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産業医大プレミアム 検索

お問合せ お申込み

国内随一の産業保健の専門家養成機関、

産業医科大学が、これまでの叡智を結集して、

首都圏で｢プレミアムな教育事業｣を行っています。

産業医・保健師等産業保健スタッフ 経営者・人事・管理者等向け

2019年度実績

9 ポイント

超え!
（10点満点）

産業医科大学首都圏専門的産業医等養成支援事業（Ⅲ.情報発信・啓発事業）

」

Capital Area

過重労働、メンタルヘルス不調、高年齢者雇用、危険・有害業務、働き方改革･･･。

働く人をとりまく健康の問題は深刻かつ複雑化しています。

これらを受け、本学は開学以来約40年の蓄積と輩出人材をもとに、

2017年度より、これまでにない事業をスタートしました。

受講者の皆様に高いご評価をいただき、今期も新コースを加え開催します。

講 師：

｢旬のテーマ｣｢実務でそのまま役に立つ実践的内容｣にこだわる

単発・連続、2時間～1泊2日、web指導等の多彩なコース ※2020年度はWeb開催

コースにより日本医師会認定産業医制度等の単位が取得可能 ※2020年度は単位不可

内 容：

開催形態：

単位認定：

第一線で活躍する、各領域の第一人者・実務者が担当

本学卒業生・教員・研究者らを中心に構成

その１つがこの教育事業 ､｢首都圏プレミアムセミナー｣です。

シリーズ概要 ※詳細は中面をご参照ください。

 資格はとったが、業務をスタートす
るのに不安がある

 職場で系統だった指導を受ける機会
が少ない

 悩み・ノウハウを共有する仲間がい
ない

 新政策や法改正への対応を知りたい

 自社の経営の健康・安全衛生面を強
化したい など

産業保健スタッフ 人事・労務スタッフ

こんな方にお勧めです！
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産業医科大学首都圏専門的産業医等養成支援事業（Ⅲ.情報発信・啓発事業）

プレミアムセミナー受講の皆様から『気軽に相談や

情報交換できる が欲しい』､『ここで

知り合った方々と のようなものが

できないか』というお声をたくさんいただきました。

これを受け､本セミナー受講者限定の

「プレミアム会員制度」のサイトを開設しました。

＊詳細につきましては､ホームページをご覧ください。

『プレミアム会員制度』会員募集中!!
＊（会費：無料）

ネットワーク
バーチャル医局

と

セミナー

仲間作り

産 業 医 科 大 学
2020

vol.3



●日 時：2021年1月受講開始

●会 場：非同期型オンラインにて開催 ●定 員：無制限

●対象者：学会発表(査読なし)に挑戦してみたい方 (＊階層①～④) ※（職種・資格を問いません）

●特 色：研究計画書の書き方を１から学べる

●目 標：日常業務からテーマを見つけ、型に沿い研究計画書を書ける

●内 容： (1)リサーチクエスチョン(仮説)をたてる (仮説を具体化するフレーム、PECO or PICO)

(2)仮説を評価する方法を決める(研究デザイン)

(3)研究計画書を書く (4)理解度チェック

●受講料： 4,000円(税込)

●日 時：【Web開催】2020年12月12日(土) 14：00～20：15 (その後、22時まで有志によるZoom懇親会あり)

－ 13日(日） 8：20～15：30
▪接続テスト兼懇親(希望者のみ) 2020年12月5日(土) 14：00～16：00
▪フォローアップセッション(希望者のみ) 2021年1月16日(土) 14：00～16：00

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 50名

●対象者：産業医(労働衛生コンサルタント合格レベルを目指す方) (＊階層④～⑧)

●特 色：10名のベテラン講師による弾丸のような綿密な指導と、事前･事後プログラムで、遠隔講座の限界に挑戦。

いっきに｢労働衛生コンサルタント実力レベル｣に引き上げる！

●目 標：産業医活動の問題解決に資する知識習得とネットワーク作り

●内 容：(1)事前のセルフチェック・オンデマンドによる知識確認 (2)事例検討による応用力醸成と労コンレベル再整理

(3)重点分野の集中講座 (4)仮面相談タイム (5)セミナー後のフォローアップセッション(希望者)

●受講料：80,000円(税込)

●単位等：日本医師会認定産業医制度の単位はありません。

No.3

◎労働衛生コンサルタントを受験する為、その対策として質量とも満足しています。また、参加者との交流
や先生（講師）と交流しやすい環境を作っていただいたことに感謝しています。

