
令和4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4年度も新たな研修科目を取り入れ、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（生涯石刑彦6単位）
　　　　　　　　※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取得はできません。
　　　　　　　　　日本産業衛生学会産業保健看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、神奈川県医師会、大阪府医師会、岡山県医師会

　福岡県医師会、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）

最近の労働安全衛生法令の動き 更新1単位

治療と仕事の両立支援 専門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

産業医活動の実務 専門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 横浜会場 大阪会場 岡山会場 福岡会場 東京会場

日時
4月10日　（日）

　9：00～16：30

5月15日　（日）

　9：00～16：30

5月29日　（日）

　9：0D～16：30

6月19日｛日｝
　9：00～16：30

ア月17日〔日｝

　9：00～16：30

8月21日　｛日｝

　9：DO～16：30

会場
名古屋国際会議場

名古屋市熱田区熟田西町1－1

神奈川県総合医療会館

横浜市中区寛士見町3－1

大阪府立国際会講場

大阪市北区中之島5－3－51

岡山コンベンション

　　センター

岡山市北区駅元町14－1

　福岡国際会議場

福岡市構多区石城町2－1

　　ベルサール神田

東京都干代田区神田美土代町7

定員 200名 96名 156名 108名 198名 200名

受講料 20，000円 201000円 20，000円 20，000円 20，000円 20，000円

受付

開始
2月14日（月） 2月28日（月） 3月22日（火） 4月11日（月） 5月16日（月） 6月6日（月）

※1天災等の事情により開催を中止させていただく場合があります。

※2講義中のPC、スマホ、タブレットで他の受講者の迷惑となるような使用は控えてください。

※3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二／／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

〒101－0048　東京都千代田区神田司町2－2－11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－Mail　　jissen＠zsisz．or．jP

企画課

　FAX　　O3－5209－1020

　URL　　https：／／www．　zsisz．or．　jP／



（名古屋会場）

令和4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、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4年4月10日（日） 9：00～16：30

2．会 場　名古屋国際会議場
　　愛知県名古屋市熱田区熱田西町1－t

3．主 催　（公財）産業医学振興財団・（公社）愛知県医師会

4．受　講　料　201000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　200名

7．申　込　先

8．申込期間

（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

btt　／f　／
令和4年2月14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（btt　／／　／）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指定期日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返還いたしません。（新型コロナウイルス感染症に罹患された、またはその疑いのあ

　　　　　　　　る場合を除く）

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 駐車場の用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

講義中のPC、スマホ、タブレットで他の受講者の迷惑となるような使用は控えてください。

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



14．カリキュラム

取得単イ立：6，0単位　（更新1，0単位，専門3，5単イ立，実地1．5単位）

時間 組・会場 デーマ・講師 単位

9：00～9：10 レセプションホール オリエンテーション

最近の労働安全衛生法令の動き
9：10～10：10 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　照匿

治療と仕事の両立支援
10：20～11：20 レセプションホール 専門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1．0

大筒特殊鋼㈱星崎診療所所長統括産業医　斉藤　政彦

12：30～13：20 昼　食

④⑤：

レセプションホール

77r77ぞ7，P・，ぞ■，噛■．■■．■■．，，，，，

④⑧：産業医活動の実務

　　　（株）産業保健コンサルティング事務所アルク代表取締役　梶木繁之

専門1．5

鴨，，，，，，，，，，，，「■・卜，甲，，，，，幽，P，，，，，，，P■■，「「■，「■，「■■「「7，・7，ρ・，．・，噛■．■■■ ■■．，■．，■．，．．．P．

13：20～14：50 ◎⑨：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

◎：会議窯131＋132

⑪：会議窯133＋134 なごや労働衛生コンサルタント事務所所長　山田琢之
実地1．5

三菱重工業㈱大江西健康管理チーム科部長産業医　石川　浩二

◎⑪：

レセプションホール

◎⑥：産業医活動の実務
専門1．5

　　　（株）産業保健コンサルティング事務所アルク代表取締役　梶木繁之，・，■・・■■■7，■，甲，炉，，，噛，昌辱，，

■，■，P■■P■■P■■，r■rr■rr■r■■r■rr■■7・，7，ぞ，，囑ρ，．

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
，・，ρ卜，，囑ρ．，5

15：00～16：30 ④⑧：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

④：会議塞131＋132

⑥：会議室133＋134 なごや労働衛生コンサルタント畢務所所長　山田琢之 実地i5

三菱重工業㈱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：会議室工33＋134

注）午後の研修はA～Dの4組（各組50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。

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



（横浜会場）

令和4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、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4年5月15日（日） 9：00～16：30

