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【総合受付】	
場所：東京ビッグサイト…TFTホール…西館2階…エントランスロビー
時間：5月10日（水）　17：00～18：30
　　　5月11日（木）　 8：40～18：40
　　　5月12日（金）　 8：40～18：00
　　　5月13日（土）　 8：40～18：00

当日参加登録される方は、必ず、総合受付で参加手続きを済ませてください。

［当日参加登録費］

学会参加費
学会員・非学会員共通 10,000円
学生・大学院生 8,000円（学生証をご提示ください）

懇 親 会 費
学会員・非学会員共通 10,000円
学生・大学院生 8,000円（学生証をご提示ください）

【参加手続き】
　1．学会の参加手続き
　　1）事前登録の方
　　　……事前に郵送したネームカードを忘れずにご持参ください。
　2）当日登録の方
　　　……総合受付で参加費をお支払いください。引換にネームカードをお渡しします。

　　注意事項
　　・ネームカードは、原則、再発行いたしません。
　　・講演集はネームカード下部の引換券と交換でお渡しします。
　　・ネームカードケースは総合受付に準備しておりますので、ご利用ください。
　　・会場内では、必ず、ネームカードを着用してください。

　2．懇親会の参加手続き
　　1）事前登録の方
　　　……事前に郵送したネームカードに目印のシールを貼ってあります。
　　　……ネームカードを忘れずにご持参ください。
　　2）当日登録の方
　　　……総合受付で懇親会費をお支払いください。引換にネームカードに目印のシールを貼ります。
　　　……先着順で定員に達しましたら、お断りする場合もございますので、ご了承ください。

　　注意事項
　　・ネームカードは、原則、再発行いたしません。
　　・懇親会場内では、必ず、ネームカードを着用してください。

参加者へのご案内
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【クローク】
場所：東京ビッグサイト…TFTホール…西館2階…エントランスロビー
時間：5月11日（木）　8：40～19：30
　　　5月12日（金）　8：40～18：20
　　　5月13日（土）　8：40～18：40

懇親会開催時のクロークは東京ベイ有明ワシントンホテルのクロークをご利用ください

【機器展示・書籍展示・ドリンクコーナー】
場所：東京ビッグサイト…TFTホール…西館2階…ホワイエおよび第3会場
時間：5月11日（木）　9：30～18：40
　　　5月12日（金）　9：30～18：00
　　　5月13日（土）　9：30～15：00

【ランチョンセミナー】
整理券を開催当日8:40より東京ビッグサイト…TFTホール…西館2階…エントランスロビーにて配布い
たします。定員になり次第、配布を終了しますので、参加ご希望の方は早めにお越しください。
整理券は弁当の引換券になりますので、参加時に会場でお渡しください。また、整理券はセミ
ナー開始10分を以て無効となり、キャンセル待ちの参加者の入場を認めます。

【弁当】
会場内での販売は行いません。ランチョンセミナーもしくは会場周辺の飲食施設をご利用ください。

【呼び出し】
会場での呼び出しは行いません。総合受付付近の掲示板をご利用ください。

【会場内でのご注意】
会場内は禁煙です。
会場内での録音、写真・ビデオ撮影は禁止します（関係者の記録用を除く）。
携帯電話・スマートフォンはマナーモードに設定するか、電源をお切りください。
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【日本医師会認定産業医研修（生涯研修）】
おひとりが1日に取得できる単位数の上限は6単位です。	 	
単位取得ご希望の方は、当日、セッションに参加される前に、総合受付の認定単位のコーナーで

「認定シール引換証」をお受け取りください。	 	
「認定シール引換証」は各日で異なりますので、必ず、その日ごとにお手続きください。
参加当日に産業医認定証番号（7桁の数字）をご登録いただく必要がありますので、産業医手帳を
持参されるか、産業医認定証番号の控えをお持ちください。		
産業医認定証番号がわからない場合は、認定シールをお渡しできません。	 	
セッション参加後の認定シールへの交換は参加当日（総合受付の時間内）に限ります。翌日以降
はいかなる理由であっても対応いたしかねますので、必ず、その日ごとにお手続きください。

