
関東産業健康管理研究会             平成 25年度活動表 

シリーズテーマ「健康管理に生かせるトピックス」 
                                             

回／日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場/参加人数 

第 281回 

5月 23日(木) 

18:30～21:00 

＊総会 

18:30～18:45 

「家庭血圧測定の意義と利用」 

 

講演 「家庭血圧測定の有用性」 

 

講師 久代登志男先生(日本大学医学部総合健診 

センター所長) 

「職域での血圧管理と家庭血圧」 

 

パネリスト 久代登志男先生 

      海野優子先生 

      江帾良晴先生 

江帾先生 

村上先生 

ｱｽﾃﾗｽ製薬 

株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

第 282回 

7月 25日(木) 

「成人ＡＤＨＤ」 

 

講演 「おとなの発達障害の診断と治療」 

 

講師 松本英夫先生(東海大学 医学部専門診療学系  

教授) 

「大人の発達障害的な事例」 

 

パネリスト 松本英夫先生 

      白波瀬丈一郎先生 

松崎先生 
日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 

株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

第 283回 

9月 11日(水) 

「ＡＢＣ検診」 

 

講師 高橋信一先生(杏林大学 医学部 第三内科教授) 

「胃がんリスク健診(ABC健診)」 

 

パネリスト 高橋信一先生 

      伊藤史子先生 

穎川先生 

中庭先生 

武田薬品工業 

株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

第 284回 

11月28日(木) 

「時間栄養学による心身の活性化」 

 

講師 香川靖雄先生(女子栄養大学 副学長) 

「職域における時間栄養学の実践法」 

 

パネリスト 香川靖雄先生 

       

三輪先生 

小野先生 

第一三共 

株式会社・ 

田辺三菱製薬 

株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

第 285回 

1月 23日(木) 

「障害者雇用を学ぶ-精神障害者の雇用義務付けにむけて-」 

 

講演 「精神障害者の雇用について」 

 

講師 竹中 郁子先生(厚生労働省 職業安定局 高齢・ 

障害者雇用対策本部 障害者雇用対策課) 

「精神障害者の治療と雇用の両立について」 

 

パネリスト 竹中 郁子先生 

白波瀬先生 
株式会社 

エーザイ 

ｴｰｻﾞｲ㈱ 

東京ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

ｵﾌｨｽ 

第 286回 

3月 13日(木) 

「職域健診を考える」 

 

講師 松本 義幸先生(健康保険組合連合会 参与) 

 

「健康施設選定について、他」 

 

パネリスト 穎川 一忠先生 

      三輪 祐一先生 

      島  忍 先生 

吉田先生 

大西先生 
なし 

持田製薬 

株式会社 本社 

ルークホール 

 



関東産業健康管理研究会             平成 26年度活動表 

シリーズテーマ「疾病と就労」 
                                            

回／日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場/参加人数 

第 287回 

5月 28日(水) 

18:00～21:00 

＊総会 

18:00～18:15 

「肥満～最新の考え方と対策～」 

 

講演 「肥満対策の現状と問題点(仮)」 

 

講師 田村 好史先生(順天堂大学大学院 

スポートロジーセンター) 

「若年肥満は防げるか」 
パネリスト  

田村 好史先生 

谷 正人先生(みずほ健康保険組合 

内幸町健康開発センター所長) 

矢古宇 裕子先生(JR 東日本健康推進センター) 

村上 杏子先生(東京地下鉄株式会社) 

江帾先生 

渡邉先生 

武田薬品工業 

株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

第 288回 

7月 23日(水) 

「がんの治療と就労支援」 

 

講演 「働くがん患者への支援」 

 

講師 高橋 都先生(国立がん研究ｾﾝﾀｰ 

        がんｻﾊﾞｲﾊﾞｰｼｯﾌﾟ支援研究部長) 

「がんの治療と就労：両立支援の現状と課題」 

 
パネリスト  

高橋 都先生 

桜井なおみ(一般社団法人 CSR ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ代表理事) 

竹田先生 

大西先生 

ｱｽﾃﾗｽ製薬 

株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

第 289回 

9月 11日(木) 