2．会 場　神奈川県総合医療会館
　　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　96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（新倉ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX：03－5209－1020

btt　／／　／

8．申込期間 令和4年2月28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（htt　ff－f）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指定期日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返還いたしません。（新型コロナウイルス感染症に罹患された、またはその疑いのあ

　　　　　　　　る場合を除く）

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 駐車場の用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

講義中のPC、スマホ、タブレットで他の受講者の迷惑となるような使用は控えてください。

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



14．カリキュラム

取そ尋単イ立：6，0単イ立　（更新1．0単｛立r専門3，5単位，実地1，5単位）

時間 組・会場 デーマ・講師 単位

9：00～9：10 7階講堂 オリエンデーション

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　理事　　赤津　順一

治療と仕事の両立支援
10：20～11：20 7階講堂 尊門1．0

労働衛生コンサルタント華務所オークス所長　竹田透

職場における感染症対策の進め方～新型コロ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：産業医活動の実務

④⑥：7階講堂 専門15

ジヤトコ株式会社人事部付統括産業医　西賢一郎

13：20～14：50 畠，・9昌，，昌，，，，，，甲， 「畠畠畠畠幽畠畠昌，昌9，，，，，，7，甲7畠畠畠噛．噛，・，，，，，，甲，，77畠畠畠「噛，昌，，9，，，．，，甲，， 臼噛畠噛，噛畠，9，

◎◎：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～
◎：2階会議室

⑨：1階会議室 にしのうえ産業医畢務所所長　西埜櫃規秀
案地1．5

株式会社リコー総括産業医　森田哲也

⑧⑧：産業医活動の実務

◎◎：7階講堂 専門1．5

　　ジヤトコ株式会社人事部付統括産業医　縢賢一郎魑，，，，，▼・國．畠．・，・・層■・．，，，，畠，，，

15：00～16：30 畠「，，，

，，，，，，τ「「④③：メンタルヘルス事例研究～職場復帰悪例～

，，P

⑧：2階会議室

⑧：1階会議室 にしのうえ産業医事務所所長　西埜植規秀
実地1．5

株式会社リコー総括産業医　森田哲也

◎⑨：7階講堂

工6：30～ ⑧：2階会議富 単位シール交付

⑥：1階会議室

午後の研1彦はA～Dの4組（各組25名以内）に分かれて行います。

線み分けにつきましては受講票の表醐を、会場にっ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

15：00～16：30 C，D
A B



（大阪会場）

令和4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、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

2．会

3．主
　　共

4．受

5．対

6．定

時　令和4年5月29日（日） 9：00～16：30

場　大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）

　　大阪市北区中之島5－3－51

　　催

　　催

講　料

（公財）産業医学振興財団

（一社）大阪府医師会

20，000円

象　産業医、保健師、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

員　156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
htt　s／／www　zsisz．or’／

令和4年3月22日（火）～

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（h－）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指定期日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返還いたしません。（新型コロナウイルス感染症に罹患された、またはその疑いのあ

　　　　　　　　る場合を除く）

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。

※おことわリ 駐車場の用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

講義中のPC、スマホ、タブレットで他の受講者の迷惑となるような使用は控えてください。

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



14．カリキュラム

取得単位：6．0単位（更新1．0単位，専門3，5単位，実地1，5単位）

時閻 組・会場 テーマ1講師 単位

9：00～9：10 10F会議室1003 オリエンテーション

最近の労働安全衛生法令の動き
9：10～10：10 10F会議室1003 更新1，0

大阪市立大学　名誉教授　圓藤　吟史

治療と仕事の両立支援

10：20～11：20 10F会議窯1003 （独）労働者健康安全機構大阪労災病院治療就労爾立支援センター
専門1，0

所長　久保田昌詞

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 10F会議室1003 専門1，0

関西医科大学衛生・公衆衛生学講座教授　西由利正

12：30～13：20 昼　食

④③：

工OF会議室1003

④⑧：産業医活動の実務
専門1，5

パナソニック健康保険組合健康管理センター所長　伊藤正人
P■，「■，「■，「7，7■P「7■777，77，77■，，P ，，▼囎畠「畠7畠畠「，，「，，5，，，，，，，，，，，，，，，▼「7髄，，，

■．P．．，P．．P■．，■．P．，■■，「．，「

13：20～14：50 ◎◎：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

◎：10F会議室1001

◎：10F会議室1002 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カ、ぎもとメンタルクリニック理箏長　鍵本伸明

