
令和3年度
　　産業保健実践講習会開催のご案内
　産業医学振興財団では、時代の変化に応じた課題に即応できる実践的な知識・技術を修得できるよう、実地研修

を含めた産業保健実践講習会を開催しております。

　令和3年度も新たな研修科自を取り入れ、産業現場で役立つ知識・技術を提供する同講習会を次のとおり開催しま
す。

1．対　象　者；産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

2，取得単位：日本医師会認定産業医制度産業医学研修の単位（生涯研修6単位）
　　　　　　　　※新たに認定産策医資格を取縄するために必要な基礎研修の単位取得はできません。

　　　　　　　　　B本産業衛生学会産業保健萄護専門家制度の研修単位（5単位）

3．主 催：産業医学振興財団、愛知県医師会、福岡県医師会、大阪府医師会、大阪市立大学医学部医師会、

岡山県医師会、神奈川県医師会、東京都医師会

4．カリキュラム

認定産業医単位
研　修　科　目　　（テーマ）

生涯（6単位）

巖近の労働安全衛生法令の動き 更新1単位

治療と仕塞の両立支援 奪門1単位

職場における感染症対策の進め方　～新型コロナウイルスを中心に～ 専門1単位

ストレスチェック制度の実務　～面接指導と職場環境改善～ 奪門1。5単位

メンタルヘルス事例研究　～職場復帰事例～ 実地1．5単位

5．開催日程
名古屋会場 福岡会場 大阪会場 横浜会場 岡山会場 東京会場

B時
4月11日　（日）

　9：00～16：30

5月9日　（日）

　9：00～16：30

5月23B　（臼）

　9：00～16：3G

6月13日｛日）
　9：00～16：30

7月11日　〔日｝

　9：GO～16：30

8月22日　｛日】

　9：0D～16：30

会場
名古麗圖際会議嘱

名吉歴市熱田鼠熱田颪町〔－1

　橿岡国際会議嶋

福岡市博多区石堀町2一竈

大阪露立大学医掌部学

　　　　　禽

大阪市阿賠野区漉町i－4－3

神豪川県総合医療会館

横浜市中区富土見町3一葦

岡山コンベンション

　　センター

岡慮市北区駅元町曜4－1

浅華橋ヒューリックホ

　　　　ール

　台策区浅蕊橋1－22－16

定員 160名 176名 170名 80名 110名 190名

受講料 20，000円 20，000円 20，000円 20，000円 20，000円 20，000円

受付

開始
2月15日（月） 3月1日（月） 3月15日（月） 4月5日（月） 4月26日（月） 6月7日（月）

※1天災箸の凄情により開催を中止させていただく場舎があります。

※2上配会場内でのサテライト受講となる場合があります。

※3講義中のPC、スマホ、タブレットの使用は他の受講者の迷惑となりますのでご還慮願います。

※4昼食の用意はしておりませんので、持参していただくか、会場近隣の飲食店等をご利用願います。

6．申込方法・支払方法

　　当財団のホームページ（https：／／www，　zsisz。　or，　jp／）よりお申し込みいただくか、受講申込書により

　FAXでお申し込みください。受講料振込書を申込期間終了日以降に送付いたします。
　　（各会場共、定員になり次第締切らせていただきます。なお、定員に満たない場合は随時再募集をいたします。）

7．お申し込み・お問い合わせ先

〒1el－0048東京都千代田区神田司町2－2－1　1新倉ビル3階

公益財団法人産業医学振興財団
TEL　　O3－3525－8293　（直通）

E－MaH　　kikaku＠zsisz。or．jP

企画課

　FAX　　O3－5209－1020

　URL　　httPs：／／www．　zsisz．　or．　jp／



（名古屋会場）

令和3年度産業保健実践講習会開催のご案内

　産業医・産業保健闘係者を対象として、時代の変化に応じた課題に即応できる実践的な知識・技術を修得

できる内容の講習会を開催いたしますのでご案内いたします。

　なお、当講習会は、日本医師会の認定産業医制度の研修として、更新1単位、専門3．5単位及び実地1．5単

位を含む生涯研修の単位（計6単位）の取得が可能となっております（新たに認定産業医資格を取得するため

に必要な基礎研修の単位は取得できません。）。

　また、日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度の研修単位についても取得可能となっております。

