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会期 2021年11月20日(土)～21(日) 

 

第28回日本産業精神保健学会 
 

 

 



第28回日本産業精神保健学会 

ご協賛のお願い 
 

謹啓 春暖の候、貴社におかれましては愈々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度，「第28回日本産業精神保健学会」を開催する運びとなりました。本学会の特徴について

ご案内申し上げます。 

 

１．オンライン方式による開催 

コロナ禍の感染リスクを踏まえ、オンラインにて開催いたします。ライブ配信は11月20日（土） 

・21日（日）に、引き続いてオンデマンド配信により 11月20日(土) ～12月23日(木)に視聴可能

となります。インターネットが接続できればどこからでも、かつ、1カ月間視聴可能となります。 

２．同時双方向型ディスカッションの導入 

   オンライン開催では、あらかじめ収録した音声付パワポの再生によるプレゼンが活用されま

すが、この方法では一方向型のコミュニケーションのため、質疑応答の中身を深めにくいと

いう難点があります。そこで、今回は双方向型コミュニケーションが可能なソフトや書き込

み型掲示板ソフトを活用し、質疑応答におけるフラストレーションの軽減化をめざします。 

３．世界の健康を守る取り組みから何が見えるか～多文化間精神医学会との共同企画 

今回の大会テーマは「新型コロナ時代における健康と労働」としました。世界規模の疫病流

行に伴う社会影響という視点から産業精神保健領域の諸問題を取り上げます。世界各地から

のライブリポートを通じて、両学会の皆様とコロナ禍を乗り越える健康と労働のあり方を探

ります。 

４．コロナ禍における労働現場の問題点を徹底検証～日本産業保健法学会との共同企画 

この新たな試練を乗り越えるべく、従来の枠組みを超え、議論の幅を広げ、新たな視点、視

野、問題意識を獲得する機会を作る必要があります。9月に開催される第1回日本産業保健法

学会のパート2として、両学会の皆様とともに議論を深めていきます。 

５．コロナ禍で職場を守りきる人事戦略・健康支援戦略とは～実務に直結した企画を提供 

職場では在宅勤務、オンライン会議等の新たな労働態様が導入されていますが、各企業では

どのようにこの危機を乗り越えようとしているのか。職場で取り組んでいる皆様に発言して

いただきます。その他、明日からの実務に直結した企画が満載です。 

 

本大会が皆様にとって有意義な 情報交換の場となることを心から願っております。 

本学会を開催するにあたり、その経費は参加者からの会費を主体に考えておりますが、必要経

費を賄うには十分ではございません。本学会のプログラムを充実させ、所期の成果を得るためには、

各方面からのご支援をお願いせざるを得ない状況です。 

つきましては、本学会の趣旨にご賛同いただき、何卒宜しくご高配を賜りたくお願い申し上げます。 

なお、拠出いただきました協賛金につきましては、各社が公表することを了承いたします。

末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。 

謹白 

 

第 28 回日本産業精神保健会 

大会長  神山 昭男 

日本精神神経科診療所協会 副会長 



第28回日本産業精神保健学会 

開催概要 
 

 
1.学会の名称  第28回日本産業精神保健学会 

 

2.大 会 長   神山昭男 (日本精神神経科診療所協会 副会長 ) 

 

3.副 会 長  高野知樹 (日本精神神経科診療所協会 産業メンタルヘルス関連委員会委員長 ) 

          矢内美雪 (キヤノン株式会社 安全衛生部副部長 ) 

 

4.テ ー マ   新型コロナ時代の健康と労働～産業メンタルヘルスに関わる課題とその解決を求めて～ 

 

5.会     期   2021年11月20日(土)、21(日) 

 

6.開 催 形式    Web開催(ライブ配信およびオンデマント配信) 

 

7.参加者人数    1,200名（予定） 

 

8.主要な構成   大会長講演、特別講演、シンポジウム、ワークショップ、一般演題、 

理事長賞受賞記念講演、島悟賞受賞記念講演、会員総会、共催セミナー他 

 

9.運営事務局    株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11 ＴＦＴビル東館9階 

TEL：03-5520-8822  E-mail：jsomh28@procom-i.jp 

 

   10.運営委員 

 

