
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。 2020年度実績
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産業医大プレミアム 検索

お申込み

Capital Area

産業医科大学首都圏事業推進室 E-mail：shuto@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp

〒807-8555 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 TEL 093-691-7251(直通)

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 ※2021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 ※2021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。

お問合せ

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。

産 業 医 科 大 学
2021

vol.1

U n i v e r s i t y  o f  O c c u p a t i o n a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h ， J a p a n 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）

 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

 自社の安全衛生面や健康経営対策を
強化したい

 体系的な教育・研修技術を上げたい

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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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



対象者の産業医の階層番号
（2021年11月1日時点）

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

※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。

●公開日：2021年02月

●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・法律の両面から、「恒学期」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)

※本コースは開発時点の知見をもとにした内容となっています。

●公開日：2021年03月

●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：丸井の1 産業医として経営に参画し、産業保健の幅と深みを拡充していった実例をもとに、その意味と

ポイントをエスノグラファーの知見で解きほぐします。

●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)

※本コースは開発時点の知見をもとにした内容となっています。

●公開日：2021年02月

●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)

●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) ～横断研究、症例対照研究、コホート研究、介入研究

(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)

●単位等：日本医師会認定産業医制度の単位はありません。

※本コースは開発時点の知見をもとにした内容となっています。

●日 時：【Web開催】2021年12月26日(日) 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（産業医、産業看護職、衛生管理者、心理職等）、人事労務部門

関係者、社労士等

●特 色：基本原則に則った上で、実際の前提と事情を探索・加味し、現実解を探っていく演習を行います。

●目 標：企業における治療と就労の両立支援において、「産業保健スタッフの独立性」と「適切な配慮」を磨くる。

●内 容：(1)厚生労働省による基調講演 (2)多様な課題を含むケースの対策立案と相互助言

(3) 「独立」と「配慮」をキーワードにした現場での実践ポイント 等

●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。

●日 時：【Web開催】2021年11月25日(木) 14:00～16:30 (終了後、希望者による茶話会予定)

●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：「法令遵守」「福利厚生」超えて、事業成果につながる産業保健の進め方を考えます。
●目 標：産業保健職を活用した、事業成果につながる産業保健の進め方を想起できる。

●内 容：(1)企業・事業場における健康管理（産業保健）とは？

(2)健康経営を利活用した健康管理（産業保健）とは？

(3)産業保健スタッフ（産業医・産業看護職 等）の役割と機能とは？

●受講料：2,000円(税込)

●日 時：【Web開催】コース№７： 2021年10月09日(土) 14:00～18:00 － 10日(日) 9:00～17:30（満席）

コース№11： 2022年03月12日(土) 14:00～18:00 － 13日(日) 9:00～17:30（追加開催）

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 18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。

●日 時：【Web開催】2022年01月22日(土) 14:00～17:00 － 23日(日) 9:00～17:00

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 20.名

●対象者：人事教育・産業保健教育に携わる方（職種・部門を問いません）(＊階層①～⑨)

●特 色：「教え方」を体系的に学んだことがありますか？

＊Instructional Design（教育設計学）の知見を基に、教育を効果的・効率的・魅力的に行う鉄則を学びます。

＊講師の講話は最小限にし、修了後そのままご自身の仕事に活用できる成果を習得していただきます。

●目 標：(1) 資料や助言・講義を基に (2) チェックリストに8割程度則った (3)研修設計書と模擬講義が、できる

●内 容：(1) Instructional Design（ID、教育設計学）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

遠隔教育実践演習 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11月20日(土) 10:00～16:00 (終了後希望者によるZoom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：産業看護職、MWS、心理職

●特 色：「産業」と「精神科」両面のプロが、臨床ではなく職域ならではのメンタルヘルス対応を

ワークを交えお伝えします。

●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｣
● 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)

●日 時：【Web開催】2021年12月18日(土) 14:00～20:15 ※終了後、オンライン（Zoom）懇親会あり

－ 19日(日） 8:20～15:30
▪接続テスト兼懇親(希望者) 2021年12月17日(土) 17:00～17:30
▪フォローアップセッション(希望者) 2022年01月08日(土) 14:00～16:00

●会 場：同期型オンライン(Zoom)にて開催 ●定 員： 40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。リピーターも歓迎！) (＊階層④～⑧)

●特 色：10名のベテラン講師から弾丸のように情報提供がありますが、親身な指導が評判になっています。

遠隔講座を緻密に構築しています。

一気に｢労働衛生コンサルタント実力レベル｣に引き上げる！

●目 標：産業医として、『労コン合格レベル』の応用力習得とネットワーク作り

●内 容：(1)各自にての事前セルフチェックとビデオ学習 (2)最近の産業保健What‘sNewに焦点を当てた産業医必須

情報を提供 (3)仮面で行える相談タイム (4)セミナー後および労コン直前のフォローアップセッション

（希望者、無料） (5)法律知識からメンタル対処、化学物質要点まで産業医活動の全景を網羅

●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

◎密度が大変濃く幅広い内容の中で何が重要か的確に押さえていただき大変有意義でした。
◎この度、労働衛生コンサルタント試験に無事合格いたしました！この合格は弾丸セミナーなくしては得ら
れなかったと思います。

◎時間が長いことを心配していたが、飽きない作り、細やかな対応に感動しました。

講 師

浜口伝博
梶原隆芳
富田健太郎
照沼にい菜
佐々木規夫
岡原伸太郎

柳 延亮
小笠原隆将

川島恵美

柴田喜幸

産業医科大学産業衛生教授･産業医
㈱梶原産業医事務所 代表
㈱ヘルスプラント 代表
JFEエンジニアリング㈱ 産業医
佐々木労働衛生コンサルタント事務所 代表

ジョンソン･エンド･ジョンソン㈱
日本法人グループ 統括産業医
三井金属鉱業㈱ 産業医
ダイムラー･トラック･アジア
三菱ふそうトラック･バス㈱ 産業医
川島労働衛生コンサルタント事務所
代表 産業医
産業医科大学 産業医実務研修センター

