
 
 
 

愛媛産業保健総合支援センターでは、事業場で産業保健活動に携わる方を対象として産業保健セミナーを 

開催しています。このセミナーは、当センターの産業保健相談員等が講師となり、事業場の産業医、保健師、 

衛生管理者、事業主、労務管理担当者などの方々に対して、専門的な知識を習得していただくことを目的に 

実施しています。本研修は、日本医師会認定産業医研修の生涯研修「専門 2 単位」として申請中です。 

（ただし、第 11 回・第 18 回・第 19 回・第 2１回・第 47 回・第 53 回については「更新２単位」となり 

ます。） 

 

申込方法   下欄に必要事項をご記入のうえ、当センターまでＦＡＸにてお申込み下さい。 

ホームページ上からもお申込みが可能です。 

   対 象 者   産業医、保健師、衛生管理者、事業主、労務管理担当者等の産業保健関係者。 

ただし、第１３回・第２５回・第４１回は保健師・看護師の方が対象です。 

開催場所   えひめ共済会館、愛媛県医師会館、新居浜テレコムプラザ など。 

   開催時間   セミナーは約 2 時間を予定しています。★印のセミナーは開始時刻にご注意ください。 

   受 講 料   セミナーは無料です。 

   駐 車 場   えひめ共済会館・愛媛県医師会館・新居浜テレコムプラザ・宇和島地方合同庁舎は、 

駐車場が利用できますが、台数には限りがございますのでご注意ください。 

今治建設会館・大洲市総合福祉センターは駐車場が利用できます。 

   研修単位   本研修は、日本医師会認定産業医研修の生涯研修「専門 2 単位」として申請中です。 

（ただし、第 11 回・第 18 回・第 19 回・第 21 回・第 47 回・第 53 回については、 

「更新２単位」となります。） 

※研修会における遅刻・早退につきましては、単位取得の要件を満たさないため、産業医 

の単位シールをお渡しすることができません。あらかじめご了承願います。 

 

 
欠席される場合は、センターまでご連絡をいただきますようお願いいたします。 
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事業場名 
 

所属部・課 

 
( フリガナ )  

  氏 名 

（                 ） 

職種 

□ 産業医          □ 医師（産業医でない） □ 保健師・看護師   □ 事業主 

□ 労務管理担当者  □ 衛生管理者      □ 安全衛生推進者   □ 産業保健関係者 

□ 一般労働者    □ その他（               ） 

TEL 
 

修了証 要  ・  不 要 
FAX 

 