◎最もよかったのは講師の先生方の熱意です。特化物・有機物質への苦手意識が払拭できました。

昨年度

受講者の

声

講 師

浜口伝博
川瀬洋平
中尾 智
幸地 勇
砂田健一
小森陽子
山本 誠
田中宣仁
安田佑里那
柴田喜幸

産業医科大学 産業衛生教授・産業医
田辺三菱製薬㈱ 産業医
㈱アルバック 産業医
古河電気工業㈱ 統括産業医
日本アイ・ビー・エム㈱ 産業医
㈱明電エンジニアリング 統括産業医
ヤマハ㈱ 産業医
パナソニック㈱ 産業医
三菱ケミカル㈱
産業医産業医科大学 准教授

●日 時：【Web開催】2021年2月20日(土) 13：30～17:30 － 21日(日) 10：00～16:00

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 24名

●対象者：産業保健に携わる方すべて(人事・労務を含む) (＊階層①～⑨)

●特 色：経験やセンスを超えた再現性のある遠隔を用いた教育法を学ぶ

●目 標： ID(教育設計学)に則った教育設計・実施法を身に着ける

●内 容：(1)イントラクショナルデザイン(ID)とは (2)自分が行う研修を分析・設計してみる

(3)模擬講義と相互フィードバックによる実践演習 等

●受講料： 36,000円(税込)

●単位等：日本医師会認定産業医制度の単位はありません。

●日 時：【Web開催】 2021年3月20日(土) 14：00～18：00 － 21日(日) 9：00～17：30

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 15名

●対象者：産業医有資格で未経験、または経験の浅い方 (＊階層②、③)

●特 色：知識の整理と実技実習を通じ、｢産業医資格はとったが･･･｣の不安を解消！

●目 標：初回訪問～産業医面談までの基本事項を再確認し、明日から産業医を始められる基礎能力と自信をつける

●内 容：(1)嘱託産業医の開始(依頼～初回訪問 等)

(2)嘱託産業医の基本業務(安全衛生委員会、ストレスチェック、巡視 等)

(3)健診事後措置(就業判定、安全配慮義務の考え方 等)

(4)産業医面談(身体疾患、両立支援、過重労働、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ 等)

●受講料： 36,000円(税込)

●単位等：日本医師会認定産業医制度の単位はありません。

No.5

No.6

～「プレ教材」＋「セミナー」＋「フォローアップ」でいっきに「労働衛生コンサルタント実力レベル」に引き上げる！～

産業医のスペシャリストを育成する弾丸セミナー

No.11

No.8

～「これでいいのかしら？ と不全感を感じている方へ」～

３stepで考える 産業看護職のためのメンタルヘルスセミナー

◎講義をふまえて、研修設計を行い、他の参加者の設計者と模擬研修を見てそれに対するフィードバックを
聞くことで、さらに講義の理解が深まった。

◎スライドの作り方・発表の仕方・質問の仕方など非常に勉強になりました。

昨年度

受講者の

声

No.10

～ＩD（教育設計学）で対面に劣らない遠隔教育技術を培う～

ワンランク上の健康教育の技法
●日 時：2021年1月受講開始

●会 場：非同期型オンラインにて開催 ●定 員：無制限

●対象者：経営・事業視点で産業保健活動をしたい方

●特 色：ニューノーマルの時代に向け視座を広げる

●目 標：(1)人事戦略の系譜を説明できるようになる

(2)現場(特に3次産業)へのアプローチ方法を知る

(3)経営的視座の産業医活動の実際とその意味を知る

これらをふまえ、経営層と産業保健を議論できる素地を作る

●内 容：(1)時代と企業の変化を捉える

RM(労務管理)からSHRM(戦略的人的資源管理)へ

(2)組織に「参加」するための視野と方法

法定事項、危険有害事象を超えたリサーチと介入

(3)現役エグゼクティブ産業医に学ぶ

「経営的視座に立った産業保健」の事例と対談・解説

●受講料： 4,000円(税込)

●日 時：2021年1月受講開始

●会 場：非同期型オンラインにて開催 ●定 員：無制限

●対象者：産業保健スタッフ・人事労務担当者・事業リーダー

●特 色：「急性期」を越え長期戦の対応を医療・法律・ビジネスの側面からアプローチ

●目 標：医療・法律・ビジネスの各側面から、「慢性期」の新型コロナ対策を組織内に徹底する方法を再整理する

●内 容：(1)新型コロナ禍の対応の整理 ①予防 ②発生時の対応

(2)感染症における人事労務の法知識 (3)医療・人事

法務・事業の施策統合のために(4)理解度チェック

●受講料：4,000円(税込)

