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参加者へのご案内

1．開催概要
　・開催方法： オンサイト（大田区産業プラザPIO）・オンライン（ライブ配信およびオンデマンド配信）

による開催
　・会　　期：オンサイト・ライブ配信　　2022 年 7 月 9 日（土）～ 10 日（日）
　　　　　　　オンデマンド配信　　　　　2022 年 7 月 9 日（土）～ 8 月 10 日（水）
　※一般演題（口演）はオンデマンド配信のみの実施です。
　　また、共催セミナーはライブ配信のみとなります。
　　その他、各セッションの実施方法につきましては日程表をご確認ください。
　・ 産業医研修会を同時開催します。産業医科単位の付与は事前申込の上、会場（大田区産業プラ

ザ PIO）に来場して対象プログラムを聴講した参加者に限ります。
　※産業医単位の申込者以外は、会場にお入りいただけません。

2．参加方法

　■オンサイト参加
　・各日、4 階ホワイエで検温を行っています。ご協力をお願い致します。
　　体温が 37.5 度以上の方は入場をお断りしますことをあらかじめご了承ください。
　　また、各日「体温チェックシート」のご提出をお願い致します。
　　チェックシートは、学会ホームページからダウンロードし、記入してご持参ください。
　・ 参加証は、HP より事前参加登録をお済ませの方は、オンラインページのマイページから各自で印

刷をしてご持参ください。当日会場にて参加費をお支払いの方は、総合受付にてご発行いたします。
　　（注意）参加者は必ずマスクの着用をお願い致します。

　■オンライン参加
　・ ログイン情報を第三者に教えたり、SNS 等で公開しないよう充分な配慮をお願い致します。
　・ 本学会オンラインページに掲載されている画像、動画の複製・スクリーンショット・ダウンロー

ド・印刷・SNS への転載等は一切禁止します。

　【参加費登録料】
会　員 8,000 円
非会員 10,000 円

　１．当日ご参加登録の方は、受付で参加費をお支払いください。（現金支払いのみ）
　２． 事前参加登録がお済みの現地参加の方は、参加登録マイページより参加証のダウンロードが

可能になりますので、現地登録の方は当日プリントアウトした参加証をご持参ください。
　３． 当日参加登録をされる参加者様には参加費と引き換えに参加証をお渡しいたしますので、会

場内では必ず着用して下さい。
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3．総合受付
　 4 階ホワイエにて総合受付を設置します。会期中のお問い合わせなどは、総合受付にて対応いたし

ます。

　【抄録集　2,000 円】
　１． 会員及び演者の方には、事前に郵送済みです。それ以外に購入ご希望の方には、一部 2,000

円にて販売いたします。
　２． 会員の方で、抄録集がお手元に届いていない方は、受付にてお申し出ください。

4．クローク
　4 階にクロークをご用意しております。
　【ご利用時間】
　7 月 9 日（土）8:45 ～ 18:30
　7 月 10 日（日）8:45 ～ 19:00

5．会員総会について
　2022 年 7 月 10 日（日）12：30 ～ 13：00 に、対面・ライブ配信で実施します。

6．注意とお願い
　・ 講演会場内の写真・ビデオ撮影、録音ならびに許可のない講演内容の引用などはご遠慮ください。

著作者に許可のない録音・録画及び写真撮影は著作権法違反となります。そのような行為を場
内で見かけた際は、スタッフがお声がけさせていただきます。なお、記録として運営事務で撮影・
録音をさせていただく場合がございます。

　・会場内は禁煙です。
　・会場内でのお呼び出しは原則として行いません。

7．産業医研修会について
　・主　催：第 29 回日本産業精神保健学会
　・実施日：2022 年 7 月 9 日（土）～ 10 日（日）
　・会　場： 大田区産業プラザ PIO（〒 144-0035　東京都大田区南蒲田 1-20-20　大田区産業プラ

ザ 1 階）
　・実施方法：会場に来場し、対象プログラムを受講してください。
　・参加対象： 日本医師会認定産業医資格を有している方。なお、非会員（日本産業精神保健学会

の会員でない方）も参加いただけます。
　・定　　員：各日 350 名
　・参加方法：事前申込制
　　　　　　　第 29 回日本産業精神保健学会ホームページからお申し込みください。
　　　　　　　https://procomu.jp/jsomh2022/tani.html
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　・申込期間：6 月 1 日（水）～ 25 日（土）
　　　　　　　※先着順、定員に達した時点で受付終了となります。
　・取得単位：日本医師会認定産業医制度の生涯研修単位
　　　　　　　1 日目・5 単位、2 日目・5 単位：2 日間計 10 単位
　　　　　　　※当日会場で受講確認できたセッション分の単位が付与されます。
　※ 当日、受講票を総合受付で配布します。セッション終了後、受講票と引き換えに認定シールを