メールアドレス 
※ メールアドレスをお持ちの方はご記入ください。 

受講希望の 

セミナー回 

    回     回     回     回     回     回     回 

    回     回     回     回     回     回     回 

回 回 回 回 回 回 回 

令和３年度 産業保健セミナー申込書 

〒790-0011 松山市千舟町４丁目 5-4 松山千舟 454 ビル 2F 

TEL：089-915-1911   FAX：089-915-1922 

https://ehimes.johas.go.jp  メール：sanpo38@ehimes.johas.go.jp 

独立行政法人 労働者健康安全機構 

愛媛産業保健総合支援センター 



開 催 日 時 テ ー マ 講 師 会 場 等

灘野　成人

武田　良平

臼井　繁幸

島田　恵吾

廣瀬　一郎

臼井　繁幸

東野　真紀子

宮岡　弘明

田中　朋子

臼谷　佐和子

廣瀬　一郎

えひめ共済会館
（　講　義　）

産業保健相談員 （メンタルヘルス）
心療内科　院長

　　　　　　　　　    　  独立行政法人 労働者健康安全機構　愛媛産業保健総合支援センター

第１回

令和３年４月８日（木）
午後１時３０分 脂肪肝について

愛媛県医師会館
（　講　義　）

四国がんセンター
患者・家族総合支援センター長

生活習慣病のひとつである脂肪肝を理解し、その予防と治療について説明します。

第３回

令和３年４月２３日（金）
午後１時３０分

熱中症対策
（なぜ起こる、リスクアセスメント、
判例・労災・送検事例からの教訓）

【　新居浜市　】

新居浜テレコムプラザ
（　講　義　）

産業保健相談員 （労働衛生工学）
労働衛生コンサルタント

今後ますます必要になってくる熱中症対策について、熱中症の発症メカニズム、症状、予防対策等の基礎的なこと、押さえておくべき職場のチェックポ
イント、リスクアセスメントの進め方、過去の判例・労災・送検事例から学ぶべきこと等を紹介します。 【 第６回セミナーと内容は同じです 】

第２回

令和３年４月１５日（木）
★午前９時３０分 職場のうつ、適応障害について

職場でのうつ病、うつ状態、適応障害の対応について考えます。

　愛媛産業保健総合支援センターでは、事業場で産業保健活動に携わる方を対象として産業保健セミナーを開催しています。
このセミナーは当センターの産業保健相談員等が講師となり、事業場の産業医、保健師、衛生管理者、事業主、労務管理担当者
などの方々に対して、専門的な知識を習得していただくことを目的に実施しています。
　本研修は日本医師会認定産業医研修の生涯研修「専門２単位」として申請中です。
（ただし、第11回・第18回・第19回・第21回・第47回・第53回については、「更新２単位」となります。）

　※ セミナーは約２時間を予定しています。★は開催時間が通常とは異なりますのでご注意ください。

有害業務における労働衛生の3管理 えひめ共済会館
（　講　義　）

第７回

第５回

令和３年５月７日（金）
★午前９時３０分 自分も相手も大切にするコミュニケーション

糖尿病の概要とその予防についてお話しします。

第８回

第１０回

令和３年６月１０日（木）
★午後２時００分 生活習慣病

第６回

愛媛県医師会館
（　講　義　）

えひめ共済会館
（　講　義　）

産業保健相談員 （産業医学）
済生会松山病院　院長

えひめ共済会館
（　講　義　）産業保健相談員

保健師・ﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾄﾞ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ

えひめ共済会館
（　講　義　）

愛媛産業保健総合支援センター
労働衛生専門職 ・公認心理師

糖尿病の予防

第９回

第１２回

令和３年６月１８日（金）
★午後２時００分 リーダーシップについて

第１１回

【　大洲市　】
大洲市

総合福祉センター
（　講　義　）

えひめ共済会館
（　講義・更新２単位　）

注目のサーバントリーダーなどリーダーとしてのあり方を考えます。

労働衛生の動向、労働安全衛生法等の改正等について解説いたします。

産業保健相談員 （カウンセリング）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ

社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling

行き違う考えや意見への対応、紛争解決や交渉についても学びます。

令和３年６月３日（木）
午後１時３０分

自己効力感を高めるⅠ
～表現力・伝わる書き手になる～

えひめ共済会館
（　講　義　）

ストレスチェック制度や集団分析結果を職場のメンタルヘルス対策として活かすアプローチについて考えます。

職場での生活習慣病の指導について考えていきたいと思います。

令和３年６月１５日（火）
午後１時３０分

令和３年５月２５日（火）
午後１時３０分

【　新居浜市　】
新居浜テレコムプラザ

（　講　義　）

今後ますます必要になってくる熱中症対策について、熱中症の発症メカニズム、症状、予防対策等の基礎的なこと、押さえておくべき職場のチェックポ
イント、リスクアセスメントの進め方、過去の判例・労災・送検事例から学ぶべきこと等を紹介します。 【 第３回セミナーと内容は同じです 】

熱中症対策
（なぜ起こる、リスクアセスメント、
判例・労災・送検事例からの教訓）

産業保健相談員 （労働衛生工学）
労働衛生コンサルタント

愛媛産業保健総合支援センター
労働衛生工学専門員・労働衛生コンサルタント

第４回

令和３年４月２７日（火）
　午後１時３０分

令和３年度の安全衛生行政について

自己効力感（うまくできそう！）を高めると、自分自身の問題解決や目標達成はもちろん、他者へのコーチングにも役立ちます。日常的に行っている
「文章を書く」こと。そのスキルを身につけることから始めてみましょう。