記

1．日 時　令和3年4月11R（日） 9：00～16：30

2．会

3．主

場　名古屋国際会議場
　　愛知県名古屋市熱田区熱田西町1－1

催　（公財）産業医学振興財団・（公社）愛知県医師会

4．受　講　料　20，000円

5．対

6．定

象　産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

員　160名

7．申　込　先

8．申込期間

9，申込方法

（公財）産業医学振興財団企画課

〒101－0048東京都千代田区神田司町2－2－11（新倉ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX：03－5209－1020

令和3年2月15日（月）～

定員となり次第締め切らせていただきます。

当財団のホームページ（一）よりお申し込みいただくか、
財団指定の受講申込書によりFAXでお申し込みください。

受講料振込書を受付締切後にお送りいたします。

10．受講料の振込受講料振込書により令和3年3月5日（金）までにお振込ください。

　　　　　　　　期日までにお振込がない場合には、受講登録を取り消しさせていただきます。

11．受講票の送付受講料振込確認後、受講票をお送りさせていただきますので、講習会当日必ずご持参ください。

12．受講料の返還振込まれた受講料は如何なる理由に関わらず返還いたしません。

13．昼 食　昼食の用意はしておりませんので、持参していただくか、会場近隣に飲食店等が若干ございますので

　　ご利用願います。

※おことわり駐車場の用意は出来ませんので、公共交通機関をご利用ください。

　　　　　　講義中のPC、スマホ、タブレットの使用は他の受講者の迷惑となりますのでご遼慮瀬います。

　　　　　　会場内は場所により温度差がありますので、温度調整しやすい服装でご参加ください。



14，カリキュラム

時間 組・会場 テーマ・講師 単位

9：00～9：10 レセプションホール オリエン子一ション

巖近の労働安全衛生法令の動き
9：10～10：10 レセプションホール 更新1．0

信州大学医学部衛生学公衆衛生学　教授　塚原　照臣

治療と仕事の両立支援
io：20～11：20 レセプションホール 專門1，0

ブラザー工業㈱健康管理センター統括産業医　上原　正道

職場における感染症対策の進め方～新型コロナウイルスを中心に～
11：30～12：30 レセプションホール 専門LO

関西医科大学衛生公衆衛生学講座教授　西山利正

12：30～13：20 昼　食

④⑥：

レセプションホール

④⑧：ストレスチェヅク制度の実務　～面接指導と職場環境改善～

　　　　　　　大同特殊鋼㈱星崎診療所所長統括産業医　斉藤　政彦

専門1．5

13：20～14：50 ◎⑥：メンタルヘルス攣例研究～職場復帰事例～

◎：会議室131＋132

⑪：会議室133÷134 トヨタ葭動車本社産業医　浦上　年彦 実地1．5

三菱重：〔業㈱大江西健康管理チーム科部長産業医　石川　浩二

◎◎：

レセプションホール

◎◎：ストレスチェック制度の実務　～面接指導と職場環境改善～
恵門1．5

大同特殊鋼㈱星崎診療所所長統括産業医　斉藤　政彦

15：00～16：30 ⑧⑧：メンタルヘルス箏例研究～職場復帰事例～

④：会議塞131＋132

⑥：会議塞133＋134 トヨタ自動車㈱本社産業隆　浦上　年彦 実地1．5

三菱璽工業㈱大江西健康管理チーム科部長産業医　石川　浩二

◎◎：

16：30～
レセプションホール

④：会議室131＋132
単位シール交付（講義終了時自席にて交付）

⑧：会議室133＋134

注）午後の研修はA～Dの4組（各組40名以内）に分力、れて行いますe

　　組分けにつきましては受講票の表面を、会場につきましては下記をご参照ください。

レセプションホール 会議室131＋132 会議室133＋134

13：20～14：50 A，B
C D

15：00～16：30 C，D
A B



（福岡会場）

令和3年度産業保健実践講習会開催のご案内

　産業医・産業保健関係者を対象として、時代の変化に応じた課題に即応できる実践的な知識・技術を修得

できる内容の講習会を開催いたしますのでご案内いたします。

　なお、当講習会は、日本医師会の認定産業医制度の研修として、更新肇単位、専門3．5単位及び実地1．5単

位を含む生涯研修の単位（計6単位）の取得が可能となっております（新たに認定産業医資格を取得するため

に必要な基礎研修の単位は取得できません。）。

　また、日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度の研修単位についても取得可能となっております。