大会長 神山昭男 日本精神神経科診療所協会 副会長 

副会長 高野知樹 日本精神神経科診療所協会 産業メンタルヘルス関連委員会委員長 

矢内美雪 キヤノン株式会社 安全衛生部副部長 

委 員 秋山 剛 NTT東日本関東病院 

芦原 睦 芦原内科・心療内科 

荒井 稔 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 

井上幸紀 大阪市立大学大学院 医学研究科神経精神医学 

井上洋一 愛三西尾法律事務所 

江口 尚 産業医科大学 産業生態科学研究所 産業精神保健学研究室 

大西 守 公益社団法人日本精神保健福祉連盟 

大野 裕 大野研究所 

大庭さよ 医療法人社団弘冨会 神田東クリニック／ＭＰＳセンター 

鍵本伸明 ナンバかぎもとメンタルクリニック 

桂川修一 東邦大学医療セン ター佐倉病院 メンタルヘルスクリニック 

加藤憲忠 富士電機株式会社 大崎地区健康管理センター 

川上憲人 東京大学大学院 医学系研究科精神保健学分野 

 



黒木宜夫 東邦大学医療センター佐倉病院 メンタルヘルスクリニック 

／勝田台メディカルクリニック 

小山文彦 東邦大学 医療センター佐倉病院 産業精神保健 職場復帰支援センター 

佐々木美奈子 東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 

佐藤恵美  沖縄メンタルサポート＆コンサル 

島津明人  慶應義塾大学 総合政策学部 

島本さと子 東海大学 医学部看護学科 

鈴木 満  在タイ日本国大使館 

髙木智子  株式会社アルビオン 

田中克俊  北里大学大学院 医療系研究科 

堤明 純  北里大学 医学部公衆衛生学 

角田 透  杏林大学 

中嶋義文  三井記念病院精神科 

中山 篤  中山労務安全衛生管理事務所 

錦戸典子  東海大学 医学部看護学科 

廣 尚典  産業精神保健実践研究所 

松井知子  杏林大学 

三木明子  関西医科大学 看護学部・看護学研究科 

三木和平  三木メンタルクリニック 

三柴丈典  近畿大学 法学部 

森口次郎  一般財団法人京都工場保健会 

森崎美奈子 一般社団法人日本産業心理職協会／京都文教大学 

吉川悦子  日本赤十字看護大学 

吉田麻美  東北電力株式会社 

吉村靖司  神田東クリニック 

吉村玲児  産業医科大学 精神医学 

淀川 亮  弁護士法人英知法律事務所 

渡邊衡一郎 杏林大学 医学部精神神経科学教室 

渡辺洋一郎 日本精神科産業医協会／横山・渡辺クリニック 

 

（※50音順/2021年4月15日時点） 

  



ご協賛のお願い（その１）：共催セミナー 募集要項 
 

募集を終了しました 
 

(1)募集枠 

日時（予定）  金額(税込) 

11月20日(土) 

12時20分～13時20分 

共催セミナー1 

350,000円 

共催セミナー2 

11月21日(日) 

12時20分～13時20分 

共催セミナー3 

共催セミナー4 

共催セミナー5 

11月21日(日) 

17時20分～18時20分 

イブニングセミナー1 

イブニングセミナー2 

 

(2)開催方法 Zoom ウェビナーを使用したライブ配信 

 

①座長と演者はZoomでリモート登壇してください。 

※リモート登壇される会場は、座長・演者の所属施設や各社にてご手配ください。 

   ②演者の先生は、ご自身で画面共有をしてスライド操作を行ってください。 

③参加者からの質問は、ZoomのQ&A機能をご用意します。 

 

※貴社にて参加者向けにアンケートフォームをご用意される場合、オンライン学会ページに 

URLを掲載します。希望される場合は、お申込み時にお知らせください。 

 

（3）共催費に含まれる内容 

①Zoom 使用料 

②ライブ配信費用一式（機材、インターネット回線使用料、オペレーター） 

③各社10名様の学会参加ご招待枠を用意しています。 

参加される方のお名前、メールアドレスを10月22日(金)までに運営事務局にお知らせください。 

 

以下の費用は共催費に含まれておりません。各社にてご手配ください。 

①リモート登壇に必要な機材（PC、カメラ、スピーカー（イヤホン）、マイク） 

②リモート登壇に必要なインターネット回線（有線 LAN 接続を推奨します） 

③セッション開始・終了時アナウンス 

④貴社共催セミナーのポスター･チラシ等の制作・印刷費 

⑤座長・演者への謝礼金等経費 

 

（4）申込方法  お申込みフォームにご入力をお願いします。 

https://procom-i.jp/jsomh2021sponsor/ 

 

(5) 取消   申込後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、共催費の返金もいたしかねますのでご了承ください。  

 

(6) 申込締切    2021年8月31日（火）→ 募集を終了しました 

 

 



ご協賛のお願い（その２）：プログラム・抄録集広告 募集要項 
 

募集を終了しました 

 

(1)広告媒体の名称： 第28回日本産業精神保健学会 プログラム・抄録集 

 