◎⑨：

10F会議室1003

④⑧：産業医活動の実務
専門1，5

パナソニック健康保険組含健康管理センター所長　伊藤正人　　　　　　　　　　　　，■，π，・，，囎P，囎Pρ，ρ囑，，，5

・7・F7，P7，P，囎ρ・．ρ昌，，55

，，，，，，，，，，，，，，，
r■，r■■r■■，r■，■■r■，r■77・，．

15：00～16：30 ④⑧：メンタルヘルス事例研究　～職場復帰事例～

④：10F会議室1001

⑧：10F会議室1002 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事長　鍵本伸明

◎⑨：

16：30～ 10F会議塞1003
④：10F会議室1001

単位シール交付

⑧：10F会議室1002

注）午後の研修はA～Dの4組（各緩39名）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。

10階1003会議室 10階1001会議室 10階1002会議室

13：20～14150 A，B
C D

15：00～16：30 C，D
A B



（岡山会場）

令和4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、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4年6月19日（日） 9：00～16：30

2．会

3．主

場　岡山コンベンションセンター

　　岡山市北区駅元町14－1

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、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

員　108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

btt　／／　／

令和4年4月11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（htt　s／／www　zsisz　or’／）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指定期日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返還いたしません。（新型コロナウイルス感染症に罹患された、またはその疑いのあ

　　　　　　　　る場合を除く）

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 駐車場の用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

講義中のPC、スマホ、タブレットで他の受講者の迷惑となるような使用は控えてください。

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



14．カリキュラム

取得単位：6．O単位（更新1．0単位，専門3，5単位，実地i，5単位）

時閣 ．組・会場 テーマ・講師 単位

9：00～9：10 2階レセプションホール オリエンテーション

最近の労働安金衛生法令の動き
9：10～10：10 2階レセプションホール 更新1，0

マツダ株式会社　産業医　奈良井　理恵

治療と仕事の両立支援

10：20～11：20 2階レセプションホール
（独）労働者健康安全機構申国労災病院

専門1．0

治療就労両立支援センター所長　豊田章宏

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～

11：30～12130 2階レセプションホール 専門1，0
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

疫学・衛生学分野　講師　高罷総司

12：30～13：20 昼　食

⑧③2階レセプション

ホール

　　　　　　　■，卜，，

④③：産業医活動の実務
専門1，5

，，，， ，，，，，辱・，咀，駈囑ρ，，「，5■．．■．．，．．．，，，，．π，「咀，■ρ，，，， ，鴨，■・卜，，囎「，

13：20～14：50 ◎⑥：メンタルヘルス事例研究～職場復帰華例～

◎：4階301会議室

⑪：4階407会議室 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
実地1．5

大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学准教授　岩嫡進一

◎⑨：2階レセプション

ホール

◎⑪：産業医活動の実務
専門15

三菱ケミカル株式会社金社統括産業医　真鍋憲幸
，，，，，「■■，．■，「■，「■ 「■π「7P7卜7，，Pρ・5■・．，，，，．．，・辱・，“，卜．，，，，，，，，，，，・，，・，，，．ρ5，， ，，囎，，・

15：00～16：30 ⑧⑧：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

④：4階301会議塞

③：4階407会言簾≡ 大阪帯立大学大学院医学研究科神経精神医学教授　井上幸紀
実地1，5

大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学准教授　岩崎進一

◎◎：2階レセプション

16：30～
　　ホール

⑧：4階301会議室
単位シール交付

⑧：4階407会議室

注）午後の研修はA～Dの4組（各組27名）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 3階301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



（福岡会場）

令和4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、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4年7月17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、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

6．定 員　198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（新倉ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX；03－5209－1020

8．申込期間 令和4年5月16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（htt　s〃www　zsisz。r．i／）よりお申し込みいただくか、

財団捲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指定期日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返還いたしません。（新型コロナウイルス感染症に罹患された、またはその疑いのあ