愛媛労働局 労働基準部
健康安全課

産業保健相談員 （カウンセリング）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ

社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling

職場環境の中には労働者の健康に危害を及ぼす有害因子が存在し、労働者の健康障害を防ぐためには労働衛生３管理（作業環境管理、作業管
理、健康管理）が必要となります。この３管理のポイントについて解説いたします。

令和３年５月１４日(金）
午後１時３０分

産業保健相談員 （産業医学）
医療法人厚仁会 波方中央病院 副院長

令和３年５月１９日（水）
午後１時３０分

メンタルヘルス対策としての
ストレスチェック制度

令和３年度 産業保健セミナーのご案内

無 料



開 催 日 時 テ ー マ 講 師 会 場 等

近藤　亨子

村田　克敏

牧　徳彦

日浅　陽一

門田　聖子

廣瀬　一郎

大久保　雅代

宮内　文久

近藤　亨子

石戸谷　武

灘野　成人

第２７回

愛媛障害者職業センター
障害者職業カウンセラー

産業看護職として
職場不適応者の就労支援を考える

職場不適応状態の就労支援については容易ではありません。産業看護職としてどのような関わりができるのか、また相談できやすい環境づくりや社
会資源の活用等について情報交換し、支援方法を一緒に考える機会にしましょう。　< 保健師・看護師向けセミナー >

精神障害や発達障害のある方の職業生活の維持、安定のために必要な配慮事項の説明をします。また当センターで実施している障害者雇用企業へ
の支援についても紹介します。

令和３年８月１０日(火)
午後１時３０分

カウンセリングの実際
令和３年８月１９日（木）

午後１時３０分

育児・介護・療養と仕事の両立支援についてお話しします。

働き方改革関連法に関する説明を行います。

えひめ共済会館
（　講　義　）

愛媛労働局 労働基準部
労災補償課

産業保健相談員 （カウンセリング）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ

社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling

両立をはばむものと当事者心理 えひめ共済会館
（　講　義　）

産業領域でのカウンセリングにおける留意点と、基本的な応答技法（能動的な聴き方）について、実習を交えてお話ししたいと思います。

最近の労災補償行政を巡る動きについて、また複数業務要因災害（脳・心臓疾患及び精神障害）等の労災認定についてお話しします。

令和３年９月２日(木)
午後１時３０分

令和３年９月９日（木）
午後１時３０分

【　新居浜市　】
新居浜テレコムプラザ

（　講　義　）

産業保健相談員 （保健指導）
保健師

愛媛県教育委員会
嘱託臨床心理士

第２５回

四国がんセンター
患者・家族総合支援センター長

医療の進歩や就労者の高齢化に伴い、がんの治療後や治療しながら働く人が増えています。がん治療について理解し、治療と仕事の両立支援につ
いて考えたいと思います。

令和３年８月２６日（木）
午後１時３０分

精神障害・発達障害のある社員の
雇用管理について

えひめ共済会館
（　講　義　）

第２２回

第２４回

令和３年９月１６日（木）
午後１時３０分

石綿による健康障害と
その予防措置・健康管理

令和３年９月１３日（月）
午後１時３０分

えひめ共済会館
（　講　義　）

両立支援について

作業主任者選任を必要とする
危険・有害業務

えひめ共済会館
（　講　義　）

第１６回

第１３回

産業保健相談員 （保健指導）
保健師

第１４回

第２３回

職場で作業主任者を選任しなければならない有害業務と有害業務への対応、作業主任者の業務などを概観します。

えひめ共済会館
※保健師・看護師 対象

（ 講義・討議 ）

第２６回
石綿を使用しての製造や使用は全面禁止されております。しかし現存する古い建造物の解体やリフォームに際しては、石綿による重大な健康障害を
考えなくてはなりません。皆さんと一緒に考えましょう。