(2)配布対象： 日本産業精神保健学会 会員 

第28回日本産業精神保健学会 参加者（非会員） 

 

(3)版型： B5 タテ版 

 

(4)発行部数： 2,000 部（予定） 

 

(5)発行予定日： 2021 年 11 月（予定） 

 

(6)媒体制作費： 2,000,000 円（予定） 

 

(7)広告料総額： 1,012,000 円（予定） 

 

(8)掲載依頼社数： 9 社（予定） 

 

(9)広告掲載料： 

種類 金額（税込） 募集数 

表 4（B5 カラーまたはモノクロ・1 頁） 220,000 円 1 口 

表 2（B5 モノクロ・1 頁） 165,000 円 1 口 

表 3（B5 モノクロ・1 頁） 165,000 円 1 口 

後付（B5 モノクロ・1 頁）※ 88,000 円 4 口 

後付（B5 モノクロ・半頁）※ 55,000 円 2 口 

※後付広告は掲載位置の指定はできません。予めご了承ください。 

 

(10)申込締切： 2021年10月1日（金）→ 募集を終了しました 

 

(11)申込方法：     お申込みフォームにご入力をお願いします。 

https://procom-i.jp/jsomh2021sponsor/ 

 

(12) 取 消：   申込後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、広告費の返金もいたしかねますのでご了承ください。  

 

(13)広告原稿： 完全版下のデータを運営事務局にメールでご提出ください。 

提出期日 2021年10月1日（金） 

提 出 先 jsomh28@procom-i.jp 

 

  ※お申込み企業様には、各社5名の学会参加ご招待枠を用意しています。 

参加される方のお名前、メールアドレスを10月22日(金)までに運営事務局にお知らせください。 

 

 



ご協賛のお願い（その３）：ホームページバナー広告 募集要項 
 

 

(1)バナー設置媒体の名称： ① 第28回日本産業精神保健学会 ホームページのトップページ 

https://procomu.jp/jsomh2021/ 

             ② 第28回日本産業精神保健学会 オンライン学会ページ 

 

(2)バナー掲載期間：  お申込み後、データの受領後随時掲載 

①第28回日本産業精神保健学会 ホームページは運営終了まで。 

②第28回日本産業精神保健学会 オンライン学会ページは 

オンデマンド配信期間終了まで。 

 

(3)バナー広告掲載料： 

種類 金額（税込） 募集数 

サイズ 縦60px × 横209px 程度 30,000 円 10 口 

※掲載位置の指定はできませんので、予めご了承ください。 

 

(4)媒体制作費： 500,000 円（予定） 

 

(5)広告料総額： 300,000 円（予定） 

 

(6)掲載依頼社数： 10 社（予定） 

 

(7)申込締切： 2021年10月29日（金） 

 

(8)申込方法：         お申込みフォームにご入力をお願いします。 

https://procom-i.jp/jsomh2021sponsor/ 

 

(9)取   消：        申込後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、広告費の返金もいたしかねますのでご了承ください。  

 

(10)バナーデータ： 形式：GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG等の画像データ 

 データ容量：20KB 程度まで 

             ※バナーデータは貴社にて作成の上、リンク先URL と併せてご提出ください。 

 

(11)広告原稿： バナーデータおよびリンク先URLを運営事務局にメールでご提出ください。 

提出期日 2021年10月29日（金） 

提 出 先 jsomh28@procom-i.jp 

※期日厳守のご協力をお願いします。 

 

※お申込み企業様には、各社3名の学会参加ご招待枠を用意しています。 

参加される方のお名前、メールアドレスを10月29日(金)までに運営事務局にお知らせください。 

 

 



ご協賛のお願い（その４）：幕間広告 募集要項 
 

 

(1)幕間広告媒体の名称：第28回日本産業精神保健学会 ライブ配信(Zoom) 

（プログラム幕間での動画の再生または静止画の表示） 

 

(2)幕間広告掲載仕様： ライブ配信のプログラム幕間（セッション開始前）に、 

広告をリピート再生・表示します。 

 

(3)幕間広告掲載料： 

 

 

 

 

 

 

※再生・表示順の指定はできませんので、予めご了承ください。 

 

(4)ライブ配信費： 4,600,000 円（予定） 

 

(5)広告料総額： 4,200,000 円（予定） 

 

(6)掲載依頼社数： 40 社（予定） 

 

(7)申込締切：   2021年10月29日（金） 

 

(8)申込方法：     お申込みフォームにご入力をお願いします。 

https://procom-i.jp/jsomh2021sponsor/ 

 

(9)取   消：     申込後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、広告費の返金もいたしかねますのでご了承ください。  

 

(10)広告データ： ・動 画 mp4(音声の有無に指定はございません) 

