日本医師会 認定産業医制度産業医学研修会 令和元9月以降開催予定一覧
【生涯研修会】：既に産業医認定を受けておられる方を対象とした研修会です
既に受講定員に達し、申込みが締め切られている研修会も掲載されている場合があります。ご諒承くださいませ。

【令和元年９月（以降）日医・認定産業医制度運営委員会への審査依頼分（予定）】
研修会申請団体

大阪府医師会

関西産業健康管理研究協議会
（共催：大阪府医師会）
（後
援：大阪産業保健総合支援セン
ター）

産業医学振興財団
（共催：大阪府医師会、大阪市立大
学医学部医師会）

産業医学振興財団
（共催：大阪府医師会、大阪市立大
学医学部医師会）

産業医学振興財団
（共催：大阪府医師会、大阪市立大
学医学部医師会）

開催日

開始

2019年9月11日 ( 水 ) 14:00

2019年9月19日 （ 木 ） 18:15

2019年9月21日 （ 土 ） 9:30

2019年9月22日 （ 日 ） 9:00

2019年9月23日 （ 月 ） 9:00

終了

～

～

～

開催場所

府医会館2階ホール
16:00 （大阪市天王寺区上
本町2）

ヴィアーレ大阪
20:40 （大阪市中央区安土
町3）

【研修会名】
研修テーマ・講師

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

定員

HP

郡市区等医師会働き方改革労務関連 会長・担当理事・事務局合同
研修会
基礎・後期［２］
生涯・更新［２］

「働き方改革と今後の医療機関の労務管理」
社会保険労務士事務所ミッションPlus
特定社会保険労務士 佐藤 有佳子

【第58回関西産業健康管理研究会】
主題「令和時代の職場の喫煙対策～喫煙対策 Up To Date～」
①講演（1時間10分）
「改正健康増進法をふまえた喫煙対策と加熱式たばこ」
産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学 教授 大
和 浩
②ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（1時間）
「新時代の喫煙対策 分煙から禁煙に」
村井こころのクリニック 院長 村井 俊彦 ほか

【2019年度産業医学専門講習会（大阪会場）】［第1日］
①講義「安全配慮義務と産業医の実務」
岡田 邦夫
②講義「職域における健康情報の保護」
土肥 誠太郎
大阪市立大学医学部 ③実地「ケーススタディ メンタルヘルスケア～職場復帰事例～」
大講義室ほか
井上 幸紀
18:30 （大阪市阿倍野区旭 ④講義「職場における腰痛と対策のすすめ方」
町1）
垰田 和史
⑤講義：「働き方改革関連法令と産業医の職務」
圓藤 吟史
⑥講義「じん肺の健康診断の実務」
岸本 卓巳

生涯・専門［２］

生涯・専門［３．５］
生涯・更新[２．０]
生涯・実地［１．５］

～

【平成31年度産業医学専門講習会（大阪会場）】［第2日］
①講義「過重労働対策の進め方」
堀江 正知
②講義「医師の働き方改革」
大阪市立大学医学部 相澤 好治
大講義室ほか
③実地「職場巡視」
17:30 （大阪市阿倍野区旭
吉積 宏治
町1）
④講義「ストレスチェック制度の実務―面接指導と職場環境改善―」
森口 次郎
⑤講義「高年齢労働対策―高年齢労働社会に求められる産業保健戦
略-」
南 浩一郎

～

【平成31年度産業医学専門講習会（大阪会場）】［第3日］
①講義「化学物質のリスクアセスメントの進め方」
立石 清一郎
②講義「治療と職業生活の両立支援―産業医の役割―」
大阪市立大学医学部
竹田 透
大講義室ほか
16:30 （大阪市阿倍野区旭 ③講義「職場における救急処置」
南 浩一郎
町1）
④実地「作業環境測定の実際」
河合 俊夫
⑤講義「産業医が行う労働衛生・健康教育の技法」
柴田 喜幸

生涯・専門［４］
生涯・実地［１．５］
生涯・更新［１．５］

生涯・専門［４．５］
生涯・実地［１．５］

1

備考

300

●受講料：無料
大阪府の郡市区等医師会の会長・担当理事・事務局が対象
●申込み：FAXまたはメール（～9/6まで）
★連絡先：大阪府医師会総務課
TEL 06-6763-7000
FAX 06-6763-7000