記

1．日 時　令和3年5月9日（日）9：00～16：30

2．会 場　福岡国際会議場
　　福岡市博多区石城町2－1

3，主 催　（公財）産業医学振興財団・（公社）福岡県医師会

4．受　講　料　20、000円

5．対 象　産業医、保健師、養護師、衛生管理者、衛生推進者等

6．定 員　176名

7．申　込　先 （公財）産業医学振興財団企画課

ilO1－0048東京都千代田区神田司町2－2－11（新窟ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX：03－5209－1020

8．申込期間 令和3年3月1日（月）～

定員となり次第締め切らせていただきます。

9．申込方法 当財団のホームページ（一）よりお申し込みいただくか、
財団指定の受講申込書によりFAXでお申し込みください。

受講料振込書を受付締切後にお送りいたします。

10．受講料の振込受講料振込書により令和3年3月26日（金）までにお振込ください。

　　　　　　　　期罠までにお振込がない場合には、受講登録を取り消しさせていただきます。

11．受講票の送付受講料振込確認後、受講粟をお送りさせていただきますので、講習会当日必ずご持参ください。

12．受講料の返還振込まれた受講料は如何なる理由に関わらず返還いたしません。

13、昼 食　昼食の用意はしておりませんので、持参していただくか、会場近隣に飲食店等が若干ございますので

　　ご利用願います。（福岡会場では当田に弁当の予約販売を行います。）

※おことわり駐車場の用意は出来ませんので、公共交通機関をご利用ください。

　　　　　　講義中のPG、スマホ、タブレットの使用は他の受講者の迷惑となりますのでご遮慮願います。

　　　　　　会場内は場所により温度差がありますので、温度調整しやすい服装でご参加ください。



14．カリキュラム

時間 組・会場 テーマ・講師 単位

9：00～9：10 2F多欝的ホール オリエンテーション

最近の労働衛生法令の動き

9：10～10：10 2F多目的ホール 更新1．0

産業医科大学産業生態科学研究所

産業保健管理学教授　堀江　正知

治療と仕事の両立支援
10：20～11：20 2F多目的ホール 専門1，0

産業医科大学両立支援科学准教授　立石　濡一郎

職場における感染症対策の進め方～新型コロナウイルスを申心に～
11：30～12：30 2F多目的ホール 専門1，0

㈱健康企業　代表取締役　亀田　高志

12：30～1320 昼　食

④③： ④⑧：ストレスチェック制度の実務　～面接指導と職場環境改善～

5F国際会議蜜 専門1，5

（501） 九州璽力㈱本店健康管理室　統括産業医　藤代　一也

13：20～14：50
　，πP炉，ρ，，，，，，

◎：4F会議室

，　　　　　，　　，　　，　　　　　　，　　，　　．　・　　「　　炉，　炉　囎P，，ρ，曜・・，ρ・，■・．■■■■■．■．．，■．，■．層■．　■．．■．，■．，．■■．■「．，P．■，「．P．■．「■，「■「「■．「■．77．「囎▼7，炉7囎，・，畠・，噛・昌■・．■．，■．，．．■P．，．層．．P　．層

◎⑥：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

．■，「．，．■，■■r■層r■，■，■■r■■

（401＋402＋403）

◎：4F会議室 ㈱産業保健コンサルティングアルク代表取締役　梶木繁之
巽地1．5

〈404十40S十406）
ダイ八ツ九州㈱　主査産業医　垣内　紀亮

◎◎：
◎◎：ストレスチェック制度の実務　～面接指導と職場環境改善～

5F国際会議塞 専門1，5

（501） 九州電力㈱本店健康管理室　統括産業医　藤代　一也
，r，甲，7「マ髄幽「噛，，，，，， 9，，，，，，「■■，甲「，，・「P「マ「噛，噛噛噛，，，，，，，，，，，■，■「「，「，「▼イ▼イ，Pマ畠髄「噛「噛9，，，，， ，，冒，■■■，■