＜参加当日の手順＞
１．	総合受付の認定単位のコーナーで「認定シール引換証」をお渡しします。「認定シール引換証」

を受け取られたら、直ちに、氏名、連絡先、産業医認定証番号など必要事項をご記入ください。
　　なお、「認定シール引換証」を紛失した場合は原則、再発行はできませんのでご注意下さい。
２．	該当するセッションの会場入口で会場係員が「認定シール引換証」に受講証明印を押印しま

す。受講証明印は各セッションの開始前と終了後の計2回分が必要ですので、必ず、押印を受
けるようにしてください。

　　	なお、開始前の押印はセッション開始時刻から10分後、終了後の押印はセッション終了時刻
から10分後を以て終了いたします。指定時間外はいかなる理由であっても対応いたしかねま
すので、ご注意ください。

３．	その日の受講予定のセッションをすべて受講されましたら、「認定シール引換証」を総合受付
の認定単位のコーナーにお持ちください。	 	

　　	受講単位分の認定シールと交換します。なお、認定シールへの交換は参加当日（総合受付の時間
内）に限ります。翌日以降はいかなる理由であっても対応いたしかねますので、ご注意ください。

＜認定単位を取得可能なセッション＞

開催日 時間 会場名 セッション名 テーマ 単位数（生涯研修）
専門 更新 実地

５
月
11
日
（
木
）

9:30～10:30 第7会場 教育講演1 大規模災害時の健康支援
～職場での対応 1

10:30～11:30 第7会場 教育講演2 災害時循環器疾患予防ガイドライン
～職域での活用 1

10:00～11:30 第9会場 教育講演3 働く人の健康増進
～こころとからだを癒やす笑いの力 1.5

9:30～11:30 第1会場 シンポジウム1 過重労働対策の新たな展開を考える
～産業保健と臨床医学の接点 2

13:40～15:40 第7会場 シンポジウム2 職場の災害対策
～産業保健として何ができるか？ 2

16:40～18:40 第2会場 シンポジウム3 ストレスチェック制度を成功させるために
～多職種連携による快適職場の形成 2

13:40～15:40 第1会場 公募
シンポジウム1

産業精神衛生の近未来図～「答申書」より
50年、ストレスチェック制度を越えて 2

13:40～15:40 第9会場 公募
シンポジウム2

化学物質のリスクアセスメント（健康障害
防止）のステップアップに向けて～実践事
例を踏まえた成果と今後の課題

2
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５
月
11
日
（
木
）

16:40～18:40 第1会場 公募
シンポジウム3

就労と治療の両立支援
～産業医と主治医との連携 2

16:40～18:40 第7会場 公募
シンポジウム4

50人未満の小規模事業場における質の高
い産業保健アプローチをめざして
～多職種による専門家チームを育てる

2

16:40～18:40 第9会場 公募
シンポジウム5

産業医と精神科医の連携強化と確かな協働のた
めに～産業医部会と精神科産業医協会の対話 2

13:40～15:40 第2会場 緊急企画
シンポジウム

過労自殺をなくすために
～近未来に向けて取り組むべき課題 2

9:30～11:30 第10会場 フォーラム1 女性労働者の健康確保支援のための
ガイドライン 2

17:40～19:10 第5会場 フォーラム2 職域での飲酒習慣指導にあたっての留意点 1.5

16:40～17:40 第11会場 救命講習1 救命インストラクター養成講座
～自社で救命講習を開催しよう 1

５
月
12
日
（
金
）

13:00～14:00 第1会場 特別講演 働く世代の新しいがん予防対策 1

9:30～10:30 第7会場 教育講演4 産業保健現場における
リスクコミュニケーション 1

10:30～11:30 第7会場 教育講演5 産業保健と産業医制度のあり方 1

14:00～15:00 第1会場 教育講演6 職場の発達障害の理解と対応 1

13:00～15:00 第2会場 シンポジウム4 産業保健の近未来 2

13:00～15:00 第7会場 シンポジウム5 交替制勤務者の健康支援
（第277回関東地方会例会） 2

16:00～18:00 第2会場 シンポジウム6 働く人の栄養学
～健康増進と健康寿命の延伸 2

9:30～11:30 第1会場 公募
シンポジウム6 職域における総合的がん対策 2