200

●受講料：同協議会会員は無料、非会員3,000円
●申込み：同協議会
★連絡先：同協議会
TEL 06-6362-9042
FAX 06-6362-1087

250

HP

※9/22（日）第2日、9/23（月）第3日とセット
●受講料（3日間一括）：35,000円
●申込み：所定用紙でFAXまたは財団HP（http://www.zsisz.or.jp）か
らオンライン受付
申込み期間：6/3(月)～7/1（月）
★連絡先：産業医学振興財団
TEL 03-3525-8293
FAX 03-5209-1020

HP

※9/21（土）第1日、9/23（月）第3日とセット
●受講料（3日間一括）：35,000円
●申込み：所定用紙でFAXまたは財団HP（http://www.zsisz.or.jp）か
らオンライン受付
申込み期間：6/3(月)～7/1（月）
★連絡先：産業医学振興財団
TEL 03-3525-8293
FAX 03-5209-1020

HP

※9/21（土）第1日、9/22（日）第3日とセット
●受講料（3日間一括）：35,000円
●申込み：所定用紙でFAXまたは財団HP（http://www.zsisz.or.jp）か
らオンライン受付
申込み期間：6/3(月)～7/1（月）
★連絡先：産業医学振興財団
TEL 03-3525-8293
FAX 03-5209-1020

250

250

研修会申請団体

中央労働災害防止協会

日本産業衛生学会近畿地方会産業
医部会（共催：大阪府医師会）

中央労働災害防止協会

開催日

開始

2019年9月26日 （ 木 ） 9:40

2019年9月28日 ( 土 ) 14:00

2019年9月29日 （ 日 ） 12:30

開催場所

終了

【研修会名】
研修テーマ・講師

【2019年度 第15回実務向上研修 （Bコース）】
① 講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
② 講義「体内時計を利用した時間軸の健康科学 ～運動・栄養・睡眠
の視点を中心に～」
早稲田大学 先進理工学部 教授 柴田 重信
③ 講義・研究討議「ソクラテスの耳―ケア（支援）のコミュニケーション
スキル研修」
国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター センター
長 堀越 勝

～

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:00 （大阪市西区土佐堀
2）

～

第24回産業医部会研修会
エル・おおさか南館５
「就業と治療の両立支援について―現状と問題点―」
階ホール
①基調講演「就業と治療の両立支援の現状と課題」
17:10 （大阪市中央区石町
産業医科大学両立支援科診療科長 立石清一郎
2）
②シンポジウム「事業場における事例報告及び課題等」
センクサス産業医事務所 西本 真証 他

～

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:20 （大阪市西区土佐堀
2）

ドーンセンター7階

200

備考

HP

●受講料：THP登録者／協会賛助会員19,440円、一般21,600円
●申込み：FAXか郵送（先着順）
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

HP

●受講料：産衛学会員は無料、非学会員は4,000円（当日支払い）
●申込み：8月1日より受付け開始。氏名、職種、日本医師会認定要不
要、連絡先住所、電話を記載の上、電子メール（kinkiohp@ohassist.jp）もしくはＦＡＸ（06-7632-4070）または近畿地方会ホー
ムページからお申込み。
★連絡先
電話 06-6123-7525 河村まで

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

80

HP

大阪・職場の健康づくりフォーラム（13：30～16：40）
①基調講演（13：40～14：10）
最近の労働衛生行政の動向について
大阪労働局 労働基準部長 井口 真嘉
②特別講演（15：00～16：30）
経営戦略としての心とからだの健康づくり～健康づくりへの投資と企
業価値～
健康経営研究会 理事長 岡田 邦夫

生涯・更新［０．５］
生涯・専門［１．５］

70

HP

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み
★連絡先：同支援センター
TEL 06-6944-1191

HP

●受講料：無料
●申込み：同センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み（3ケ月前
より受付開始）※4回セットでの申し込み
★連絡先：同センター
TEL 06-6944-1191

大阪産業保健総合支援センター
（共催：大阪府医師会）

田岡化学工業株
式会社(大阪市淀 産業医職場診断②工場見学
2019年10月9日 （ 水 ） 14:00 ～ 16:00
川区三国4丁目2 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
番11号)

前1）

生涯・専門［３］

100

HP

●受講料：10,800円（当日現金支払）
●申込み：FAX（先着順、8/23より受付開始）
申込書はhttps://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.html
よりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C 中沢
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