15：00～16：30 ④：4F会議室 ④⑧：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

（401＋402＋403）

⑥14F会議室 ㈱産業保健コンサルティングアルク代表取締役　梶木繁之
察地1，5

（404＋405＋406）
ダイ八ツ九州㈱　主蛮産業医　垣内　紀亮

◎◎：5F国際会議室

（501）

16：30～
④：4F会議室

（401＋402＋403）
単位シール交付（講義終了時自席にて交付）

⑥：4F会議室

（404＋405＋406）

注）午後の研修はA～Dの4組（各組44名以内）に分かれて行います。

　　組分けにつきましては受講票の表面を、会場につきましては下記をご参照ください。

5F国際会議室
　　（501）

　　4F会議室

（401＋402＋403）

　　4F会議室

（401＋402＋403）

13：20～14：50 A，B
C D

15：00～16：30 C，D
A 8



（大阪会場）

令和3年度産業保健実践講習会開催のご案内

　産業医・産業保健関係者を対象として、時代の変化に応じた課題に即応できる実践的な知識・技術を修得

できる内容の講習会を開催いたしますのでご案内いたします。

　なお、当講習会は、日本医師会の認定産業医制度の研修として、更新1単位、専門3．5単位及び実地1。5単

位を含む生涯研修の単位（計6単位）の取得が可能となっております（新たに認定産業医資格を取得するため

に必要な基礎研修の単位は取得できません。）。

　また、臼本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度の研修単位についても取得可能となっております。

記

1．日 時　令和3年5月23日（日） 9：00～16；30

2．会 場　大阪市立大学医学部
　　大阪市阿倍野区旭町1－4－3

3．主
　　共

4．受

　　催

　　催

講　料

（公財）産業医学振興財団

（一社）大阪府医師会・大阪市立大学医学部医師会

20ρ00円

5．対 象　産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

6．定 員　170名

7．申　込　先 （公財）産業医学振興財団企画課

〒101－0048東京都千代田区神田司町2－2－11（新愈ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX二〇3－5209－1020

8．申込期間 令和3年3月15目（月）～

定員となり次第締め切らせていただきます。

9．申込方法 当財団のホームページ（－p∠）よりお申し込みいただくか、
財団指定の受講申込書によりFAXでお申し込みください。

受講料振込轡を受付締切後にお送りいたします。

10．受講料の振込受講料振込轡により令和3年4月16H（金）までにお振込ください。

　　　　　　　　期日までにお振込がない場合には、受講登録を取り消しさせていただきます。

11．受講票の送付受講料振込確認後、受講票をお送りさせていただきますので、講習会当日必ずご持参ください。

12．受講料の返還振込まれた受講料は如何なる理由に関わらず返還いたしません。

13．昼 食　昼食の用憲はしておりませんので、持参していただくか、会場近隣に飲食店等が若干ございますので

　　ご利用願います。

※おことわり駐車場の用意は出来ませんので、公共交通機関をご利用ください。

　　　　　　講義中のPG、スマホ、タブレットの使用は他の受講者の迷惑となりますのでご遠慮願います。

　　　　　　会場内は場所により温度差がありますので、温度調整しやすい服装でご参加ください。



14．カリキュラム

晧間 組・会場 テーマ・講師 単位

9：00～9：10 大学4階大講義室 オリエンテーション

最近の労働安全衛生法令の動き
9：10～10：工0 大学4階大講義室 更新1．0

大阪市立大学　名謹教授　圓藤　吟史

治療と仕事の両立支援

10：20～11：20 大学4階大講義室 （独）労働者健康安余機構大阪労災病院治療就労両立支援センター
専門1．0

所長　久保＄昌詞

職場における感染症対策の進め方～新型コロナウイルスを中心に～
11：30～12：30 大学4階大講義室 専門1．0

関西医科大学衛生公衆衛生学講座教授　酉山利正

12：30～13：20 昼　食

④⑧：ストレスチェック捌度の実務　～職場環境改善を中心に～
④③：

大学4階大講義室 （一財）京都工場保健会御池メンタルサポートセンタ
専門1．5

課長　水本正志
13：20～14：50 ，，，，P▼P畠畠，

，　　　　　，　　，　　，　　　　　　　　　　，　　，　　，　　　　，　　P　　r　　　　　P　　　　，　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　，　　，　　，　　，　　　　　，　　　　　　　　　　，　　，　　，，　　　畠　畠 ，