「労働安全衛生法改正の要点から考える 

メンタルヘルス業務」 

講演「改正安衛法の要点とﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ業務の重要性」 
 

講師 三柴 丈典先生(近畿大学法学部三柴研究室) 

「法改正をうけて企業が何をすべきか」 
パネリスト  

三柴 丈典先生 

吉野 聡(吉野聡産業医事務所) 

白波瀬 丈一郎(慶應義塾大学医学部 精神神経科) 

松崎先生 なし 
塩野義製薬 

ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ 

第 290回 

11月21日(金) 

「職場の循環器疾患管理と救急対応」 

 

講演「職場の突然死をどう防ぐか」 

 

講師 三田村 秀雄先生 

(国家公務員共済組合連合会 立川病院 院長) 

「職場の循環器疾患管理と救急対応 
～過労による突然死は予防できるか～」 

 

 

パネリスト 三田村 秀雄先生 

及川先生 

中庭先生 

第一三共 

株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

                                                                                   



関東産業健康管理研究会             平成 27年度活動予定表 

シリーズテーマ「疾病と就労」 
                                            

回／日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場/参加人数 

第 293回 

6月 3日(水) 

18:15～20:15 

＊総会 

18:00～18:15 

※単位認定 

「労働安全衛生法ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの具体的対策」 

 

講演 「ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸの導入について」 

 

講師 岩﨑明夫先生(ｿﾆｰ㈱本社) 

「導入における取組について」 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 多田愼一郎先生 

    (㈱大和証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 

総合健康開発ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長) 

吉田先生 

渡邉先生 
なし 

MSD 株式会社 

2F レクチャー 

ルーム 

第 294回 

9月 3日(木) 

「糖尿病と就労」 

 

講演 「糖尿病治療における最近の知見」 

 

講師 岩本安彦先生 

   (朝日生命成人病研究所附属医院 所長) 

「職域における糖尿病治療の問題点と対策 

         ～健診から就業制限まで～」 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 岡本亜紀先生 

    (岡本内科ｸﾘﾆｯｸ 院長  

労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ) 

石川(俊)先生 

中庭先生 
MSD 株式会社 

大手町 

ｻﾝｹｲﾌﾟﾗｻﾞ 

第 295回 

12月9日(水) 

 

「眼科疾患と就労-眼からウロコの眼のハナシ-」 

 

講演 眼科疾患と就労-眼からウロコの眼のハナシ- 

 

講師 深川和己先生 

   (両国眼科クリニック 理事長) 

「1.スマホ、パソコンの問題点」 

「2.健診結果への対応方針」 

「3.スギ花粉症の最新の治療など」 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 深川 和己先生 

三輪先生 

清水先生 

参天製薬 

株式会社 

AP 東京 

八重洲通り 

第 296回 

3月 9日(水) 

※単位認定 
(専門 1.更新 1) 

「過労死対策と就労支援」 

 

講演 過労死対策と就労のあり方について 

 

講師 寺田 勇人先生 

   (高輪労働衛生コンサルタント事務所 所長 兼 

    東京都医師会産業保健委員会 副委員長) 

「過重労働面談の意義について」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 穎川 一忠先生 

     (日本橋労働衛衛生コンサルタント事務所 所長) 

及川先生 なし 
塩野義製薬 

ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ 

 

 



関東産業健康管理研究会             平成 28年度活動予定表 

シリーズテーマ「疾病と就労」 
                                            

回／日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場/参加人数 

第 297回 

6 月 30 日(木) 

18:15～20:15 

＊総会 

18:00～18:15 
※単位申請予定 

「職場の不適応を考える」 

 

講演 「ところで『適応障害』って何だろう」 

 

講師  神山 昭男 先生 
    (東京都精神神経科診療所協会 会長) 

「適応力を上げるための支援とは」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 神山 昭男 先生 
    (東京都精神神経科診療所協会 会長) 

白波瀬先生 

島先生 
なし ｱｽﾃﾗｽ製薬 

第 298回 

9 月 14 日(水) 
※単位申請予定 

18:15～20:15 

「就労者のアトピー性皮膚炎とストレスについ

て」 

 