産業保健相談員 （産業医学）
愛媛労災病院　院長

産業保健相談員 （産業医学）
元聖カタリナ大学教授

働き方改革関連法に関する説明を行います。

宇和島労働基準監督署

最近の労災補償行政を巡る動きについて
複数業務要因災害等の労災認定について

第１９回

令和３年８月４日（水）
★午後２時００分 過重労働防止対策等について

【 宇和島市 】
宇和島地方合同庁舎３階
（　講義・更新２単位　）

えひめ共済会館
（　講義・更新２単位　）

第２１回

医療法人北吉田診療所 院長
（松山地域産業保健センター登録産業医）

健康診断後のフォローアップ
～健診結果を放置しない支援～

えひめ共済会館
※保健師・看護師 対象

（ 講義・討議 ）

第１８回

肝炎診療から始まった
治療と仕事の両立支援

えひめ共済会館
（　講　義　）

令和３年７月６日（火）
午後１時３０分

健康診断の目的や内容、項目毎のデータを見るポイント等について解説いたします。

初めて従業員の心理的支援に関わる方が身につけておかれるとよいカウンセリング的関わり方について考えます。

【 今治市 】
今治建設会館

（　講義・更新２単位　）

第１７回

第１５回
健康のために睡眠は大変重要です。睡眠は心身の疲労回復をもたらすとともに、記憶を定着させる、免疫機能を強化するといった役割ももっていま
す。健やかな睡眠を保つことは、活力ある日常生活につながります。睡眠障害というと不眠症を考えがちですが、不眠症以外にも様々な病気がありま
す。

令和３年７月１４日（水）
★午後２時００分

令和３年６月２４日（木）
午後１時３０分

循環器系健診の現状と課題

産業保健相談員（両立支援・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）
ｼﾆｱ産業ｶｳﾝｾﾗｰ ・ ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

今治労働基準監督署

令和３年７月１日（木）
★午後２時００分

睡眠障害 えひめ共済会館
（　講　義　）

産業保健相談員 （メンタルヘルス）
医療法人鶯友会　牧病院　院長

愛媛県は肝がん死亡率の高い県として知られています。その原因の多くは肝炎ウイルスであり、肝炎ウイルス撲滅の啓発に取り組む中で、職域検査や治療
と仕事の両立支援の重要性が認識されています。全てのがんや慢性疾患を対象に支援活動を広げている院内の両立支援の取組みについてご紹介します。

愛媛大学大学院　医学系研究科
消化器・内分泌・代謝内科学 教授

職域検診の意義はその結果に基づいて、事業者が適切な措置を講ずることにより、労働者が健康を確保しながら就業できるようにすることであり、健
診後の対応が大切になります。各事業所での健康診断後のフォローアップの取り組みについて話し合いましょう。　< 保健師・看護師向けセミナー >

令和３年７月２１日（水）
★午前９時３０分

産業保健の現場に求められる従業員支援
～ カウンセリング的関わり方 ～

えひめ共済会館
（　講　義　）

過重労働防止対策等について
令和３年７月２９日（木）

★午後２時００分

えひめ共済会館
（　講　義　）

第２０回

令和３年８月６日(金)
★午前９時３０分



開 催 日 時 テ ー マ 講 師 会 場 等

廣瀬　一郎

宮岡　弘明

臼井　繁幸

宮内　文久

牧　徳彦

武田　良平

三宅　吉博

田中　朋子

石戸谷　武

門田　聖子

田中　景子

河邉　憲太郎

廣瀬　一郎

近藤　亨子

臼井　繁幸

一度うつ病を患うと、平均的には２－３か月の療養を要します。場合によっては長期の療養を要することもあります。復職を焦って失敗したケースや逆
に復職のタイミングを逃したケースなどあります。うつ病の復職支援に関して考えたいと思います。