◎◎：メンタルヘルス事例研究～職場復帰華例～

◎：大学4階中講義塞1

◎：大学6階中講義室2 前久保クリニック院長　前久保邦昭 実地15

医療法人伸明会ナンバかぎもとメンタルクリニック理褻長　鍵本伸明

◎⑥：ストレスチェック綱度の実務　～職場環境改善を中心に～
◎◎：

大学4階大講義室 （一財）京都工場保健会御池メンタルサポートセンタ 専門L5

課長　水本正志
15：00～16：30 ，，，，，，，甲，甲7幽噛昌9

昌　昌昌　昌　　，　　昌昌　，　　　，　　，　　，　　5　　　，　　，　　，　　，　　，　　，　，，　，　　9　　．　辱　　，　　，　　，　　7　　，　，　　　畠　　畠　畠「　畠畠　‘　　「　　・　　昌　　9　　，　　昌　　，　　，　　，　　，　　，　　　，　　，　　，　　，　　，　　，　　7　，甲　，　，P　ρ　　畠

畠畠畠噛昌，

④⑧：メンタルヘルス事例研究　～職場復帰事例～

④：大学4階中講義室1

⑧：大学6階中講義室2 前久保クリニック院長　前久保邦昭
実地1．5

医療法人伸明会ナンバかぎもとメンタルクリニック理畢長　鍵本伸明

◎⑪：大学4階大講義塞

16r30～ ⑨：大学4階中講義室1 単位シール交付（講義終了時自席にて交付）

⑥：大学6階中講義室2

注）午後の研修はA～Dの4組（各縄43名以内）に分かれて行います。

　　組分けにつきましては受講票の表面を、会場につきましては下記をご参照ください。

大学4階大講義室 大学4階中講義室1 大学6階中講義室2

13：20～14：50 A，B
C D

15：00～16：30 C，D
A B



（横浜会場）

令和3年度産業保健実践講習会開催のご案内

　産業医・産業保健関係者を対象として、時代の変化に応じた課題に即応できる実践的な知識・技術を修得

できる内容の講習会を開催いたしますのでご案内いたします。

　なお、当講習会は、日本医師会の認定産業医舗度の研修として、更新1単位、専門3．5単位及び実地1．5単

位を含む生涯研修の単位（計6単位）の取得が可能となっております（新たに認定産業医資格を取得するため

に必要な基礎研修の単位は取得できません。）。

　また、日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度の研修単位についても取得可能となっております。

記

1，N 時　令和3年6月13日（日） 9：00～16：30

2．会 場　神奈斜県総合医療会館
　　横浜市中区富士見町3－1

3．主 催　（公財）産業医学振興財団・（公社）神奈川県医師会

4．受　講　料　20、000円

5．対 象　産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

6．定 員　80名

7，申　込　先 （公財）産業医学振興財団企画課

〒　IOI－0048東京都千代田区神田司町2－2－11（新倉ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX：03－5209－1020