　　　　　　　　る場合を除く）

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。（福岡会場では当日に弁当の予約販売を行います。）

※おことわり 駐車場の用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

講義中のPC、スマホ、タブレットで他の受講者の迷惑となるような使用は控えてください。

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



14．カリキュラム

取得単位：6，0単位（更新1，0単位，専門3，5単位，実地1，5単位）

時間 組・会場 テーマ・講師 単位

2F多陰的ホール
9：00～9：10

（203＋204）
オリエンテーション

最近の労働衛生法令の動き
2F多目的ホール

9：10～10：10
（203＋204） 産業医科大学産業生態科学研究所

更新1，0

産業保健管理学教授　堀江　正知

10：20～11：20
2F多目的ホール 治療と仕事の両立支援

専門1，0
（203＋204）

産業医科大学医学部両立支援科学准教授　立石　湾一郎

11：30～12：30
2F多目的ホール 職場における感染症対策の進め方～新型コ日ナウイルスを中心に～

専門1，0
（203＋204）

㈱健康企業　代表取締役・医師　亀田　高志

12：30～1320 昼　食

④⑥：
④⑧：産業医活動の実務

2F多目的ホール 専門1．5

（203＋204） 産業医科大学産業医実務研修センターセンター長教授　川波祥子
，

5，，，，，■■，，囎甲，“，マ，曜，，ρ，ρ，昌P昌昌．5，，鴨，，，，，，，，，， ，，77，髄．7

13：20～14：50 ◎：2F多目的ホール
◎⑪：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

　　　（201）

◎：2F多目的ホール
㈱産業保健コンサルティングアルク代表取締役　梶木　繁之 実地1，5

（202）
ダイ八ツ九州㈱総務・人事部

安金衛生推進室主査産業医　垣内　紀莞

◎⑪：
◎◎：産業医活動の実務

2F多目的ホール 専門1．5

（203＋204）　，，，，，，， 産業医科大学産業医実務研修センターセンター長教授　灘波祥子　　　　　　　　卜，卜，，囎，，←，，畠ρ，畠，，，昌．昌，，，

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，．．
，，・，，卜，，．．■■・．

15：00～16：30 ④：2F多屋的ホール
④⑧：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

　　　（201）

⑧：2F多目的ホール
㈱産業保健コンサルティングアルク代表取締役　梶木繁之 実地1，5

（202）
ダイ八ツ九州㈱総務人事部

安全衛生推進室主蛮産業医　填内　紀冤

◎◎：2F多目的ホール

（203＋204）

16：30～
④：2F多目的ホール

　　　（201）
単位シール交付

⑧：2F多目的ホール

（202）

注）午後の研修はA～Dの4組（各組50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多目的ホール

（203＋204）

2F多囲的ホール

　　（201）

2F多目的ホール

　　（202）

13：20～14：50 A，B
C D

15：00～16：30 C，D
A B



（東京会場）

令和4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、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4年8月21日（日） 9；QO～16：30

2．会 場　ベルサール神田

　　東京都千代田区神田美土代町7

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、看護師、衛生管理者、衛生推進者等

6．定 員　200名

7．申　込　先

8．申込期間

（公財）産業医学振興財団　企画課

〒101－0048東京都干代田区神田司町2－2－11（新倉ビル3階）

TEL：03－3525－8293　FAX：03－5209－1020

令和4年6月6日（月）～

定員となリ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（htt　／／－／）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指定期日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返還いたしません。（新型コロナウイルス感染症に罹患された、またはその疑い

　　　　　　　　のある場合を除く）

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 駐車場の用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

講義中のPG、スマホ、タブレットで他の受講者の迷惑となるような使用は控えてください。

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



14．カリキュラム

取得単位：6．0単位（更新1．0単位，専門3．5単位，実地15単位）

時間 組・会場 テーマ・講師’ 単位

9：00～9：10 2Fホール オリエンテーション

最近の労働安全衛生法令の動き
9：10～10：10 2Fホール 更新1．0

（株）梶原産業医學務所代表取締役梶原隆芳

治療と仕事の両立支援

10：20～11：20 2Fホール 専門1．0

東京慈恵会医科大学環境保健医学講座　教授須賀　万智

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 2Fホール 専門1．0

東奈医科大学病院渡航者医療センター部長濱田篤郎

④③：2Fホール

12：30～13：20 ◎：3FRQOM1÷2 昼　食
⑪：3F只00M3＋4

④⑧：産業医活動の実務
④⑧：2Fホール 専門1．5

にしのうえ産業医箪務所　所長　　繭禁植規秀

13：20～14：50 ⑪⑤㊦：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～
◎：3F　ROOM1＋2

◎：3F　ROOM3＋4
オリンパス㈱統播産業医　　内田　和彦

実地1．5

医療法人社団弘冨会　神田東クリニック　院長　　高野　知樹

◎◎：産業医活動の契務
◎◎：2Fホール 専門L5

にしのうえ産業医事務所　所長　　西埜植規秀

‘■・，，■・．5，， ，，，，，，，，，，，，，，，，，，．．．■・．・，「，，，囑，囑，昌，「，昌5，， ，，，，
15：00～16：30 ④③◎：メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～

④：3F　ROO阻＋2

⑧：3FROO卜噂3＋4
オリンパス㈱統括産業医　　内田　和彦

案地1，5

医療法人社団弘冨会　神田東クリニック　院長　　窩野　知樹

◎◎：2Fホール

16：30～ ④：3FROOMI＋2 単位シール交付

⑧：3FROOM3÷4

注）¢後の研修はA～Dの4組（各組50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良00M工＋2 3F　ROOM　3＋4

13：20～14：50 A，B
C D

15：00～16：30 C，D
A B