第２９回

第３１回

産業保健相談員 （労働衛生工学）
労働衛生コンサルタント

令和３年９月２４日（金）
★午前９時３０分

うつ病の復職支援

令和３年１０月８日（金）
午後１時３０分

えひめ共済会館
（　講　義　）

【　新居浜市　】
新居浜テレコムプラザ

（　講　義　）

産業保健相談員 （産業医学）
愛媛労災病院　院長

自己効力感を高めるⅡ
～聴き上手になる～

最近の産業保健の課題は「ア・メ・リ・カ」

第３６回

令和３年１１月２５日（木）
午後１時３０分 お口の健康と体・心・仕事との関係

第３４回

自己効力感（うまくできそう！）を高めると、自分自身への問題解決や目標達成はもちろん、他者へのコーチングにも役立ちます。対人関係で重要な
「聴き上手」、そのスキルを身につけることから始めてみましょう。

えひめ共済会館
（　講　義　）

産業保健相談員 （産業医学）
済生会松山病院　院長

産業保健相談員
保健師・ﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾄﾞ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ

えひめ共済会館
（　講　義　）

第２８回

架空の事例を通して、受講者の方々とともに、心理的支援の実際について検討を試みます。

令和３年１０月１５日（金）
午後１時３０分

女性労働者の健康管理
（夜間労働時の変化を含む）

えひめ共済会館
（　講　義　）

女性特有の疾患について説明するとともに、夜間労働に伴う内分泌環境の変化を概観します。

職場で起こるパニック障害、パニック発作の対応について考えます。

第４１回

第４２回

えひめ共済会館
（　講　義　）

愛媛大学大学院医学系研究科
疫学・予防医学講座 准教授

歯科疾患（歯周病や虫歯）は、最も多い生活習慣病の一つです。お口の健康は、口の中だけにとどまらず、全身の健康や心、そして、お金や時間にも
関わっています。お口の健康が、個人や会社へ与える影響についてお伝えします。

成人期発達障害について

第３８回

「ア」→アスベスト、「メ」→メンタル・メタボ、「リ」→リスクアセスメント・両立支援、「カ」→化学物質・過重労働・加齢・感染症。これらの課題について、判
例、災害事例、法令改正の動向を解説し、今後の対応を考えていきます。  【 第４２回セミナーと内容は同じです 】

産業保健相談員 （メンタルヘルス）
心療内科　院長

令和３年１０月４日（月）
午後１時３０分

第３２回

第３０回

第３３回

第３７回

令和３年１１月１７日（水）
★午前９時３０分 事例による治療と仕事の両立支援 えひめ共済会館

（　講　義　）

愛媛大学大学院医学系研究科
疫学・予防医学 教授

就業中に心筋梗塞、脳卒中を発症させてはならない。職場で喫煙、高血圧、脂質異常症、糖尿病の対策が必須です。健康経営の本質を考えましょ
う。

令和３年１１月２日（火）
午後１時３０分

令和３年１０月２９日（金）
午後１時３０分

喫煙、高血圧、脂質異常症、糖尿病の
対策が健康経営の第一歩

えひめ共済会館
（　講　義　）

えひめ共済会館
（　講　義　）

職場でのパニック障害、パニック発作について

第３５回

第４０回

第３９回

産業保健相談員（両立支援・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）
ｼﾆｱ産業ｶｳﾝｾﾗｰ ・ ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

糖尿病の予防

産業保健相談員 （カウンセリング）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ

社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling

やる気の源（モチベーション）について考えます。

糖尿病の概要とその予防についてお話しします。

人は何に動機づけられるのか

令和３年１０月２１日（木）
★午前９時３０分

令和３年１０月１９日（火）
午後１時３０分

えひめ共済会館
（　講　義　）産業保健相談員 （メンタルヘルス）

医療法人鶯友会　牧病院　院長

令和３年１１月８日（月）
午後１時３０分

産業保健相談員 （労働衛生工学）
労働衛生コンサルタント

「ア」→アスベスト、「メ」→メンタル・メタボ、「リ」→リスクアセスメント・両立支援、「カ」→化学物質・過重労働・加齢・感染症。これらの課題について、判
例、災害事例、法令改正の動向を解説し、今後の対応を考えていきます。  【 第３０回セミナーと内容は同じです 】