9:30～11:30　 第2会場 公募
シンポジウム7 職域における睡眠呼吸障害健診の導入 2

9:30～11:30 第9会場 公募
シンポジウム8

産業保健職の存在価値を高める現場のデー
タの見せ方・まとめ方
～人事・経営とのWin-Winの関係とは？

2

13:00～15:00 第9会場 公募
シンポジウム9

職業性座位行動
～職業性曝露として考える仕事中の座り過ぎ 2

16:00～18:00 第1会場 公募
シンポジウム10

働く女性の健康
～予防医学を展望する 2

16:00～18:00 第7会場 公募
シンポジウム11

科学的根拠に基づく産業保健における
復職ガイダンス 2

16:00～18:00 第9会場 公募
シンポジウム12

医療従事者の健康と勤務環境改善
～次の10年の取り組みを考える 2

9:30～11:30 第10会場 フォーラム3 職業がんを巡る最近の話題と課題 2

10:30～11:30 第12会場 フォーラム4 職域健診の品質維持のための調査研究と提言 1

開催日 時間 会場名 セッション名 テーマ 単位数（生涯研修）
専門 更新 実地
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５
月
12
日
（
金
）

13:00～14:00 第5会場 フォーラム5 騒音性難聴
～基礎研究から予防法の開発へ 1

16:00～17:00　第8会場 フォーラム7 VDT作業疲労が視覚特性に及ぼす影響と
その対策 1

16:00～17:30 第12会場 フォーラム8 極限の産業医学～極地・辺境・宇宙・
戦地・過重…から考える 1.5

５
月
13
日
（
土
）

9:30～10:30 第7会場 教育講演7 産業医活動における
社会医学系専門医制度の活用 1

10:30～11:30 第7会場 教育講演8 口から見えてくる健康格差
～職域での重要性 1

13:00～14:00 第1会場 教育講演9 労働安全衛生法に基づく定期健康診断の
項目見直し 1

13:00～14:00 第7会場 教育講演10 働く人の睡眠障害とその対応 1

16:00～18:00 第2会場 シンポジウム7 外国人労働者を取り巻く諸問題 2

9:30～11:30 第1会場 公募
シンポジウム13

産業保健活動の健康経営につながる
活動内容と成果の可視化 2

9:30～11:30　 第2会場 公募
シンポジウム14

明日から役立つ産業保健良好活動事例
（ＧＰＳ） 2

9:30～11:30 第9会場 公募
シンポジウム15 職場における腰痛予防とその課題 2

14:00～15:30 第1会場 公募
シンポジウム16 職域における健康診断のこれから 1.5

13:00～15:00　第2会場 公募
シンポジウム17 これからの海外勤務者の健康支援のあり方 2

16:00～18:00 第1会場 公募
シンポジウム18

過重労働対策から考える労働時間と休息確
保のあり方
～わが国の勤務間インタ～バル制度

2

9:30～11:30　第12会場 フォーラム9 職業性呼吸器疾患フォーラム
中皮腫～予防から治療の最前線 2

13:30～15:00 第9会場 産業医部会
フォーラム 発達障害と就労 1.5

16:00～18:00 第9会場 救命講習2 救急心肺蘇生ガイドライン2015を学ぼう 2

開催日 時間 会場名 セッション名 テーマ 単位数

5月12日（金） 13:00～15:00 第7会場 シンポジウム5 交替制勤務者の健康支援
（第277回関東地方会例会） 2

5月12日（金） 16:00～18:00 第1会場 公募
シンポジウム10

働く女性の健康
～予防医学を展望する 2

5月13日（土） 10:30～11:30 第7会場 教育講演8 口から見えてくる健康格差
～職域での重要性 1

5月13日（土） 16:00～17:00 第6会場 産業歯科保健
フォーラム 1

5月13日（土） 17:00～18:00 第6会場 平成29年度
前期講習会 1

開催日 時間 会場名 セッション名 テーマ 単位数（生涯研修）
専門 更新 実地

【日本歯科医師会生涯研修】
　下記の5セッションにおいて、認定単位（計7単位）を取得できます。

＜認定単位を取得可能なセッション＞	
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開催日 時間 会場名 セッション セッションテ－マ 認定項目
①