2019年10月1日 （ 火 ） 13:30

17:00 （大阪市中央区大手

生涯・専門［５］

定員

【労働衛生講座】
①化学物質の定性的リスクアセスメント
中央労働災害防止協会 分析測定室 竹内 靖人
②化学物質の定量的リスクアセスメント
中央労働災害防止協会 分析測定室 宮内 祐介
③産業医のための労働衛生の3管理
中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター 高木秀文

大阪産業保健総合支援センター
（後援：大阪府医師会）

～

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

生涯・実地［２］

2

12

研修会申請団体

日本労働安全衛生コンサルタント会
大阪支部

（公社）大阪精神科診療所協会（共
催：大阪府医師会

羽曳野労働基準監督署管内産業保
健活動推進協議会

中央労働災害防止協会

中央労働災害防止協会

大阪産業保健総合支援センター
（共催：大阪府医師会）

大阪産業保健総合支援センター
（共催：大阪府医師会）

開催日

開始

開催場所

終了

ドーンセンター5階

2019年10月12日 ( 土 ) 14:00

～

～

ヴィアーレ大阪
19:05 （大阪市中央区安土
町3丁目）

モリ工業株式会
社
2019年10月24日 （ 木 ） 13:30 ～ 17:30
（河内長野市楠木
町東1615番地）

2019年10月27日 （ 日 ） 12:30

2019年10月29日 （ 火 ） 9:40

2019年11月2日 （ 土 ） 15:00

2019年11月9日 （ 土 ） 15:00

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

①発達障害における職場での合理的配慮について
日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会大阪支部 濵田 千雅

生涯・実地［１］
生涯・更新［１］

16:15 （大阪市中央区大手
前1）

2019年10月19日 （ 土 ） 17:00

【研修会名】
研修テーマ・講師

②健康増進法の一部改正と禁煙への取り組み
労働衛生コンサルタント 橋本由香利

テーマ「働き方改革における管理職のストレスと業務付加の実態」
①基調講演「労働法制の変化と管理職のメンタルヘルス」
山田総合法律事務所 弁護士 山田 長伸
②シンポジウム「変わりゆく管理職と部下の関係(管理職のメンタルヘ
ルス)」
「精神科の立場から」
大阪精神科診療所協会 理事
やすだメンタルクリニック 院長 安田 究
「産業医の立場から」
森本産業医事務所 森本 英樹

生涯・専門［２］

①講義「働き方改革関連法と法改正について」
羽曳野労働基準監督署 副所長 北栄 比呂氏
②講義「産業医の職務」
大阪市立大学院医学研究科産業医学 准教授 佐藤 恭子
③実地「実地研修」
大阪市立大学院医学研究科産業医学 准教授 佐藤 恭子
大阪市立大学院医学研究科産業医学 講師 上原 新一郎
④講義「職域における生活習慣病予防」
大阪市立大学院医学研究科産業医学 教授 林 朝茂

基礎・後期［３］
基礎・実地［１］
生涯・更新［１］
生涯・実地［１］
生涯・専門［２］

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:20 （大阪市西区土佐堀
2）

【労働衛生講座】
①ストレスチェックの集計と職場環境改善
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 戸次 由佳
②作業環境測定機器の測定実習
中央労働災害防止協会 分析測定室 青木 敦史
③産業医の職場巡視
中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター 松下 和
彦

～

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:00 （大阪市西区土佐堀
2）

【2019年度 第17回実務向上研修 （Dコース）】
① 講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
② 講義「睡眠負債を溜めないための働く人々の疲労対策」
(公財)大原記念労働科学研究所 上席主任研究員 佐々木 司
③ 講義・研究討議「～アドラー流～ THP指導に活かす勇気づけコミュ
ニケーション」
ヒューマンハピネス（株） 代表取締役 医師 上谷 実礼

～

エル・おおさか本館10
産業医職場巡視④
階
17:00 （大阪市中央区石町 （グループ討議によるケースカンファレンス）
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
2）

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場診断③職場巡視に基づく意見書作成
17:00 （大阪市中央区石町
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
2）

～

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

生涯・専門［５］

生涯・実地［２］

生涯・実地［２］

3

定員

100

HP

備考

HP

●受講料：コンサルタント会会員3,000円、会員外5,000円
●申込み：コンサルタント会事務局ＨＰ（http://jashcon-osaka.com/）
またはＦＡＸ
★連絡先：（事務局 日本労働安全衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会大阪支部 清川と
ら歯科クリニック内）
TEL：072-652-0001
FAX：072-652-0808