・静止画 JPEG 、PNG 等の画像形式 

 

広告データは貴社にて作成の上、運営事務局にご提出ください。 

提出期日 2021年10月29日（金） 

提 出 先 jsomh28@procom-i.jp 

※期日厳守のご協力をお願いします。 

 

※お申込み企業様には、各社5名の学会参加ご招待枠を用意しています。 

参加される方のお名前、メールアドレスを10月29日(金)までに運営事務局にお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

種類 金額（税込） 募集数 

動画・静止画 15秒 

シンポジウム・特別講演前 
180,000 円 10 口 

動画・静止画 15秒  80,000 円 30 口 



ご協賛のお願い（その５）：オンライン展示 募集要項 
 

 
(１)実施方法：オンライン学会ページ内に開設するオンライン展示会にて 

       貴社専用のページ(1頁)を作成し、参加者に閲覧いただきます。 

 

  ※掲載内容：PR動画、取扱い商品等の画像や説明文、カタログ(PDF)、お問合せ先等々。 

掲載する素材、原稿は貴社にてご準備をお願いします。 

 

(２)実施期間：ライブ配信およびオンデマンド配信終了まで 

 

(３)出展料金：100,000円 

 

(４)募集展示数：5社（予定） 

 

(５)掲載内容：掲載可能の判断は、本大会長に一任します。 

 

(６)掲載データの提出方法：後日ご案内するドロップボックスにアップロードをしてください。 

 

(７)申込方法＆締切り 

申込方法：お申込みフォームにご入力をお願いします。 

https://procom-i.jp/jsomh2021sponsor/ 

 

お申込み締切り：2021年10月25日(月) 

掲載データご提出期日：2021年10月27日(水) 

             ※期日厳守のご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご協賛のお願い（その６）：ご寄附 募集要項 
 

(1)募金の名称： 第28回日本産業精神保健学会 寄附金 

 

(2)募金の目的： 第28回日本産業精神保健学会の開催・運営費用の調達 

 

(3)目標金額： 100,000 円 

 

(4)寄付額について：  一口10,000円（一口以上、何口でも可） 

 

(5)募金対象先： 製薬関連企業、医療機器関連企業、その他企業・団体、関連病院・個人 

 

(6)募集期間： 2021年4月17日（土）～ 2021年11月21日（日） 

 

(7)募金責任者： 第28回日本産業精神保健学会 

大会長 神山昭男 (日本精神神経科診療所協会 副会長 ) 

 

(8)申込方法：      お申込みフォームにご入力をお願いします。 

https://procom-i.jp/jsomh2021sponsor/ 

 

(9)申込締切： 2021年11月21日（日） 

 

(10)取   消：     申込後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、寄付金の返金もいたしかねますのでご了承ください。  

 

(11)税法上の取り扱い： 寄附金に対する税制上の優遇措置はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ご協賛のお願い：お申込について 
 

 

(1) 申込方法：こちらのお申込みフォームにご入力をお願いします。 

https://procom-i.jp/jsomh2021sponsor/ 

 

(2)申込締切：共催セミナー         2021年 8月31日（火）→ 募集を終了しました 

プログラム・抄録集広告掲載  2021年10月 1日（金）→ 募集を終了しました 

ホームページバナー広告掲載  2021年10月29日（金） 

幕間広告掲載         2021年10月29日（金） 

オンライン展示        2021年10月25日（月） 

寄付             2021年11月21日（日） 

 

(3)請求書 ： お申込み時に請求書「要」とご入力いただいた企業様に対し、請求書を発行します。 

       請求書発行日より1ヶ月以内に以下指定口座にお振込ください。 

 

＜振込先＞ 

銀  行 ： 三菱UFJ銀行 

支  店 ： 日比谷支店（店番 330） 

 口座番号 ： 普通 0196994 

口 座 名 ： 第28回日本産業精神保健学会 大会長 神山昭男 

口座カナ ： ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕｳﾊﾁｶｲﾆﾎﾝｻﾝｷﾞﾖｳｾｲｼﾝﾎｹﾝｶﾞﾂｶｲ ｺｳﾔﾏ ｱｷｵ 

 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって領収書に代えさせていただきます。 

 

(4)取   消：申込後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、協賛費の返金もいたしかねますのでご了承ください。  

 

(5)情報公開：本学会では、本学術集会の協賛に要した費用に関して、各社の「企業活動と 

医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開 

することに同意いたします。なお、同意書への押印・サインは控えさせていた 

だきますので、予めご了承ください。 

 

(6)お問合わせ・お申込み先：株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11 ＴＦＴビル東館9階 

TEL：03-5520-8822  E-mail：jsomh28@procom-i.jp 


