場でどのような
助言・指導ができるか〜」
　本年６月 18 日，大阪府北部で震度６弱の揺れを観測
する地震が発生しましたが，我が国は“４つのプレート”
がぶつかり合う地震多発国であり，周期的に発生するト
ラフ地震にも備え，企業の安全衛生対策のひとつとして
地震対策にも目を向けておく必要があります。
　“隣り合わせ”とも言える地震発生に備え，定期的な
職場巡視に際してどのような助言・指導ができるのか。
地震発生のメカニズムを確認し，「事前準備」と「減災」
の観点から考えていきます。

生涯（専門）２単位

66 名
京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　篠原　耕一

12 月 20 日（木）
午後２時〜
� 午後４時
京都府医師会館
６階会議室
（JR二条駅東側）

「化学物質のリスクアセスメントの進め方」
　すべての事業場において，673 の化学物質についてリ
スクアセスメントの実施が義務付けられているが，特に
これらの物質の危険・有害性の評価はたいへん困難であ
る。また，評価の推定手法についても，多種・多様なも
のが報告されているので，これらの評価手法を紹介する
ことにより，リスクアセスメントの実施に役立てたい。

生涯（専門）２単位

66 名
京都産業保健
総合支援センター
� 相談員　髙田　志郎

■お申し込み方法■
　�　「京都産業保健総合支援センター」ホームページ（https://www.kyotos.johas.go.jp）からお
申し込みください。
　　定員に達している場合はお申し込みできませんので，ホームページでご確認ください。

■お問い合わせ先■
　独立行政法人労働者健康安全機構　京都産業保健総合支援センター
　電話．075－212－2600　FAX．075－212－2700
　〒 604－8186　京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町 361－1　アーバネックス御池ビル東館５階