1tt　／／　／

8．申込期闘 令和3年4月5日（月）～

定員となり次第締め切らせていただきます。

9．申込方法 当財団のホームページ（一∠）よりお申し込みいただくか、
財団指定の受講申込書によりFAXでお申し込みください。

受講料振込轡を受付締切後にお送りいたします。

10．受講料の振込受講料振込書により令和3年5月12日（水）までにお振込ください。

　　　　　　　　期日までにお振込がない場合には、受講登録を取り消しさせていただきます。

11．受講票の送付受講料振込確認後、受講粟をお送りさせていただきますので、講習会当日必ずご持参ください。

12．受講料の返還振込まれた受講料は如何なる理宙に関わらず返還いたしません。

13．昼 食　昼食の用意はしておりませんので、持参していただくか、会場近隣に飲食店等が若干ございますので

　　ご利用願います。

※おことわり駐車場の用意は出来ませんので、公共交通機関をご利用ください。

　　　　　　講義中のPC、スマホ、タブレットの使用は他の受講者の迷惑となりますのでご逮慮顯います。

　　　　　　会場内は場所により温度差がありますので、温度調整しやすい服装でご参加ください。



14．カリキュラム

時間 纒・会場 テーマ・講師 単位

9：00～9：10 7階講堂 オ1」エンテーション

最近の労働安全衛生法令の動き
9：10～10：10 7階講堂 更新1．0

一般財団法人日本予防医学協会　理學　　赤津　順一

治療と仕事の両立支援
10：20～11：20 7階講裳 専門1．0

労働衛生コンサルタント撃務所オークス所長　竹田透

職場における感染症対策の進め方～新型コ［］ナウイルスを中心に～
11：30～12：30 7階講堂 専門1．0

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学教授　和田耕治

12：30～13：20 昼　食

④⑧：ストレスチェック制度の実務　～職場環境改善を中心に～
④⑧：7階講堂 尊門1．5

東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野客員研究員小林由佳
5，，，，甲77，畠畠髄，・昌 昌999，9，，，9，，，▼，，甲7，，畠畠畠畠幽‘畠噛昌昌畠噛昌9昌昌，，昌，昌，昌9，昌9，■甲，甲，甲，幽幽畠噛昌昌昌昌昌昌，，，，，， ，，，，，，，，．

13：20～14：50

◎：2階会議室
◎⑨：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

◎：1階会議室 にしのうえ産業医學務所所長　西埜植規秀
実地1．5

（株）フジクラ健康支援統括センター統括産業医廣尚典

◎◎：ストレスチェック制度の実務　～職場環境改善を中心に～
◎⑥：7階講裳 専門1．5

東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野客翼研究員小林由佳
，，，冒，r，・，囎マ，，噛，， 9，9，，，，，，，，，，，，・，・．，卜，，卜ρ，，噛，，，，，昌，昌，9，，，，，，，，，，■■咀，，囎，，マ，「，マ，■■9■■9■■■■ ，，，「

15：00～16：30 ④⑧：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～
④：2階会議室

③：1階会議室 にしのうえ産業医事務所所長　西禁植規秀 実地1．5

（株）フジクラ健康支援統括センター統括産業医贋尚典

◎⑨：7階講堂

16：30～ ④：2階会議室 巣位シール交付（講義終了時自席にて交付）

⑧：1階会議室

注）午後の研修はA～Dの4組（各組20名以内）に分かれて行いますe

　　組分けにつきましては受講票の表面を、会場につきましては下記をご参照ください。

7階講堂 2階会議室 1階会議室

13：20～14：50 A，B
C D

15：00～工6：30 C，D
A B



（岡山会場）

令和3年度産業保健実践講習会關催のご案内

　産業医・産業保健関係者を対象として、時代の変化に応じた課題に即応できる実践的な知識・技術を修得

できる内容の講習会を開催いたしますのでご案内いたします。

　なお、当講習会は、日本医師会の認定産業医制度の研修として、更新1単位、専門3．5単位及び実地1．5単

位を含む生涯研修の単位（計6単位）の取得が可能となっております（新たに認定産業医資格を取得するため

に必要な基礎研修の単位は取得できません。）。

　また、日本産業衛生学会の産業保｛建看護専門家制度の研修単位についても取得可能となっております。

記

1．日

2．会

3．主

時　令和3年7月11日（日）

場　岡山コンベンションセンター

　　岡山市北区駅元町14－1

9：00～16：30

催　（公財）産業医学振興財団・（公社）岡山県医師会

4．受　講　料　20，000円

5．対

6．定

象　産業医、保健師、醤護師、衛生管理者、衛生推進者等

員　110名

7．申　込　先

8，申込期間

9．申込方法

（公財）産業医学振興財団企画課

〒101－0048東京都千代田区神田司町2－2－11（新窟ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX：03－5209－1020