講演 「アトピー性皮膚炎とストレスについて」 

 

講師  上出 良一 先生 
    (ひふのクリニック人形町 院長) 

「就労者(成人)アトピー性皮膚炎とへの対応」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 上出 良一 先生 

穎川先生 

中庭先生 
なし 

MSD 株式会社 

2F レクチャー 

ルーム 

第 299回 

12月7 日(水) 
※単位申請予定 

アンケート予定 

18:15～20:15 

「ストレスチェック導入後の現状」※基調講演 

 

講演 「ストレスチェック制度導入 1年： 

課題と今後の展望」 

 

講師  岩崎 明夫 先生 
    (産業医科大学 産業生態科学研究所 非常勤助教) 

「ストレスチェック導入後における論点」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 岩崎 明夫 先生 

吉田先生 

志野先生 
なし 

塩野義製薬 

ﾚｸﾁｬｰﾎｰﾙ 

第 300回 

3 月 18 日(土) 
※単位申請予定 

13:00～17:10 

「産業保健の未来への展望と課題」 

 
祝辞   柳澤裕之先生 

基調講演 森晃爾先生「産業保健の目指すもの」 

基調講演 多田紀夫先生「生活習慣病の展望」 

シンポジウム 

「産業保健の未来を考える 

～関東産業健康管理研究会の果たすべき役割～」 

 
ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 江帾先生、廣部一彦先生、及川先生、 

白波瀬先生、掛本先生 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 吉田先生 

石川(良)先生 なし 
主婦会館 

プラザエフ 

 

 



関東産業健康管理研究会             平成 29年度活動予定表 

シリーズテーマ「就労支援」 
                                           

回／日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場/参加人数 

第 301回 

6 月 7 日(水) 

18:15～20:15 

＊総会 

18:00～18:15 
※単位申請 

「就労世代の認知症」 

 

講演 「産業保健で知っておくべき、 

認知症の基礎知識」 

 

講師  三村 將 先生 
    (慶應義塾大学医学部精神神経科学教室教授) 

「労働者の高年齢化時代を迎え、 
私たちは何ができるのか」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 三村 將 先生 
    (慶應義塾大学医学部精神神経科学教室教授) 

白波瀬先生 なし 

MSD 株式会社 

2F レクチャー 

ルーム 

第 302回 

9 月 7 日(木) 

18:45～20:45 
※専門 1 単位 

 更新 1 単位 

「改正個人情報保護法と産業保健」 

 

講演 「改正個人情報保護法と産業保健」 

 

講師  児玉 安司 先生 
    (新星総合法律事務所 弁護士) 

「現場での問題点を考える」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 児玉 安司 先生 
    (新星総合法律事務所 弁護士) 

吉田先生 

中庭先生 
なし 

持田製薬 

株式会社 本社 

ルークホール 

第 303回 

12月6 日(水) 

18:30～20:30 
※専門 2 単位 

「女性の就労と健康支援」 

 

講演 「ライフコースからみた女性就労の課題」 

 

講師  小島原 典子 先生 
    (東京女子医科大学医学部 准教授) 

「就労女性の健康管理-専門医の立場から-」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 小田 瑞穂 先生 
    (こころとからだの元氣プラザ) 

及川先生 

島先生 
なし 

持田製薬 

株式会社 本社 

ルークホール 

第 304回 

3 月 1 日(木) 
※専門 2 単位・ 

産業保健看護専

門家制度 

「健康経営の理解とその効果について」 

 

講演 「健康経営のめざすもの」 

 

講師  森 晃爾 先生(産業医科大学) 

     

「健康経営銘柄取得企業からの報告」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 伊藤 克人 先生(東急病院) 

    多田 愼一郎 先生(大和証券) 

    森 晃爾 先生(産業医科大学) 

三輪先生 

渡邉先生 
なし MSD 株式会社 

 

 



関東産業健康管理研究会             平成 30年度活動予定表 

シリーズテーマ「就労支援」 
                                            2018.10.24現在 

回／日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場/参加人数 

第 305回 

6 月 7 日(木) 