No.12

～明日から始められる産業医活動（２回目の出務まで）をマスター～

初めての嘱託産業医 ＊№.７の好評による追加開催（内容は同一です）

～事業成果の向上と従業員の健康の統合を図り、「健康経営」をどう進めていくかを具体的に考える～

事業成果につながる 産業保健の進め方 【㈱産業医大ソリューションズ共催講座】

No.14

～①第１弾「研究計画書の作り方」～

初めての学会発表

No.15

～厚労省「ゴールデンスタンダード」を学ぶ～

事業場における治療と仕事の両立支援の仕組みづくり

①：産業医未取得 ②：取得後未経験 ③：産業医着任直後 ④：着任数年または低頻度・労働衛生コンサルタント挑戦視野

⑤：着任５年程度または数年高頻度 ⑥：産業衛生専門医挑戦視野 ⑦：産業衛生専門医取得 ⑧：産業衛生指導医取得視野 ⑨：産業衛生指導医
対象者の産業医の階層番号（2021年1月14日時点）

厚生労働省後援

●日 時：【Web開催】2020年11月14日(土) 10：00～16：00 (希望者による茶話会：～17：00)

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 50名

●対象者：産業保健に従事する保健師、看護師、心理職等

●特 色：精神科経験の豊富なベテラン産業医による具体的な指導

●目 標： ｢看護職が、メンヘル事案に対する不全感をコントロ

ールする方法を身に着ける｣
▪ゴール１：ケースを用いた解説と練習を通じ、
３STEPモデル（ ｢GET｣・｢MANAGE｣・｢THINK｣）を説明できる
▪ゴール２：自分が抱える(またはかつて抱えた)事案に対して、本セミナーの知見をあてはめてみる
▪ゴール３：同職種の他の参加者と｢もやもや｣を共有・共感できる

●内 容： (1)｢GET｣＝聞き取り：連続性と了解性を伴う情報収集 (2)｢MANAGE｣＝ PDCA：事業所・看護職の役割の明確化

(3)｢THINK｣＝不全感への対処：自分の感情と向き合う (4)全体共通話題でグループ別討議とネットワーク作り

●受講料：8,000円 ペア割り(2名：14,000円)(税込)

楠本 朗 楠本労働衛生コンサルタント事務所
代表 産業医、精神科医

中谷淳子 産業医科大学 教授
大森美保 産業医科大学 助教

【監修】
梶木繁之 ㈱産業保健ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

AORC(アルク) 代表・産業医

企業戦略をふまえた新時代の産業保健活動
～担当役員と人事戦略をふまえた話ができる産業保健スタッフに～

医療・法律・ビジネスの３面で考えるこれからの新型コロナ社内施策
～ 恒常的な感染・法務対策と事業継続の同時達成のために ～

NEW

◎不全感に関して具体的な改善方法が分かったの
で良かったです。気持ちが楽になりました。

◎３STEPという分かりやすい枠組みを示してもら
えたのが良かった。事例を通して考える時間を
作ってもらえたので、より実感を伴うワークと
なった。

昨年度

受講者の

声

講 師

柴田喜幸 産業医科大学 教育教授
小田上公法 HOYA(株) HOYAグループ産業医
土肥紘子 富士通グループ産業医
平良素生 総合化学メーカー 専属産業医
川島恵美 滋賀医科大学公衆衛生学部門

元総合化学メーカー産業医

講 師

◎具体的に訪問時に取るべきアクション、事前に準備しておくべき資料などが分かり、明日から使える知識
を体得できました。
◎これだけの内容を2日間で学べるように設定頂いたのは本当にすごいと思いました。
合致しました。

◎資料の論文も参考になり、さらに学んでいこうと動機付けて頂きました。

山瀧 一
(一財)君津健康センター 産業保健部長・産業医

佐々木規夫
佐々木労働衛生コンサルタント事務所代表産業医

平岡 晃
コマツ健康増進センタ 副所長・産業医

●日 時：【Web開催】2020年11月25日(水) 14：00～16：30 (終了後Zoom茶話会あり)

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 50名

●対象者：企業の経営企画、人事、労務、衛生管理者等、産業保健に直接・間接にかかわる方すべて
●特 色：▪事業成果につながる産業保健の進め方を理解し、企業ニーズの把握と産業保健スタッフの活用を含め

社内展開の施策について学びます。
▪健康経営は経営トップのリーダーシップで行われる従業員の健康への投資活動です。
▪従業員がより健康的で生産性の高い生活が送れるよう働き方または働かせ方改革にどのように取り組ん
でいるかが、その企業の健康経営が本気かどうか見極める重要な試金石となります。

●目 標：生産性の向上等、｢健康経営｣の重要性と方法を認識する。
●内 容：序．オリエンテーション

(1)産業保健を取り巻く流れ (2)健康経営の背景と概要 (3)社内展開施策(ニーズ分析など)

(4)産業保健スタッフの巻込み

(5)これからの健康施策の課題と可能性

＊㈱産業医大ソリューションズよりＰＲ

●受講料：2,000円(テキスト代)