btt　／／　／

令和3年4fi　26日（月）～

定員となり次第締め切らせていただきます。

当財団のホームページ（btt　／／　／）よりお申し込みいただくか、

財団鱈定の受講申込盤によりFAXでお申し込みください。

受講料振込書を受付締切後にお送りいたします。

10．受講料の振込受講料振込書により令和3年5月28日（金）までにお振込ください。

　　　　　　　　期日までにお振込がない場合には、受講登録を取り消しさせていただきます。

11．受講票の送付受講料振込確認後、受講票をお送りさせていただきますので、講習会当日必ずご持参ください。

12．受講料の返還振込まれた受講料は如何なる理由に関わらず返還いたしません。

13．昼 食　昼食の用意はしておりませんので、持参していただくか、会場近隣に飲食店等が若干ございますので

　　ご利用願います。

※おことわり駐車場の用意は出来ませんので、公共交通機関をご利用ください。

　　　　　　講義中のPC、スマホ、タブレットの使用は他の受講者の迷惑となりますのでご遠慮願います。

　　　　　　会場内は場所により温度差がありますので、温度調整しやすい服装でご参加ください。



14．カリキュラム

時間 組・会場 テーマ・講師 単位

④⑥：2階レセプション

9：00～9：10
　　ホール

◎：4階405会議室
オリエンテーション

⑨：4階407会議審

④⑧：2階レセプション

9：10～10：10
　　ホール

◎：4階405会議室

最近の労働安金衛生法令の動き
更新1．0

⑪：4階407会議窯 マツダ㈱安全健康防災部産業医　奈良井　理恵

④③：2階レセプション 治療と仕箏の両立支援

10：20～11：20
　　ホール

◎：4階405会議室 （独）労働者健康安全機構申国労災病院
専門1．0

◎：4階407会議塞 治療就労両立支援センター所長　豊田葦宏

⑧⑧；2階レセプション

11：30～12：30
　　ホール

◎：4階405会議審

職場における感染症対策の進め方～新型コロナウイルスを中心に～

専門LO

⑪：4階407会議室 鋼山大学大学睨医歯薬学総合研究科講師　高尾総司

12：30～13：20 昼　食

④⑧：2階レセプション

ホール

④⑧：ストレスチェック制度の実務　～面接指導と職場環境改善～

　　　　大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学教授　井上幸紀

専門1．5

13：20～14：50 ◎⑪：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

◎：4階405会議室

⑨：4階40フ会議塞 日本赤十字社岡山赤十字病院精神科部辰　中島　誠
実地1．5

岡山県地域医療センター岡山大学支部助教　岩瀬敏秀

◎◎：2階レセプション

ホール

◎◎：ストレスチェック制度の実務　～面接指導と職場環境改善～
專門1．5

大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学教授　井上幸紀

15：00～16：30 ④⑧：メンタルヘルス事例研究～1哉場復帰事例～

④：4階405会議室

⑥：4階40ア会議室 臼本赤十字社岡山赤十字病院精神科部長　中農　誠
実地ヱ．5

岡山禦地域医療センター岡山大学支部助教　岩瀬敏秀

◎⑪：2階レセプション

16：30～
　　ホール

④：4階405会議室
単位シール交付（講義終了時自席にて交付）

③：4階407会議蜜

注）午後の研修はA～Dの4緻（各組28名以内）に分かれて行います。

　　組分けにつきましては受講票の表面を、会場につきましては下記をご参照ください。

2階レセプションホール 4階405会議室 4階407会議室

13：20～14：50 A，B
C D

15：00～16：30 C，D
A B



（東京会場）

令和3無度産業保健実践講習会開催のご案内

　産業医・産業保健関係者を対象として、時代の変化に応じた課題に即応できる実践的な知識・技術を修

得できる内容の講習会を開催いたしますのでご案内いたします。

　なお、当講習会は、B本医師会の認定産業医制度の研修として、更新1単位、専門3．5単位及び実地1．5

単位を含む生涯研修の単位（計6単位）の取得が可能となっております（たに認定産業医資格を取得す

るために必要な基礎研修の単位は取得できません。）。

　また、日本産業衛生学会の産業保健看護専門家制度の研修単位についても取得可能となっておりま
す。

記

1．日 時　令和3年8月22日（日） 9：00～16：30

2，会 場　浅草橋ヒューリックホール

　　東京都台東区淺草橋1－22－16

3．主 催　（公財）産業医学振興財団・（公社）東京都医師会

4．受　講　料　20，000円

5．対 象　産業医、保健師、麿護師、衛生管理者、衛生推進者等

6．定 員　190名

7．申　込　先 （公財）産業医学振興財団企画課

〒101－0048東京都千代濁区神田司町2－2－11（新愈ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX：03－5209－1020