●受講料：3,000円
●申込み：FAX
★連絡先：同協会事務局
TEL 06-6763-5912
FAX 06-6763-5913

100

●受講料：無料
●申込み：羽曳野市医師会あてFAXで申込み（10/1受付開始）
★連絡先：羽曳野市医師会事務局
TEL 072-368-1110
FAX 072-368-3709

100

80

100

40

12

HP

●受講料：11,000円（当日現金支払）
●申込み：FAX（先着順、9/27より受付開始）
申込書はhttp://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.htmlよ
りﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C 松永
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

HP

●受講料：THP登録者／協会賛助会員19,800円、一般22,000円
●申込み：FAXか郵送（先着順）
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

HP

●受講料：無料
●申込み：同推進センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み（3ケ
月前より受付開始）
★連絡先：同推進センター
TEL 06-6944-1191

HP

●受講料：無料
●申込み：同センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み（3ケ月前
より受付開始）※4回セットでの申し込み
★連絡先：同センター
TEL 06-6944-1191

研修会申請団体

日本心身医学会

中央労働災害防止協会

女性労働協会

中央労働災害防止協会

開催日

開始

2019年11月16日 （ 土 ） 15:30

2019年11月17日 （ 日 ） 12:30

2019年11月20日 （ 水 ） 14:00

2019年11月27日 （ 水 ） 9:40

終了

開催場所

京阪淀屋橋ビル
４階

～

18:30

～

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:20 （大阪市西区土佐堀
2）

～

～

【研修会名】
研修テーマ・講師
①「産業医制度の動向と働き方改革の影響」
奈良県立い医科大学 公衆衛生医学 教授 今村 知明
②「法的諸問題と産業医対応～長時間労働やハラスメント問題を有す
る事例の検討～」
セントメディカルサポート 代表 石澤 哲郎
中部労災病院 心療内科 部長 芦原 睦
生樹会 渡辺病院 理事長 仁木 稔

【労働衛生講座】
①メンタルヘルスのすすめ方
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 上田 千穂
②ＶＤＴ体操
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 鈴木 規子
③職場巡視における有害要因の見つけ方
中央労働災害防止協会 分析測定室 岡村 真吾

定員

HP

生涯・専門[1.5]
生涯・実地[1.5]

120

HP

●受講料：5000円
●申込み：HP http://jsp6cc.umin.jp/index.html
★連絡先：関西医科大学心療内科学教室
TEL 072-804-0100（内線2530）

HP

●受講料：11,000円（当日現金支払）
●申込み：FAX（先着順、10/18より受付開始）
申込書はhttp://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.htmlよ
りﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

新大阪丸ビル別
館５階

【母性健康管理研修会】
① 講義「妊娠中・出産後の女性労働者の体調管理の留意点」
株式会社ＪＵＭＯＫＵ
日本産業衛生学会 専門医・指導医 長井 聡里
② 講義「安心・安全に働くことができる職場環境づくりと、知っておくべ
き法制度」
さくら社会保険労務士事務所
社会保険労務士 脇本 美緒
③ 事例検討「妊娠した女性労働者への対応」
長井 聡里、脇本 美緒

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:00 （大阪市西区土佐堀
2）

【2019年度 第19回実務向上研修 （Cコース）】
① 講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
② 講義「心の健康を保つための最新精神栄養学」
国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第三部
部長 功刀 浩
③ 講義・研究討議「元気・活気・勇気を与えるトーク術～ペップトークを
活かす～」
トレーナーズスクエア株式会社 代表取締役 岩﨑 由純

16:00

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

4

生涯・専門［２］

生涯・専門［５］

80

50

100

HP

HP

備考

●受講料：無料
●申込み：一般財団法人 女性労働協会
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/kenshu/#osakaから直接申し込み
可
★連絡先：TEL 03-3456-4410
FAX 03-3456-4420

●受講料：THP登録者／協会賛助会員19,800円、一般22,000円●申
込み：FAXか郵送（先着順）
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