交付します。
　・対象プログラム：

7月9日
（土）

12：40-14：40 シンポジウム2職域における多文化間コミュニケーション 生涯（専門）2単位

14：50-16：20
シンポジウム5
支え合える職場をつくる！
～対話の基本回帰とDX推進の可能性に向けて～

生涯（専門）1,5単位

16：30-18：00
シンポジウム8
気分障害における復職促進および判断基準の
均てん化に向けて

生涯（専門）1,5単位

7月10日
（日）

10：30-11：30 教育講演3よりよいストレスチェック制度の確立を目指して 生涯（専門）1単位

14：10-15：40 シンポジウム13オンラインコミュニケーションのその先 生涯（専門）1,5単位

15：50-17：20
シンポジウム15
ウィズ/ポストコロナ時代のポジティブメンタルヘ
ルス：「朗働」に向けた学際的アプローチ

生涯（専門）1,5単位

17：30-18：30 特別講演COVID19と産業衛生 生涯（専門）1単位

8．単位について
　（１）日本産業精神保健学会認定　産業精神保健専門職制度単位　＜ WEB 参加＞
　　　   学会参加後、日本産業精神保健学会（専門職制度委員会）に参加証・領収書、また、発表者

の場合はプログラム（当該部分のみのコピーでも可）を添え、各自申請を行ってください。
　　　   詳細は、日本産用精神保健学会ホームページの「専門職制度」をご確認ください。
　　　   https://www.jsomh.org/download/index.php#1
　（２）日本医師会生涯教育制度　＜ WEB 参加＞
　　　  ・ 単位認定セッションのライブ配信を最初から最後まで視聴したことを参加者ログで確認で

きた方に対し、単位付与の手続きを行います。
　　　  ※オンデマンド配信の視聴は単位付与となりませんので、ご注意ください。
　　　  ・ 単位取得ご希望の方は、事前申請が必要です。本学会のホームページから申込をしてください。
　　　  https://procomu.jp/jsomh2022/tani.html



産業精神保健　30巻 増刊号　2022年7月

11

　【申込期日】2022 年 6 月 25 日（土）
　・対象プログラム

1 2022年7月9日（土） 9：00-10：30 シンポジウム1 EAPの新局面

2 2022年7月9日（土） 12：40-14：40 シンポジウム2 職域における多文化間コミュニケー
ション

3 2022年7月9日（土） 9：00-10：30 シンポジウム3 女性の悩みと産業メンタルヘルス

4 2022年7月9日（土） 10：30-12：00 シンポジウム4 メンタルヘルスとキャリアの統合的
支援の実際

5 2022年7月9日（土） 14：50-16：20 シンポジウム5 支え合える職場を作る！～対話の基
本回帰とDX推進の可能性に向けて～

6 2022年7月9日（土） 14：50-16：20 シンポジウム6 オンラインツールによる産業精神保
健活動の現状・課題と将来

7 2022年7月9日（土） 14：50-16：20 シンポジウム7 医療従事者支援の諸相におけるコ
ミュニケーションの工夫について

8 2022年7月9日（土） 16：30-18：00 シンポジウム8 気分障害における復職促進および判
断基準の均てん化に向けて

9 2022年7月9日（土） 16：30-18：00 シンポジウム10 心理療法と産業精神保健

10 2022年7月9日（土） 10：30-11：30 教育講演1
高ストレス者面接マニュアル：産業
医と精神科医の専門性の統合と医師
会との研修

11 2022年7月9日（土） 10：30-11：30 大会長講演 国際化時代のメンタルヘルス

12 2022年7月10日（日） 9：00-10：30 シンポジウム11 テレワークによる職場内コミュニケーションの変化と対応

13 2022年7月10日（日） 9：00-10：30 シンポジウム12 精神科医・心療内科医合同シンポジウム

14 2022年7月10日（日） 14：10-15：40 シンポジウム13 オンラインコミュニケーションのその先

15 2022年7月10日（日） 15：50-17：20 シンポジウム15
ウィズ/ポストコロナ時代のポジティ
ブメンタルヘルス：「朗働」に向け
た学際的アプローチ

16 2022年7月10日（日） 15：10-16：40 シンポジウム16
上司を支えるコンサルテーション～
産業精神保健におけるコミュニケー
ションの達人を目指す～