産業保健相談員 （カウンセリング）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ

社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling

産業保健相談員 （保健指導）
保健師

労働者数５０人以上の事業場については平成２７年１２月から企業においてストレスチェックが義務化され、７年が経過します。初心にかえり、ストレスチェック
で高ストレス者と判定された労働者に対して、「面接指導」に繋げていく最適な支援方法について意見交換しましょう。　< 保健師・看護師向けセミナー >

えひめ共済会館
（　講　義　）産業保健相談員 （産業医学）

元聖カタリナ大学教授

いろいろな産業の現場（特に製造、建築・塗装、地下工事など）で、あるいは日常生活でも酸素欠乏に曝される場合があり、その状態は生命にとって
大変危険であります。このことについて一緒に考えましょう。

【　新居浜市　】
新居浜テレコムプラザ

（　講　義　）

酸素欠乏による健康障害

ハラスメントをする側にならない、されてしまう側にならないためにもその要因について考えます。

令和３年１２月２４日（金）
午後１時３０分 最近の産業保健の課題は「ア・メ・リ・カ」

えひめ共済会館
（　講　義　）

令和３年１２月１０日（金）
★午後２時００分 ハラスメントが起きてしまうその要因は

えひめ共済会館
※保健師・看護師 対象

（ 講義・討議 ）

令和３年１２月１日（水）
★午後２時００分

令和３年１２月１６日（木）
午後１時３０分

ストレスチェック制度
～高ストレス者を面接指導に繋げるには～

【　新居浜市　】
新居浜テレコムプラザ

（　講　義　）

成人期における発達障害の特徴および対応に関して、事例をふまえて説明します。

愛媛大学大学院医学系研究科
精神神経科学講座 特任講師・精神科医



開 催 日 時 テ ー マ 講 師 会 場 等

山岡　英雄

廣瀬　一郎

牧　徳彦

臼井　繁幸

山岡　英雄

門田　聖子

宮内　文久

廣瀬　一郎

昇　淳一郎

臼井　繁幸

廣瀬　一郎

　　< 宇和島 >　宇和島地方合同庁舎3階

                      宇和島市天神町４－４０        （ 庁舎の駐車場が利用できますが、台数には限りがございます） 

令和４年２月１６日（水）
★午前９時３０分

支援者に求められる関わりのポイント
～ 思考・行動・感情について ～

産業保健相談員（両立支援・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）
ｼﾆｱ産業ｶｳﾝｾﾗｰ ・ ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

えひめ共済会館
（　講　義　）

第４９回

産業保健の現場で、相談者に受け入れてもらえる関わりの入り口が思考なのか、行動なのか、感情なのか、そのアプローチについて考えます。

　　　　　　　　　　松山市三番町４－５－３   　  （ 会館の駐車場が利用できますが、台数には限りがございます）

                      新居浜市坂井町２－３－１７　（ 会館の駐車場が利用できますが、台数には限りがございます） 

  【 各会場のご案内 】

第４４回

第４３回

令和４年１月７日（金）
★午後２時００分 認知行動療法の現状

えひめ共済会館
（　講　義　）

えひめ共済会館
（　講　義　）

医療現場における認知行動療法の現状と現場での実践についてお話しします。（グループワークも行いながら参加型の内容にしたいと思っています）

うつ病等で休職中の方の職場復帰の支援について説明します。

一般財団法人創精会　松山記念病院
　看護師長　精神科認定看護師

愛媛障害者職業センター
障害者職業カウンセラー

令和４年１月１８日（火）
午後１時３０分

ストレスやメンタルヘルスという言葉をよく耳にするようになり、こころの健康づくりは身近なテーマとなっています。しかし、こころの病気についての理
解はまだ十分とは言えません。こころの病気には様々な種類があり、その症状や治療方法も異なります。