研修会申請団体

日本産業ストレス学会

開催日

平成31年11月29日

開始

（ 金 ） 9:00

終了

～

17:30

開催場所

大阪市中央公会
堂

【研修会名】
研修テーマ・講師

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

【第27回日本産業ストレス学会】
①(ワークショップ①)9:10～10：40
「社労士が関わる中小企業のメンタルヘルス」
(1)メンタルヘルス向上に向けた取組例～社会保険労務士としての役
割～
たすかるサポート森岡事務所
特定社会保険労務士 森岡利行
(2)中小企業のメンタルヘルスに関わる嘱託産業医の限界と社労士へ
の期待
ＪＵＭＯＫＵ 代表取締役 産業医 長井 聡里
(3)企業におけるメンタルヘルスへの取り組みと課題
ダイセイ 取締役管理本部長 植村 耕幸
(4)中小企業におけるメンタルヘルス対策の現状と課題
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 特定社会保険労務士
朝生 万里子
(指定発言)産業医と社労士が一歩ずつ踏み込む企業の健康づくり
森本産業医事務所 代表 産業医・社会保険労務士
森本 英樹
②(ワークショップ②）9:10～10：40
「不調者を生みにくい人材の採用と配置」
(1)企業人事の視点から
島津製作所 人事部 部長 青山 恵則
(2)企業の産業看護の視点から
田辺三菱製薬 産業看護職 黒田 和美
(3)法の視点から
鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島 健一
(4)キャリアの視点から
キャリア開発サポーターズ 代表 浅野 依子
(5)学生支援の視点から
京都大学 学生総合支援センター 教授 杉原 保史
③(教育講演①)10：50～11：50
「最近の労働衛生行政の動向について」
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長
井内 努
④(特別講演①)10：50～11：50
「働き方改革と働く人の健康・福祉」
東京大学 社会科学研究所 教授 水町 勇一郎
⑤(大会長講演)13：10～14：10
「（仮説）メンタルヘルス問題解決のレシピ～6か国の比較法制度・学
際研究を踏まえて～」
近畿大学 法学部 教授 三柴 丈典
⑥(メインシンポジウム)14：20～16：20
ディベート模擬裁判
「親の愛情に恵まれなかった女性企業内弁護士の退職措置と法～
パーソナリティー障害の疑いのある社員の休職、復職判断と主治医、
産業医の見解相違～」
野口＆パートナーズ法律事務所 弁護士 野口 大
日本製紙 和歌山製鉄所 産業医 岩根 幹能
大阪労災・労働法律事務所 弁護士 四方 久寛
花谷心療内科クリニック 院長 花谷 隆志
⑦(基調講演)16：30～17：30
「ＡＩ時代に問う：人間とは何か、人間にとって発達とは何か」

5

生涯・専門［８］
生涯・更新［１］

定員

800

HP

HP

備考

●受講料：学会員9,000円（事前6,000円）、非学会員12,000円（事前
9,000円）、学生3,000円（事前2,000円）※11/29の受講料分も含む、
11/28のみの申込み可
●申込み
http://www.knt-ec.net/2019/jajsr/ より申し込み
当日会場にて参加申し込み可
★連絡先：
一般財団法人日本予防医学協会 西日本事業部内
第27回日本産業ストレス学会 事務局
TEL 06-6362-9042