18:15～20:15 

＊総会 

18:00～18:15 
 

「働く人の睡眠障害」 

 

講演 「働く人の睡眠障害」 

 

講師  林田 健一 先生 
    (スリープ＆ストレスクリニック 理事長) 

「働く人の睡眠障害の実際の対応」 
 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 林田 健一 先生 
    (スリープ＆ストレスクリニック 理事長) 

江帾先生 

中庭先生 
MSD 株式会社 

MSD 株式会社 

2F レクチャー 

ルーム  

第 306回 

9 月 13 日(木) 

18:15～20:15 
※単位申請 

「双極性障害」 

 

講演 「働く場でできる、 

双極性障害への支援と対応」 

 

講師  渡邊 衡一郎 先生 
    (杏林大学医学部精神神経科学教室 教授) 

「産業医としてできること、対応すべきこと」 

 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 渡邊 衡一郎 先生 
    (杏林大学医学部精神神経科学教室 教授) 

白波瀬先生 なし 
持田製薬 

株式会社 

第 307回 

11月14 日(水) 

18:15～20:15 
 

「障害者支援」 

 

講演 「産業保健分野における 

合理的配慮のあり方」 

 

講師  三宅 琢  
    (株式会社 Studio Gift Hands 代表取締役) 

「産業保健の現場に求められる 

合理的配慮と両立支援について」 

 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 三宅 琢  
    (株式会社 Studio Gift Hands 代表取締役) 

吉田先生 

中村先生 
なし 

CIVI 

研修センター 

第 308回 

2 月 28 日(木) 

18:15～20:15 
※単位申請 

「職域における最新の高血圧対策」 

 

講演 「職域における最新の高血圧対策」 

 

講師  苅尾 七臣 先生 
    (自治医科大学内科学講座循環器内科学部門 教授) 

 

 

「職場の高血圧対策」 

 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 苅尾 七臣 先生 
 

及川 

小野 
無 

KRD 
Nihombashi 
Studio 

 

 

 



関東産業健康管理研究会             2019年度活動予定表 

シリーズテーマ「就労支援」 
 

回/日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場 

第 309 回 「労働衛生対策の現況と展望  

穎川先生 

柏村先生 
無 

KRD 
Nihombashi 

Studio 

6月 26日(水) (働き方改革に関して)」  

18:30～20:30   

＊総会 講演 「労働衛生対策の現況と展望 「労働衛生対策の現況と展望」 

18:15～18:30           (働き方改革に関して)」  

※産業医/産業保健 講師 浅沼 一成 先生(厚生労働省大臣官房厚生科学 課長) ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 浅沼 一成 先生 

看護専門家 単位   

第 310 回 「職場のハラスメント対策  

白波瀬先生 無 

KRD 
Nihombashi 

Studio 

9月 19日(木) -指導とハラスメントの分岐点-」  

18:15～20:15   

 講演 「職場のハラスメント対策 「本気のパワハラ対策のための 

※産業医/産業保健 -指導とハラスメントの分岐点-」 多職種連携について」 

看護専門家 単位 講師 松崎 一葉 先生(筑波大学医学医療系産業精神医学・ ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 松崎 一葉 先生 

 宇宙医学グループ 教授)  

第 311 回 「歯科と産業保健」  

鏑木先生 

島先生 
無 

KRD 
Nihombashi 

Studio 

12 月 12 日(木)   

18:15～20:15   

 講演 「働く人の歯周病予防対策」 「歯周病予防に対する保健指導と 

※産業医/産業保健  歯科検診導入に向けて」 

看護専門家 単位 講師 和泉 雄一 先生(東京医科歯科大学 名誉教授) ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 和泉 雄一 先生 

   

第 312 回 「職場におけるアルコール問題」  

清水先生 

三輪先生 
無 

塩野義製薬 

株式会社 

東京高輪ｵﾌｨｽ 

会議室 

3月 12日(木)   

18:15～20:15   

 講演 「職場におけるアルコール問題」 「職場におけるアルコール問題」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師 松下 幸生 先生(東京医科歯科大学 名誉教授) ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 松下 幸生 先生 

   

 

 