第４５回

令和４年１月２７日（木）
午後１時３０分 メンタル不調者の復職支援について えひめ共済会館

（　講　義　）
第４６回

治療と就労の両立支援

産業保健相談員 （労働衛生工学）
労働衛生コンサルタント

職場環境の向上からはじめる経営戦略についてお話しします。

令和４年２月４日（金）
午後１時３０分

第４８回

第５０回

ケースから学ぶメンタルヘルス
えひめ共済会館

（　講　義　）産業保健相談員（メンタルヘルス）
医療法人鶯友会　牧病院　院長

令和４年３月１日（火）
午後１時３０分

日常的な職場運営の一環としての
メンタルヘルス対策

えひめ共済会館
（　講　義　）

えひめ共済会館
（　講　義　）

産業保健相談員 （労働衛生工学）
労働衛生コンサルタント

一般病院における治療と就労の両立支援への取り組み、支援を展開する際の問題点などを概観します。

アルコールなどの依存症について

第４７回

最近の産業保健に関係する主要な法令改正 愛媛県医師会館
（　講義・更新２単位　）

職場におけるメンタルヘルス対策は、その対応の難しさから、特殊な業務として位置づけられてしまいがちです。本セミナーでは、日常的な職場運営
の一環としての、メンタルヘルス不調労働者への就労支援のあり方について概説します。

えひめ共済会館
（　講　義　）

産業保健相談員 （カウンセリング）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ

社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling

【　新居浜市　】

新居浜テレコムプラザ
（　講　義　）

一般財団法人創精会 松山記念病院
看護師長　精神科認定看護師

この１年を振り返って、労働衛生や産業保健を担当する方が知っておかねばならない最近の主要な法令改正及び動向について、その概要とポイント
を紹介します。 【 第５３回セミナーと内容は同じです 】

産業保健相談員 （産業医学）
愛媛労災病院　院長

アルコール依存の理解、アルコール依存者に対する現場での学習会の導入についてお話しします。

令和４年２月１０日（木）
★午後２時００分

令和４年２月１８日(金)
午後１時３０分

えひめ共済会館
（　講　義　）

　　< 大 　洲 >　大洲市総合福祉センター

産業保健相談員 （カウンセリング）
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ

社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling

                      大洲市東大洲２７０－１      　 （ 会館の駐車場が利用できます） 

テレワーク、オンライン…新しいスタイルは私たちにどう影響を与えるかを考えます。

第５３回

令和４年３月１１日（金）
午後１時３０分

第５１回

第５４回

　　< 松 　山 >　えひめ共済会館

　　< 新居浜 >　新居浜テレコムプラザ

　　< 今　 治 >　今治建設会館

                      今治市いこいの丘４－２        （ 会館の駐車場が利用できます） 

令和４年３月１８日（金）
★午前９時３０分 多様化する働き方とキャリアの形成

第５２回

最近の産業保健に関係する主要な法令改正

この１年を振り返って、労働衛生や産業保健を担当する方が知っておかねばならない最近の主要な法令改正及び動向について、その概要とポイント
を紹介します。 【 第４７回セミナーと内容は同じです 】

　　　　　　　　　　松山市三番町５－１３－１     （ 会館の駐車場が利用できますが、台数には限りがございます）

　　　　　　　　　　愛媛県医師会館

産業保健相談員 （メンタルヘルス）
松山記念病院  精神科医

【　新居浜市　】
新居浜テレコムプラザ
（　講義・更新２単位　）

令和４年２月２５日（金）
★午前９時３０分 人的資源は経営資源

人生を通じての教育・発達について考えます。

令和４年１月１４日（金）
★午前９時３０分 生涯発達的視点から考える教育とは 産業保健相談員 （カウンセリング）

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑこころの栞 主宰ｶｳﾝｾﾗｰ
社会保険労務士法人THE Human Consulting & Counseling