研修会申請団体

日本産業ストレス学会

中央労働災害防止協会

開催日

平成31年11月30日

開始

（ 金 ） 9:00

2019年12月1日 （ 日 ） 12:30

終了

～

～

17:30

開催場所

大阪市中央公会
堂

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:20 （大阪市西区土佐堀
2）

【研修会名】
研修テーマ・講師

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

【第27回日本産業ストレス学会】
①(シンポジウム①)9:00～11：00
「発達障害を疑う社員に対する仕事を円滑にするための職場での配
慮」
(1)人事・労務及び管理職の立場での配慮 エンカレッジ 窪 貴志
(2)専属産業医からの配慮
平和堂 統括産業医 河津 雄一郎
(3)産業保健スタッフの配慮 日本メジフィジックス 保健師 宗像 か
ほり
(4)レクチャーと提言
鳥飼総合法律事務所 弁護士 小島 健一
②(シンポジウム②）9:00～11：00
「ハラスメントの本質と実効的対策」
(1)カウンセラーの立場から ＶＩＣＥＯ南青山カウンセリングオフィス 代
表 吉田 郁子
(2)産業医の立場から
三菱ケミカルホールディングス 産業医 川瀬 洋平
(3)弁護士の立場から
天満法律事務所 所長 弁護士 吉田 肇
③(シンポジウム⑤）9:00～11：00
「職場のメンタルヘルス対策に関わる専門職の連携力をめぐって～効
果的な連携に役立つセンスとスキルとは～」
(1)主治医の立場
東邦大学 産業精神保健・職場復帰支援センター(佐倉)センター長
(2)産業医の立場から 京都工場保健会 理事 森口 次郎
(3)企業内部の公認心理士の立場
ソニーコーポレートサービス 産業保健部 臨床心理士
島津 美由紀
(4)ＥＡＰの公認心理士立場
神田東クリニック/ＭＰＳセンターＭＰＳセンター長 大庭 さよ
(5)法律家の立場
つまこい法律事務所 弁護士 佐久間 大輔
④(特別講演②)11：10～12：10
「ＪＲ西日本における働きがい向上とメンタルヘルスケアの取り組み」
西日本旅客鉄道 鉄道本部駅業務部長 佐伯 祥一
⑤(教育講演②)11：10～12：10
「労働者側弁護士が説く労働訴訟の実際」
ウェール法律事務所 弁護士 小川 英郎
⑤(教育講演③)11：10～12：10
「就労と精神疾患・求職(復職)・自死をめぐる法的問題」
同心法律事務所 弁護士 波多野 進
⑥(教育講演④)15：00～16：00
「職場のメンタル不調は、なぜ治りにくいのか？～「診断名」ではなく
「発症文脈」で理解し、「治す」のではなく「解決する」～」
花谷心療内科クリニック 花谷 隆志
⑦(シンポジウム③）15:00～17：00
「ストレスチェックの集団分析結果の職場環境改善への活用」
(1)医療側そして産業現場から見たストレスチェック活用上の問題
日本予防医学協会 理事 赤津 順一
(2)労働組合から見た企業現場の課題とストレスチェック
富士ゼロックス労働組合 書記長 横沢 亮二
(3)治療から予防、そして組織の活性化へ、新しい産業医のかかわりか
た
ナンバかぎもとメンタルクリニック 院長 鍵本 伸明
(4)心理職をストレスチェック・職場改善へどう生かすか
西南学院大学 准教授 小川 邦治
(5)集団分析の有効活用のためのポイントの整理
日本生産性本部メンタル・ヘルス研究所 特別研究員
根本 忠一
⑧(シンポジウム④)15：00～17：00
「学会指定企画1 産業看護 法の知見に基づく適切な記録の残し方」
森本産業医事務所 代表 産業医・社会保険労務士
森本 英樹
⑨(特別講演③)16：00～17：00
これからの働き方を考える：主体的朗働と産業ストレス
慶応義塾大学 総合政策学部 教授 島津 明人

【労働衛生講座】
①健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）の活用につい
て
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 平岡 正弘
②ストレスチェックの集計と職場環境改善
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 戸次 由佳
③産業医のための労働安全衛生法
中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
柏 洋一

6

生涯・専門［15］

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

定員

800

80

HP

備考

HP

●受講料：学会員9,000円（事前6,000円）、非学会員12,000円（事前
9,000円）、学生3,000円（事前2,000円）※11/29の受講料分も含む、
11/28のみの申込み可
●申込み
http://www.knt-ec.net/2019/jajsr/ より申し込み
当日会場にて参加申し込み可
★連絡先：
一般財団法人日本予防医学協会 西日本事業部内
第27回日本産業ストレス学会 事務局
TEL 06-6362-9042

HP

●受講料：11,000円（当日現金支払）
●申込み：FAX（先着順、10/25より受付開始）
申込書はhttp://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.htmlよ
りﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

研修会申請団体

産業医科大学 産業医実務研修セ
ンター

大阪産業保健総合支援センター
（共催：大阪府医師会）

大阪府医師会
労災部会、産業医部会

大阪産業保健総合支援センター
（共催：大阪府医師会）

大阪産業保健総合支援センター
（共催：大阪府医師会）

大阪府内科医会（共催：大阪府医師
会）

中央労働災害防止協会

開催日

開始

終了

開催場所

TKPガーデンシ
ティ新大阪
2019年12月1日 （ 日 ） 10:30 ～ 16:10
（大阪市淀川区宮
原４）

2019年12月5日 （ 木 ） 14:00

2019年12月6日 （ 金 ） 14:00

2019年12月7日 （ 土 ） 15:00

2019年12月14日 （ 土 ） 15:00

～

【令和元年度第2回労災医療研修会】
①「高齢者の複雑性と個別性」
大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学
講師 竹屋 泰
②「外傷に伴う感染症の予防と治療」
大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学
教授 朝野 和典

