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会員の皆様
秋冷の候、会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、日本 EAP 協会では 7 月 22 日（土）に全国町村会館（東京都千代田区）にて第 18 回総会、シンポジウム・
公開討論会を開催いたしました。ご多忙の折、ご参加頂きました 34 名の方々には深く御礼申し上げます。また今回は
直前でのご案内になりましたこと、この場をお借りしまして深くお詫び申し上げます。
総会につきましては、平成 28 年度の活動報告および決算、平成 29 年度の活動方針・予算をメインに各役
員より説明がなされ、満場一致をもって無事に終了いたしましたことを、ここにご報告させて頂きます。
シンポジウム・公開討論会につきましては「ストレスチェック 2 年目を
迎えてみえてきたこと」というテーマを掲げ、第一部シンポジウムでは「ス
トレスチェック市場の動向について」という視点から、産業医である福本
正勝先生、ステークホールダーとして前田一寿先生、実施機関・公的機関
側として深瀬砂織先生、古山善一先生にご講演を頂きました。それぞれの
お立場でのストレスチェック実施に関する問題点、今後の課題・展望につ
いて貴重なお話を伺うことができました。
第二部公開討論会では、
「市場において EAP がお役立ちできること」と

シンポジウム

いう視点で、メンタルヘルス関連市場における EAP の役割や今後の更な
る
可能性について、4 名の登壇者（馬之段梨乃氏、坂部善久氏、松原侑輝氏、
山崎敦氏）の話題をもとに参加者全員で意見交換がなされました。ストレ
スチェック実施により様々な課題に直面している皆様より、多くの具体的
意見や解決に向けた事例等の紹介がなされ、とても活発な公開討論会とな
りました。
日本 EAP 協会では 11・12 月に 3 回の研修会を実施いたします。ストレスチェッ
施から 2 年が経過し、問題や課題が山積して参りましたが、

公開討論会
の

解決のヒントや最新の情報をお届けする内容となっております。ぜひ会員
の皆様のご参加をお待ちしております。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
＜同封物＞
・平成 29 年度第 18 回総会 議事録
・平成 29 年度第 18 回総会 シンポジウム・公開討論会のご報告
・関西福祉科学大学 EAP 研究所第 12 回フォーラム(平成 29 年度第 2 回研修会共催)のお知らせ
・平成 29 年度第 3 回研修会のお知らせ
・平成 29 年度第 4 回研修会（第 48 回日本産業精神保健学会研修セミナー共催）のお知らせ

日本 EAP 協会事務局

〒181-8611 東京都三鷹市新川 6-20-2 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室内
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ク実

<日本ＥＡＰ協会研修会のご案内>
〇関西福祉科学大学 EAP 研究所
第 12 回「こころの健康と経営戦略」フォーラム（日本 EAP 協会部分共催）
（講演１は平成 29 年度第 2 回日本 EAP 協会研修会）
テーマ：
「メンタルヘルス対策を活用した健康経営の具体的推進」
日時：2017 年 11 月 30 日（木）フォーラム：13:30～17:00 情報交換会：17:20～19:00
会場：梅田スカイビル タワーイースト 36 階（大阪市北区大淀中 1-1）
フォーラム：スカイルーム 1

情報交換会：スカイルーム 2

参加費：事前申込 1,500 円、当日支払い 2,500 円、情報交換会 4,500 円
・基調講演：
「健康経営とメンタルヘルス」
演者：森 晃爾（産業医科大学産業生態科学研究所 教授）
・講演 1（平成 29 年度第 2 回日本 EAP 協会研修会）
：
「断絶の時代の健康経営とメンタルヘルス～総論は OK、では各論は？～」
演者：亀田高志（
（株）健康企業 代表・医師）
・講演 2：
「健康経営銘柄・健康経営優良法人選定企業の事例紹介～大和ハウス工業株式会社～」
演者：山下 裕（大和ハウス工業（株）人事部次長）
URL：http://www.eap-ins.com/event.html
＊申込は、同封の参加申込書よりお願いいたします。

〇平成 29 年度第 3 回日本 EAP 協会研修会
テーマ：
「EA Professional（従業員支援専門職）若手の会
産業現場での活躍と自己実現のための情報交換会」
日時：2017 年 12 月 1 日（金）19:00～20:30 ＊終了後、懇親会予定
会場：八重洲ホール 612 室（6Ｆ）
（東京都中央区日本橋 3-4-13 新第一ビル）
参加費：日本 EAP 協会会員・学生は無料、非会員 1,000 円
＊申込は、下記メールアドレスに＜第 3 回参加＞と明記の上、
「会員資格の有無」
「氏名」
「連絡先電話」
を送信して下さい。非会員の方はお振込後に申込完了となります。
申込先 → eapkensyu@gmail.com

〇平成 29 年度第 4 回日本 EAP 協会研修会・第 48 回日本産業精神保健学会研修セミナー
（共催）
テーマ：
「ストレスチェック後の医師面接・補助面接について」
日時：2017 年 12 月 16 日（土）14：00～18:20
会場：杏林大学大学院講堂（東京都三鷹市新川 6-20-2 第二病棟 4Ｆ）
参加費：日本 EAP 協会会員は無料
・講演 1：
「最近の労働安全衛生行政の動向について」
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演者：木口悌二（三鷹労働基準監督署長）

・講演 2：
「ストレスチェック後の医師面接・補助面接について－精神科医の立場から－」
演者：神山昭男（有楽町桜クリニック院長/東京精神神経科診療所協会会長）
・講演 3：
「ストレスチェック後の医師面接・補助面接について－産業医の立場から－」
演者：福本正勝（日本産業衛生学会関東産業医部会幹事/ 労働衛生コンサルタント）
・講演 4：
「ストレスチェック後の面接指導について」
演者：小薬理絵（ピースマインド・イープ（株）
）
＊申込は、①氏名、②所属、③日本 EAP 協会員と記載の上、日本 EAP 協会事務局
（neap@ks.kyorin-u.ac.jp）までメールにてお願いいたします。申込〆切は 12/11（月）
（厳守）
とさせて頂きます。

<関連学会のご案内>
〇第 33 回日本ストレス学会学術総会
テーマ：
「ストレスチェック制度のその後 －科学としてのストレスマネジメント－」
会期：2017 年 10 月 21 日（土）
・22 日（日）
会場：学校法人玉手山学園 関西福祉科学大学 2 号館 http://www.fuksi-kagk-u.ac.jp
会長 山田冨美雄（関西福祉科学大学心理科学部教授）
URL：http://www.stress33.com/

〇第 76 回日本公衆衛生学会総会
テーマ：
「明治維新と薩摩と公衆衛生～公衆衛生の黎明期を支えた地から未来への発信～」
会期：2017 年 10 月 31 日（火）～11 月 2 日（木）
会場：鹿児島県文化センター（鹿児島県鹿児島市山下町 5-3）
学会長：秋葉澄伯（鹿児島大学名誉教授）
URL：http://www.c-linkage.co.jp/jsph76/index.html

〇第 25 回日本産業ストレス学会
テーマ：
「ストレス社会における産業保健・産業看護～一次予防へのパラダイムシフト～」
会期：2017 年 12 月 8 日（金）
・9 日（土）
会場：静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ（静岡市駿河区池田 79-4）
大会長：巽 あさみ（浜松医科大学医学部看護学科 地域看護学講座）
西 賢一郎（ジヤトコ（株）安全健康管理部統括産業医）
URL：http://www.procomu.jp/jajsr2017/
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