◎健康経営、産業保健活動業務に携わる事となり受講しました。初心者でもすごく分かりやすく楽しく受講
できました。事例での説明が分かりやすかったです。

◎健康経営や産業医について学ぶ為に参加しました。とてもイメージのつきやすい説明のおかげで理解が深
まったと思います。

梶木繁之

㈱産業保健コンサルティングﾞAORC(アルク)
代表・産業医

講 師

●日 時：【Web開催】2020年10月31日(土) 10：00～17：00

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員：24名

●対象者：両立支援に関心のある、産業保健スタッフ及び人事労務部門関係者(産業医、産業看護職、衛生管理者、

人事・労務、心理職等)

●特 色：厚労省担当官による基調講演を予定

●目 標：(1)厚労省の｢ゴールデンスタンダード｣をベースに、企業における両立支援の組織的推進に必要なプロ

セスを把握できる。

(2)ケースを通じ、セミナー後の自組織での推進の要点を把握できる。

●内 容：(1)厚生労働省による基調講演

(2)ケースメソッド演習

(3)ケースに基づいた対策の立案と相互助言

(4)ゴールデンスタンダード

●受講料： 3,000円(税込)

●単位等：日本医師会認定産業医制度の単位はありません。

◎両立支援の基本的な考え方だけでなく、実際の事例に基づくワークに多く触れることができ、実情について
も知ることができた。

◎両立支援の基本と実践について理解した上、産業保健全般（メンタル等）にも応用できる内容でした。また
受講者同士の交流を持つことができて良かったです。

昨年度

受講者の

声

立石清一郎 産業医科大学 准教授
産業医科大学病院 両立支援科長

厚生労働省労働基準局
安全衛生部 労働衛生課 他

講 師

講 師

西浦千尋 東京ガス㈱ 産業医
喜多村紘子 産業医科大学 准教授

講 師

神谷 俊 ㈱エスノグラファー 代表
小島玲子 ㈱丸井グループ執行役員

ウエルネス推進部長 産業医
柴田喜幸 産業医科大学 教育教授

講 師

講 師

◎ご自身の産業保健活動を「法令遵守型」から「コンサルティング型」に移行していきたい方にお勧めです。
◎産業保健を企業・事業と深くからめ、担当役員と「人事戦略」レベルで対話ができることを目指します。
◎実際に経営陣の1人として活躍する産業医の登壇・対談があり、理論と実践をセットで学べます。

開発担当者

からの声

◎日常業務を「業務」で終わらせず、「研究のお作法」に則って整理し、実績として残していきましょう！
そのための必須スキルを丁寧に説いていき、添付のフォームで研究計画書を完成させます。

◎まずはこのコースで学会のポスター発表を目指しましょう。
査読付き論文誌投稿、さらには原著アクセプトとステップを進めていく第一歩としてください。

開発担当者

からの声

◎いわば「急性期」から「慢性期」に入った新型コロナ禍の中で、産業保健スタッフ（人事・経営含む）が
すべきことを整理します。
◎医療的な側面はもちろんのこと、法律面・ビジネス面での疑問や留意事項にも触れていきます。

開発担当者

からの声

●日 時：2021年1月受講開始

●会 場：非同期型オンラインにて開催 ●定 員：無制限

●対象者：産業保健活動および自部門のコミュニケーション・メンバー指導の力を上げたい方

●目 標：(1) 1on1 mtgの目的（1on1 mtgの概要と目的）

(2) 1on1 mtgのスキル（①ベーシック；傾聴、承認、観察、質問）

(3) 1on1 mtgのスキル（②フィードバック）

●内 容：(1)新時代の動向と職場マネジメント・コミュニケーション ～心理的安全と事業成果を見つめる

(2)リアルなシーンにおける1on1

(3)遠隔における1on1

●受講料：4,000円(税込)

No.16 心理的安全性をふまえた１on１ミーティング入門
～「会わないコミュニケーション」をいかに進めるか～

堀井耕策 IT関連企業人事部門
川波祥子 産業医科大学 教授
柴田喜幸 産業医科大学 教育教授
喜多村紘子 産業医科大学 准教授
田口要人 産業医科大学 助教

講 師

◎「注目されている1on1ミーティングの概要と具体的スキルを、1on1草分けの講師が、わかりやすく解説し
ます。
◎コロナ禍を契機に課題となっている「会わないマネジメント・育成」にも活用いただけます。
◎「進め方がわからない」「うまくいかない」といった、よく聞くお悩みにも答えます。
◎1on1の前提ともいえる「心理的安全性」にも触れていきます。

開発担当者

からの声

本年№.7

受講者の

声

昨年度

受講者の

声

NEW

NEW

NEW

※記載内容は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

森本英樹 森本産業医事務所代表
産業医・社労士

向井 蘭 杜若経営法律事務所弁護士
伊藤貴志 伊藤貴志社会保険労務士事務所社労士

終了しました

終了しました

終了しました

終了しました