17 2022年7月10日（日） 15：50-17：20 シンポジウム17 多職種ネットワークのカタチ

18 2022年7月10日（日） 9：30-10：20 教育講演2 ホリスティック医療とリワークプロ
グラム

19 2022年7月10日（日） 10：30-11：30 教育講演3 よりよいストレスチェック制度の確
立を目指して

20 2022年7月10日（日） 10：30-11：20 教育講演4 在宅でのメンタルヘルス不調者の職
場復帰について

21 2022年7月10日（日） 10：30-11：20 教育講演5 女性のサステイナブルな働き方に必
要なものは何か

22 2022年7月10日（日） 14：10-15：00 教育講演6
テレワーク・在宅勤務をする労働者
健康支援～特にコミュニケーション
の重要性～

23 2022年7月10日（日） 17：30-18：30 特別講演 COVID19と産業衛生
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　（３）日本産業衛生学会　産業保健看護専門家制度　研修単位　＜ WEB 参加＞
　　　  ・ 参加証明（大会参加証や領収書コピー）を添え、大会参加後、本人が学会本部（産業保健

看護専門家制度委員会）に申請してください。
　　　  ・対象プログラム

開催日 研修形式 時間 テーマ 研修項目

7月9日

シンポジウム 9：00-10：30 EAPの新局面 専門1
シンポジウム 12：40-14：40 職域における多文化間コミュニケーション 専門1
シンポジウム 9：00-10：30 女性の悩みと産業メンタルヘルス 専門1

シンポジウム 10：30-12：00 メンタルヘルスとキャリアの統合的支援の実際	 専門1

教育講演 10：30-11：30 高ストレス者面接マニュアル:産業医と精神科医の専門性の統合と医師会との研修 専門1

シンポジウム 14：50-16：20 支え合える職場をつくる！　～対話の基本回帰とDX推進の可能性に向けて～ 専門1

シンポジウム 14：50-16：20 オンラインツールによる産業精神保健活動の現状・課題と将来 専門1

シンポジウム 14：50-16：20 医療従事者支援の諸相におけるコミュニケーションの工夫について 専門1

シンポジウム 16：30-18：00 気分障害における復職促進および判断基準の均てん化に向けて 専門1

シンポジウム 16：30-18：00 心理療法と産業精神保健 専門1

7月10日

シンポジウム 9：00-10：30 テレワークによる職場内コミュニケーションの変化と対応 専門1

シンポジウム 9：00-10：30 精神科医・心療内科医合同シンポジウム 専門1
教育講演 9：30-10：20 ホリスティック医療とリワークプログラム 専門1

教育講演 10：30-11：30 よりよいストレスチェック制度の確立を目指して 専門1

教育講演 10：30-11：20 在宅でのメンタルヘルス不調者の職場復帰について 専門1

教育講演 10：30-11：20 女性のサステイナブルな働き方に必要なものは何か 専門1

シンポジウム 14：10-15：40 オンラインコミュニケーションのその先 専門1

教育講演 14：10-15：00 テレワーク・在宅勤務をする労働者の健康支援～特にコミュニケーションの重要性～ 専門1

特別講演 17：30-18：30 COVID19と産業衛生 専門1

シンポジウム 15：50-17：20
ウィズ/ポストコロナ時代のポジティブ
メンタルヘルス：「朗働」に向けた学際
的アプローチ

専門1

シンポジウム 15：10-16：40
上司を支えるコンサルテーション
～産業精神保健におけるコミュニケー
ションの達人を目指す～

専門1

シンポジウム 15：50-17：20 多職種ネットワークのカタチ 専門1
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　（４）日本精神神経学会　精神科専門医制度研修ポイント　＜ＷＥＢ参加＞
　　　  ・付与単位は「Ｂ群 3 単位」となります。
　　　  ・ 単位取得ご希望の方は、事前申請が必要です。本学会のホームページから申込をしてくだ

さい。
　　　  https://procomu.jp/jsomh2022/tani.html
　　　  【申込期日】2022 年 6 月 25 日（土）
　　　  ・対象プログラム

2022年7月9日 10：30-11：30 大会長講演 国際化時代のメンタルヘルス
2022年7月9日 12：40-14：40 シンポジウム2 職域における多文化間コミュニケーション

2022年7月10日 10：30-11：30 教育講演3 よりよいストレスチェック制度の確立を
目指して

2022年7月10日 17：30-18：30 特別講演 COVID19と産業衛生

　（５）臨床心理士有資格者資格更新研修　＜ＷＥＢ参加＞
　　　  参加証・領収書を保管し、更新時に所定の手続きを行ってください。

9．お問い合わせ先
　【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：jsomh29@procom-i.jp