～

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場診断④職場巡視に基づく意見書作成 総括
17:00 （大阪市中央区石町
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
2）

～

エル・おおさか本館10
産業医職場巡視⑤
階
17:00 （大阪市中央区石町 （グループ討議によるケースカンファレンス）
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
2）

16:40 （大阪市都島区網

島町6-20）

2019年1月19日 （ 日 ） 12:30

【産業医学実践研修】
①講演「加齢に伴う身体変化と仕事への影響」
産業医科大学 産業生態科学研究所 准教授 泉 博之
②講演「客観的指標を活用した高齢労働者の安全衛生対策」
生涯・専門［３］
ＪＦＥスチール（株）西日本製鉄所倉敷地区
生涯・実地［１．５］
産業医 山下 真紀子
③実地「事業所における体力機能の評価と改善」
ＪＦＥスチール（株）西日本製鉄所倉敷地区安全健康室ヘルスサ
ポートセンター 日本体育協会公認アスレティックトレーナー 乍 智之

府医会館2階ホール
16:00 （大阪市天王寺区上
本町2）

～

～

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

エル・おおさか南館10
階
「化学物質等による災害事例の対策と検討」
16:00 （大阪市中央区石町
大阪産業保健総合支援センター 相談員 佐藤 雅彦
2）

大阪私学会館
2019年12月15日 （ 日 ） 10:00

【研修会名】
研修テーマ・講師

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:20 （大阪市西区土佐堀
2）

HP

●受講料：無料
●申込み：産業医科大HP（研修・ｾﾐﾅｰのご案内のﾍﾟｰｼﾞ 産業医学実
践研修）またはﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした所定様式でFAX（申込期間 10/15～
11/1）
★連絡先：同大学卒後支援課
TEL 093-691-7464
FAX 093-691-7485
e-mail mentalex@mbox.med.uoeh-u.ac.jp

HP

●受講料：無料
●申込み：同推進センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み（1月
前より受付開始）
★連絡先：同推進センター
TEL 06-6944-1191

基礎・後期［２］
生涯・専門［２］

300

●受講料：無料
●申込み：不要。大阪府医師会員を優先
★連絡先：府医事務局（保険医療課または地域医療１課）
TEL 06-6763-7001 または 06-6763-7012

12

HP

●受講料：無料
●申込み：同センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み（3ケ月前
より受付開始）※4回セットでの申し込み
★連絡先：同センター
TEL 06-6944-1191

HP

●受講料：無料
●申込み：同推進センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み（3ケ
月前より受付開始）
★連絡先：同推進センター
TEL 06-6944-1191

生涯・専門［４］
生涯・更新［１］

7

備考

40

生涯・実地［２］

【労働衛生講座】
①リラクセーション技法
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 戸次 由佳
②ビデオばく露モニタリング（VEM）を利用した化学物質ばく露作業の
推察・特定
中央労働災害防止協会 分析測定室 宮内 祐介
③職場のリスクアセスメント
中央労働災害防止協会 近畿安ｋ全衛生サービスセンター
髙木 秀文

50

HP

生涯・実地［２］

生涯・実地［２］

大阪府内科医会学術講習会
①10：05～11：05
「ストレスチェック」
大阪成蹊大学 教育学部 教授 岡田 邦夫
②11：15～12：15
「労働安全衛生法と最近の労働災害」
大阪産業保健総合支援センター 副所長 森岡 学
③13：15～14：15
「過労死予防に向けて～産業医の役割～」
大阪労働基準連合会 衛生部会長
阪神労働衛生コンサルタント 代表 廣部 一彦
④14：25～15：25
「メンタルヘルス対策」
前久保クリニック 院長 前久保 邦昭
⑤15：35～16：35
「じん肺・アスベスト関連疾患の診断と対応について」
青和会 みずしま内科クリニック 院長 水島 潔

定員

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

40

170

●受講料：大阪府内科医会会員2,000円、非会員10,000円
●申込み：
氏名（ふりがな）、認定産業医番号、所属（医療）機関名、所在地、電
話番号、ＦＡＸ番号を記入し、大阪府内科医会事務局までＦＡＸ（066191-5337）にて受付（受付期間：11/1～11/15）
★連絡先：
大阪府内科医会事務局
（TEL 06-6191-5335）までお問い合わせください。