関東産業健康管理研究会             2020年度活動予定表 
シリーズテーマ「就労支援」 

 
回/日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場 

第 313 回 「ストレスチェックの職場における活用事例」  

吉田 
中村 

 

塩野義製薬 

株式会社  

東京高輪 

オフィス  

会議室 

6月 3 日(日) ※新型コロナウィルスの影響により 10/1 に延期して開催  

18:15～20:15   

＊総会 講演「ストレスチェックの職場における活用事例」 「ストレスチェックの職場における活用事例」 

18:00～18:15   

※産業医/産業保健 講師 吉川 徹 先生 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 吉川 徹 先生 

看護専門家 単位 (労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)・統括研究員)  

第 314 回 「職域における健康増進を目的とした運動指導」  

三輪 
中庭 

 未定 

9月 30日(水) ※新型コロナウィルスの影響により中止  

18:15～20:15   

 講演「職域における健康増進を目的とした運動指導」 「職域における健康増進を目的とした運動指導」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師 宮地 元彦 先生 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 宮地 元彦 先生 

 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所身体活動研究部部長)  

第 1 回看護研修会 「ストレスチェック結果を活かした  

島  
水道橋 
貸し会議室内海 

10 月 9日(金) 参加型職場環境改善の進め方」  

18:00～20:00 ※新型コロナウィルスの影響により中止  

 講義「これからはじめる職場環境改善」 「課題に対するグループワーク及び発表」 

※産業保健看護   

専門家 実地単位 講師 吉川 悦子 先生(日本赤十字看護大学 准教授) 講師 吉川 悦子 先生 

   

第 315 回 「適応障害」  

未定  未定 

12 月 日( ) ※新型コロナウィルスの影響により中止  

18:15～20:15   

 講演 「 未定 」 「 未定 」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師 松崎 一葉 先生 又は医局の先生 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  

   

第 316 回 「職域における感覚器・知覚対策(眼科)」  

未定  未定 

3 月 日( ) ※新型コロナウィルスの影響により中止  

18:15～20:15   

 講演 「 未定 」 「 未定 」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師 深川 和己 先生 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  

 (医療法人社団 慶翔会 両国眼科クリニック 理事長)  

第 1 回(WEB) 「感染症に伴う新たな就業生活にまつわる健康問題」  

吉田 
中庭 

 Zoom 

2月 22日(月)   

18:15～20:15   

 講演「感染症に伴う新たな就業生活にまつわる健康問題」 「感染症に伴う新たな就業生活にまつわる健康問題」 

   

 講師 笹原 信一朗 先生 (筑波大学 医学医療系 准教授) ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 笹原 信一朗 先生 

   
 



関東産業健康管理研究会             2021年度活動予定表 
シリーズテーマ「就労支援」 

回/日時 テーマ・講演・講師 ディスカッション 担当幹事 共催 会場 

第 314 回 「ニューノーマル下における労働問題」  

吉田 無 Zoom 

6月 23日(水)   

18:15～20:15   

＊総会 講演「ニューノーマル下における労働問題」 「ニューノーマル下における労働問題」 

18:00～18:15   

 講師 白波瀬 丈一郎 先生 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 白波瀬 丈一郎 先生 

   (東京都済生会中央病院健康デザインセンター/関東産研副会長)  

第 315 回 「 中止 」  

   

9 月●日(●)   

18:15～20:15   

 講演「  」 「  」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師  ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  

   

産業看護研修会 「ストレスチェックを活かした  

島 無 Zoom 

11 月 10 日(水) 参加型職場環境改善の進め方」  

18:15～20:15   

 講演「これからはじめる職場環境改善」 「課題に対するグループワーク及び発表」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師 吉川 悦子 先生(日本赤十字看護大学 准教授) 講師 吉川 悦子 先生 

   

第 316 回 「 中止 」  

   

12 月●日(●)   

18:15～20:15   

 講演「  」 「  」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師  ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  

   

第 317 回 「 中止 」  

   

3 月●日(●)   

18:15～20:15   

 講演 「  」 「  」 

※産業医/産業保健   

看護専門家 単位 講師  ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  

   
 