認定項目
②

認定単位数
（専門研修）

５
月
11
日
（
木
）

9:30～
10:30 第7会場 教育講演1 大規模災害時の健康支援

～職場での対応 総括管理 健康
危機管理 1

9:30～
11:30 第1会場 シンポジウム1 過重労働対策の新たな展開を考え

る～産業保健と臨床医学の接点 総括管理 健康
危機管理 2

10:30～
11:30 第7会場 教育講演2 災害時循環器疾患予防ガイドライ

ン～職域での活用
産業看護

総論
リスク

マネジメント 1

10:00～
11:30 第9会場 教育講演3 働く人の健康増進

～こころとからだを癒やす笑いの力 健康管理 メンタルヘルス
対策 1

13:40～
15:40 第7会場 シンポジウム2 職場の災害対策

～産業保健として何ができるか？
産業看護

総論
リスク

マネジメント 1

13:40～
15:40 第1会場 公募

シンポジウム1
産業精神衛生の近未来図
～「答申書」より50年、ストレ
スチェック制度を越えて

総括管理 労働衛生行政
と関連法規 1

健康管理 メンタルヘルス
対策 1

13:40～
15:40 第9会場 公募

シンポジウム2

化学物質のリスクアセスメント
（健康障害防止）のステップアッ
プに向けて
～実践事例を踏まえた成果と今後
の課題

総括管理 労働衛生行政
と関連法規 1

作業環境
管理

有害業務（化学
物質・物理的要
因・生物学的要
因による健康
障害防止対策）

1

13:40～
15:40 第2会場 緊急企画

シンポジウム
過労自殺をなくすために～近未来
に向けて取り組むべき課題 健康管理 メンタルヘルス

対策 2

16:40～
18:40 第2会場 シンポジウム3

ストレスチェック制度を成功させ
るために
～多職種連携による快適職場の形
成

総括管理 社内部門・外部
機関との連携 1

健康管理 メンタルヘルス
対策 1

16:40～
18:40 第1会場 公募

シンポジウム3
就労と治療の両立支援
～産業医と主治医との連携

総括管理 社内部門・外部
機関との連携 1

健康管理 職場復帰支援 1

16:40～
18:40 第7会場 公募

シンポジウム4

50人未満の小規模事業場におけ
る質の高い産業保健アプローチを
めざして～多職種による専門家
チームを育てる

産業看護
総論

労働衛生行政
と関連法規 1

総括管理 社内部門・外部
機関との連携 1

16:40～
18:40 第9会場 公募

シンポジウム5

産業医と精神科医の連携強化と確
かな協働のために
～産業医部会と精神科産業医協会
の対話

総括管理 社内部門・外部
機関との連携 1

健康管理 メンタルヘルス
対策 1

５
月
12
日
（
金
）

9:30～
10:30 第7会場 教育講演4 産業保健現場における

リスクコミュニケーション
産業看護

総論
リスク

マネジメント 1

9:30～
11:30 第1会場 公募

シンポジウム6 職域における総合的がん対策
健康管理 健康診断と

事後措置 1

健康管理 健康教育・健康
の保持増進対策 1

9:30～
11:30 第2会場 公募

シンポジウム7
職域における睡眠呼吸障害健診の
導入

産業看護
総論

リスク
マネジメント 1

総括管理 産業保健体制
の構築 1

9:30～
11:30 第9会場 公募

シンポジウム8
産業保健職の存在価値を高める現
場のデータの見せ方・まとめ方～人
事・経営とのWin-Winの関係とは？

総括管理 産業保健計画の
立て方と評価 2

【産業保健看護専門家制度研修】
　会期3日間を通して、専門63単位のセッションが開催されます。
　認定単位を取得するにあたり、研修手帳に受講票（コピー可）を添付し、研修概要を記載する
必要があります。必ず、本学会の参加証を保管してください。