80

●受講料：11,000円（当日現金支払）
●申込み：FAX（先着順、12/6より受付開始）
申込書はhttp://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.htmlよ
りﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

HP

研修会申請団体

女性労働協会

中央労働災害防止協会

中央労働災害防止協会

大阪産業保健総合支援センター
（共催：大阪府医師会）

開催日

開始

2020年1月22日 （ 水 ） 14:00

2020年1月24日 （ 金 ） 9:40

～

～

新大阪丸ビル別
館５階

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:00 （大阪市西区土佐堀
2）

【2019年度 第22回実務向上研修 （Ａコース）】
① 講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
② 講義・研究討議「職場における新たな健康問題 ～座りすぎの現状
と対策～」
東京医科大学 公衆衛生学分野 講師 福島 教照
③ 講義「豊かな運動で高める脳フィットネス」
筑波大学体育系 ヒューマン・ハイ・パフォーマンス先端研究センター
教授・センター長 征矢 英昭

16:00

中央労働災害防止協会

【労働衛生講座】
①化学物質の定性的リスクアセスメント
中央労働災害防止協会 分析測定室 西野入 修
②化学物質の定量的リスクアセスメント
中央労働災害防止協会 分析測定室 岡村 真吾
③産業医のための労働衛生３管理
中央労働災害防止協会 近畿安ｋ全衛生サービスセンター
松下 和彦

2019年2月9日 （ 日 ） 12:30

～

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:20 （大阪市西区土佐堀
2）

2020年2月15日 （ 土 ） 15:00

～

17:00 （大阪市中央区石町 （グループ討議によるケースカンファレンス）

2019年3月1日 （ 日 ） 12:30

2020年3月12日 （ 木 ） 9:40

～

～

ｶﾘｷｭﾗﾑ
［単位数］

【母性健康管理研修会】
① 講義「妊娠中・出産後の女性労働者の体調管理の留意点」
株式会社ＪＵＭＯＫＵ
日本産業衛生学会 専門医・指導医 長井 聡里
② 講義「安心・安全に働くことができる職場環境づくりと、知っておくべ
き法制度」
株式会社リンクス 人事コンサルティング
特定社会保険労務士 薗田 直子
③ 事例検討「妊娠した女性労働者への対応」
長井 聡里、脇本 美緒

エル・おおさか本館10
産業医職場巡視⑥
階
2）

中央労働災害防止協会

【研修会名】
研修テーマ・講師

開催場所

終了

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:20 （大阪市西区土佐堀
2）

中災防・大阪労働衛
生総合ｾﾝﾀｰ
17:00 （大阪市西区土佐堀
2）

生涯・専門［２］

生涯・専門［５］

定員

50

100

HP

HP

HP

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

80

HP

●受講料：11,000円（当日現金支払）
●申込み：FAX（先着順、12/6より受付開始）
申込書はhttp://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.htmlよ
りﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

生涯・実地［２］

40

HP

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み
★連絡先：同支援センター
TEL 06-6944-1191

HP

●受講料：11,000円（当日現金支払）
●申込み：FAX（先着順、12/6より受付開始）
申込書はhttp://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.htmlよ
りﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

HP

●受講料：THP登録者／協会賛助会員19,800円、一般22,000円●申
込み：FAXか郵送（先着順）
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

【2019年度 第28回実務向上研修 （Bコース）】
① 講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
② 講義「体内時計を利用した時間軸の健康科学 ～運動・栄養・睡眠
の視点を中心に～」
早稲田大学 先進理工学部 教授 柴田 重信
③ 講義・研究討議「ソクラテスの耳―ケア（支援）のコミュニケーション
スキル研修」
国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター センター
長 堀越 勝

8

●受講料：無料
●申込み：一般財団法人 女性労働協会
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/kenshu/#osakaから直接申し込み
可
★連絡先：TEL 03-3456-4410
FAX 03-3456-4420

●受講料：THP登録者／協会賛助会員19,800円、一般22,000円●申
込み：FAXか郵送（先着順）
★連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二

【労働衛生講座】
①転びの予防エクササイズ
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 鈴木 規子
②VDT体操
中央労働災害防止協会 健康快適推進室 戸次 由佳
③産業医の職場巡視
中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
柏 洋一

備考

生涯・専門［５］

80

100