教育教授

No.5

No.6

～「プレ教材」＋「セミナー」＋「フォローアップ」で一気に「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.7，11

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

◎講義の進め方、構成が学やすい、理解を深めやすい内容だった。１つ１つクリアしていく感じが得られ
た。

◎講師の皆様が本当に場の雰囲気を作ってくださって、こんなに開放的で安心感のある講座がオンライン
であるのだな、と感じました。

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

No.12

～明日から始められる産業医活動（２回目の出務までの活動をマスター）～

初めての嘱託産業医

～産業保健職を上手に活用し、事業活動と従業員の健康管理を統合することで、「健康経営」をどう推進すれば
良いかを具体的に考える～

健康経営につながる産業保健専門職を利活用した“健康管理の進め方”

No.14

～第１弾「研究計画書の作り方」～

初めての学会発表

No.15

～悩ましいケースから基本を学ぶ～

事業場における治療と仕事の両立支援コース 厚生労働省後援

産業保健スタッフが知っておきたい 人事マネジメントのこれまでとこれから
～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～

人事・産業保健スタッフのための 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 ～

◎産業看護は個人対応スキルが最も大事と思い、
不全感を感じていましたが、「設定」が最も
大事であると言われ目からうろこでした。

◎幾つかの事例を通して、３ステップについて
具体的に学ぶことができた。

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

【モデレーター】
中谷淳子 産業医科大学 教授
大森美保 産業医科大学 助教
柴田喜幸 産業医科大学 産業医実務研修センター

教育教授
【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
センクサス産業医事務所 パートナー医師
産業医科大学産業保健経営学 非常勤講師

講 師

柴田喜幸 産業医科大学 産業医実務研修センター

教育教授
喜多村紘子 産業医科大学 産業医実務研修センター

准教授
田口要人 産業医科大学 産業医実務研修センター

助教

講 師

◎産業医資格を取得したものの、実際に１社目の業務をスタートするには不安感がありました。今回のコー
スでの講義やロールプレイを通して明日からの産業医活動に少し自信がつきました。

◎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。
◎講師の先生方の面談を見れたこと、実際のシチュエーションを体験しながら能動的に学べた事が、とても
ありがたかったです。

◎産業医と保健師の方々がどのような課題として活動をされているのか理解できました。
◎健康経営に係る顕彰制度（健康経営優良法人）について、全体像や認定へのフロー・評価項目等を具体
的に説明いただき、理解が深まりました。

◎今まで曖昧な認識であった産業医・産業看護職などとの役割が明確になりました。
◎今期からの健康管理の担当になりましたが、経験が浅くてもとても理解しやすい内容でした。

梶木繁之
㈱産業保健コンサルティングアルク(AORC)
代表･産業医
センクサス産業医事務所 パートナー医師
産業医科大学産業保健経営学 非常勤講師

講 師

◎企業で両立支援に取り組むために具体的にどこから始めたらよいのかがよく分かった。
◎正解がないというか企業により正解が異なる点が理解できたのもよかったと思います。
◎コロナ禍でオンライン講義で、ここまで参加者同士がコミュニケーションをとれると
思っていなかったので、とても有意義な時間を過ごせました。

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

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

平岡 晃 コマツ健康増進センタ 副所長

講 師

西浦千尋 東京ガス㈱ 産業医
喜多村紘子 産業医科大学 産業医実務研修センター

准教授

講 師

神谷 俊 ㈱エスノグラファー 代表
小島玲子 ㈱丸井グループ取締役執行役員

CWO ウェルネス推進部長 産業医
柴田喜幸 産業医科大学 産業医実務研修センター

教育教授

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。

◎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

●公開日：2021年04月

●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

●特 色：「1on1」の実践と指導の第一委任者による丁寧な指導。Webでの1on1もwebで学べます。

●目 標：(1)新時代の動向、とりわけ

▪｢テレワークにおける問題と可能性｣ ▪｢心理的安全と事業成果の関係｣

が説明できる

(2)リアルなシーンにおける1on1のデザインと進め方が説明できる

(3)遠隔における1on1のデザインと進め方が説明できる

●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)

※本コースは開発時点の知見をもとにした内容となっています。

No.16 １on１を活かし新時代の心理的安全性を育む
～「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 産業医実務研修センター長

教授
柴田喜幸 産業医科大学 産業医実務研修センター

教育教授
喜多村紘子 産業医科大学 産業医実務研修センター

准教授
田口要人 産業医科大学 産業医実務研修センター

助教

講 師

◎「1on1」「心理的安全」という「よく聞くけれど、よくわからない」キーワードを、実際の動画などを
交えながら、1on1草分けの講師が丁寧に解説していきます。

◎コロナ禍を契機に「会わないマネジメント」（日常コミュニケ―ション・部下指導等）の留意点にも触
れていきます。

昨年度

受講者の

声

昨年度

受講者の

声

※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
【コースディレクション】
柴田喜幸 産業医科大学 産業医実務研修センター

教育教授

講 師

昨年度

受講者の

声

昨年度

受講者の

声

昨年度

受講者の

声

開発担当者

からの声

2021 Forbes Women Award 受賞
小島玲子講師

開発担当者

からの声

常時開催

常時開催

常時開催

常時開催

オンデマンドコース