＜認定単位を取得可能なセッション＞	
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５
月
12
日
（
金
）

10:30～
11:30 第7会場 教育講演5 産業保健と産業医制度のあり方 その他 その他 1

13:00～
14:00 第1会場 特別講演 働く世代の新しいがん予防対策 総括管理 健康教育・健康

の保持増進対策 1

13:00～
15:00 第2会場 シンポジウム4 産業保健の近未来

産業看護
総論

労働衛生行政
と関連法規 1

総括管理 産業保健体制
の構築 1

13:00～
15:00 第7会場 シンポジウム5 交替制勤務者の健康支援

（第277回関東地方会例会）

産業看護
総論 労働と生活 1

総括管理 産業保健体制
の構築 1

13:00～
15:00 第9会場 公募

シンポジウム9
職業性座位行動～職業性曝露とし
て考える仕事中の座り過ぎ 健康管理 作業関連疾患 2

14:00～
15:00 第1会場 教育講演6 職場の発達障害の理解と対応 健康管理 メンタル

ヘルス対策 1

16:00～
18:00 第2会場 シンポジウム6 働く人の栄養学

～健康増進と健康寿命の延伸 健康管理 健康教育・健康
の保持増進対策 2

16:00～
18:00 第1会場 公募

シンポジウム10
働く女性の健康
～予防医学を展望する

産業看護
総論 労働と生活 1

総括管理 健康教育・健康
の保持増進対策 1

16:00～
18:00 第7会場 公募

シンポジウム11
科学的根拠に基づく産業保健に
おける復職ガイダンス 健康管理 職場復帰支援 2

16:00～
18:00 第9会場 公募

シンポジウム12
医療従事者の健康と勤務環境改善
～次の10年の取り組みを考える

産業看護
総論 労働と生活 1

作業環境
管理

労働環境と
健康問題 1

５
月
13
日
（
土
）

9:30～
10:30 第7会場 教育講演7 産業医活動における社会医学系

専門医制度の活用 その他 その他 1

9:30～
11:30 第1会場 公募

シンポジウム13
産業保健活動の健康経営に
つながる活動内容と成果の可視化

総括管理 産業保健計画の
立て方と評価 1

総括管理 情報管理 1

9:30～
11:30 第2会場 公募

シンポジウム14
明日から役立つ産業保健良好活動
事例（ＧＰＳ） 総括管理 産業保健計画の

立て方と評価 2

9:30～
11:30 第9会場 公募

シンポジウム15 職場における腰痛予防とその課題 健康管理 作業関連疾患 2

10:30～
11:30 第7会場 教育講演8 口から見えてくる健康格差

～職域での重要性 総括管理 健康教育・健康
の保持増進対策 1

13:00～
14:00 第1会場 教育講演9 労働安全衛生法に基づく定期健康

診断の項目見直し 総括管理 労働衛生行政
と関連法規 1

13:00～
14:00 第7会場 教育講演10 働く人の睡眠障害とその対応 健康管理 メンタルヘルス

対策 1

13:00～
15:00 第2会場 公募

シンポジウム17
これからの海外勤務者の健康支援
のあり方

総括管理 産業保健体制
の構築 1

総括管理 社内部門・外部
機関との連携 1

14:00～
15:30 第1会場 公募

シンポジウム16 職域における健康診断のこれから 健康管理 健康診断と
事後措置 1

16:00～
18:00 第2会場 シンポジウム7 外国人労働者を取り巻く諸問題

産業看護
総論

労働衛生行政
と関連法規 1

総括管理 産業保健体制
の構築 1

16:00～
18:00 第1会場 公募

シンポジウム18

過重労働対策から考える労働時間
と休息確保のあり方
～わが国の勤務間インターバル制
度

産業看護
総論 労働と生活 1

健康管理 作業関連疾患 1

16:00～
18:00 第7会場 産業看護

フォーラム
戦略的な実践事例から考える～会社や
組織から求められる産業看護職像～

産業看護
総論

産業看護の
歴史と展望 2

開催日 時間 会場名 セッション セッションテ－マ 認定項目
①

認定項目
②

認定単位数
（専門研修）