8，申込期間 令和3年6月7日（月）～

定員となり次第締め切らせていただきます。

9．申込方法 当財団のホームページ（一）よりお申し込みいただくか、
財隅指定の受講申込書によりFAXでお申し込みください。

受講料振込書を受付締切後にお送りいたします。

10．受講料の振込受講料振込書により令和3年7月9日（金）までにお振込ください。

　　　　　　　　期日までにお振込がない場合には、受講登録を取り消しさせていただきます。

11．受講票の送付受講料振込確認後、受講票をお送りさせていただきますので、講習会当日必ずご持参ください。

12．受講料の返還振込まれた受講料は如何なる理由に関わらず返還いたしません。

13，昼 食　昼食の用意はしておりませんので、持参していただくか、会場近隣に飲食店等が若干ございます

　　のでご利用願います。

※おことわり駐車場の用意は出来ませんので、公共交通機関をご利用ください。

　　　　　　講義中のPC、スマホ、タブレットの使用は他の受講者の迷惑となりますのでご遠慮願います。

　　　　　　会場内は場所により温度差がありますので、温度調整しやすい服装でご参加ください。

14．カリキュラム



時間 組・会場 テーマ・講師 単位

④③◎：2Fホール

9：00～9：10
◎：3FROOMO

⑤：3FROOM1
オリエンテーション

㊦：3F　ROOM2

㊨③◎：2Fホール

9：10～io：10
◎：3F　ROOMO

⑤：3FROOM1

最近の労働安全衛生法令の動き
更新1．0

㊦：3FROOM2 （株）梶原産業医學務所代表取締役梶原隆芳

10120～11：20

④⑧◎：2Fホール

⑪：3F　kOO醗0

⑧：3F　ROO図1

治療と仕事の萄立支援

専門1．0

㊥：3F　ROOM2
東京慈恵会医科大学環境保健医学講座　教授須賀　万智

④⑧◎：2Fホール
職場における感染症対策の進め方～新型コロナウイルスを中心に～

11：30～12：30
◎；3F　ROOMO

⑪：3F　kOO阻
尊門1．0

⑪：3F　ROOM2
東京医科大学病院渡航者医療センター部長濱田篤郎

12：30～13：20 昼　食

④⑥◎：ストレスチェック制度の実務　～面接指導と職場環境改善～
④③◎：

　　　2秣一ル 独立行政法人労働煮健康安金機構労働安全衛生総合研究所
専門1．5

過労死等防止調査研究センター統括研究員　　吉川　徹

，髄，，，，囎ρ，，P ，，，，，囎，囎ρ．，，，，，辱「■マ7，，・，■，．，，，「■■「「，7，・ρ「，，，，．ヤト，，Pρ卜，， ，，■，，・，，

13：20～14：50 ⑥⑤㊦：メンタルヘルス事例研究～月哉場復帰事例～

◎：3F良00MO

＠：3FROO膣ユ
オリンパス㈱統揺産業医　　内田　和彦

実地15
㊦：3F　ROO図2 医療法人社団弘團会　神田東クリニック　院長　　高野　知樹

（株）日立製作所B立健鷹管理センタ主任医長　　中　谷　敦

◎⑧㊥：ストレスチェック制度の実務　～薗接指導と職場環境改善～
⑪⑧⑧：

　　2Fホール 独立行政法入労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所
専門1，5

過労死等防止調査研究センター統括研究員　　吉　川　徹

15：00～16：30 ④⑧◎：メンタルヘルス畢例研究～職場復帰事例～

④：3F　ROO図0

⑧；3F　ROOM1
オリンパス㈱統括産業医　　内田　和彦

実地1．5

◎：3F　ROO卜肇2 医療法人社団弘罵会　神田東クリニック　院長　　高野　知樹

（株）日立製作所日立健康管理センタ主任医長　　中　谷　敦

◎⑤㊦：2Fホール

16：30～
④：3FROOMO
⑥：3F　ROO図1

単位シール交付（講義終了時自席にて交付）

◎：3FROO図2

注）午後の研修はA～Fの6組（各組42名以内）に分かれて行います。

　　組分けにつきましては受講票の表面を、会場につきましては下記をご参照ください。

2Fホール 3F　ROOM　O 3F　ROOM　1 3F　RQOM　2

13：20～14：50 A，B，　C D E F

15：00～16：30 D，E，　F
A B C


