
高知県立県民文化ホール ②総括管理

オレンジホール  産業保健体制の構築

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

オレンジホール  労働と生活

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

オレンジホール  産業看護の歴史と展望

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

オレンジホール  労働と生活

高知県立県民文化ホール ③健康管理

オレンジホール  健康教育・健康の保持増進対策

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

グリーンホール  リスクマネジメント

高知県立県民文化ホール ⑤作業環境管理

グリーンホール  労働環境と健康問題

高知県立県民文化ホール ②総括管理

グリーンホール  産業保健体制の構築

高知県立県民文化ホール ③健康管理

グリーンホール  メンタルヘルス対策
ザ クラウンパレス新阪急高知 ③健康管理

花の間  メンタルヘルス対策
ザ クラウンパレス新阪急高知 ③健康管理

花の間  健康教育・健康の保持増進対策
ザ クラウンパレス新阪急高知 ③健康管理

花の間  健康教育・健康の保持増進対策
ザ クラウンパレス新阪急高知 ⑤作業環境管理

蘭の間  作業環境管理概論
ザ クラウンパレス新阪急高知 ②総括管理

蘭の間  産業保健体制の構築
ザ クラウンパレス新阪急高知 ①産業看護総論

フローラ  労働と生活

高知会館 ③健康管理

白鳳  健康教育・健康の保持増進対策

高知会館 ①産業看護総論

白鳳  産業看護の歴史と展望

高知会館 ⑤作業環境管理

白鳳  有害業務(化学物質･物理的要因･生物学的要因による  
健康障害防止対策)

高知県立県民文化ホール ③健康管理

オレンジホール  メンタルヘルス対策

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

オレンジホール  リスクマネジメント

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

オレンジホール  リスクマネジメント

高知県立県民文化ホール ③健康管理

オレンジホール  メンタルヘルス対策

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

グリーンホール  労働災害と補償
高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

グリーンホール  労働と生活

高知県立県民文化ホール ③健康管理

グリーンホール  作業関連疾患
高知県立県民文化ホール ③健康管理

グリーンホール  作業関連疾患
ザ クラウンパレス新阪急高知 ①産業看護総論

花の間  労働と生活
ザ クラウンパレス新阪急高知 ③健康管理

花の間  メンタルヘルス対策
ザ クラウンパレス新阪急高知 ①産業看護総論

花の間  リスクマネジメント
ザ クラウンパレス新阪急高知 ⑤作業環境管理

蘭の間  作業環境管理概論

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

オレンジホール  労働と生活

高知県立県民文化ホール ①産業看護総論

オレンジホール  労働と生活

高知県立県民文化ホール ③健康管理

グリーンホール  メンタルヘルス対策

高知県立県民文化ホール ②総括管理

グリーンホール  産業保健体制の構築

オーテピア ③健康管理

ホール  健康教育・健康の保持増進対策

高知会館 ①産業看護総論

白鳳  労働と生活

日付 時間 会場 セッション テーマ
単位 
種別

単位数 認定項目

 9:00～10:00 教育講演１
 デジタルヘルスと産業保健
‐ 働く人を支える、新たな選択肢の可能性 ‐

専門 1

10:10～11:40 メインシンポジウム1  新しい時代の働き方と産業保健 専門 1

14:40～15:40 教育講演2
 産業保健のリーダーシップを研究する：変化する社会における                  
産業保健専門職のあり方を求めて

専門 1

16:00～18:00 シンポジウム1  アフターコロナの産業保健を考える 専門 1

18:10～19:10 教育講演3  産業保健における疫学研究の実践 専門 1

 9:20～10:20 教育講演4  職域と感染症予防～コロナ禍に学ぶワクチンの効果と課題 専門 1

10:30～12:00 シンポジウム2  新しい働き方・多様な働き方と労働者の健康に関する今後の課題 専門 1

13:40～15:40 シンポジウム3  産業保健の新たな潮流と産業保健スタッフの役割 専門 1

16:00～18:00 シンポジウム4  職場でのADHD患者の負担における産業医と精神科医の連携 専門 1

10:00～12:00 シンポジウム5  コロナ禍における職場のメンタルヘルス活動の課題と対策 専門 1

14:00～16:30 シンポジウム6  慢性疼痛の課題：プレゼンティズムと両立支援を考える 専門 1

16:40～18:40 シンポジウム7  働く女性の産業保健 -月経を知り対応する- 専門 1

10:00～12:00 シンポジウム8  許容濃度の現状と課題 専門 1

14:00～16:00 シンポジウム9  医師の働き方改革 ｰ面接指導実施医師に求められる役割- 専門 1

15:30～17:30 シンポジウム10  健康経営にどのようにＰＨＲを活かすか？ 専門 1

11:00～12:00 教育講演5
 東芝の安全健康管理と高年齢労働者の課題、『エイジアクション
100』の活用・展開

専門 1

13:30～15:30 ダイバーシティ推進委員会フォーラム
会員のダイバーシティを考慮した学会活動
ｰ日本医学会連合の動きと日本産業衛生学会での活動ｰ

専門 1

16:00～18:00 シンポジウム11  最新の研究成果から考える化学物質健康リスク評価の新たな展開 専門 1

 9:00～11:30 シンポジウム12  発達障害を巡る合理的配慮と職場の支援 専門 1

13:20～14:20 教育講演6  災害時における産業保健ニーズの変遷とその対応 専門 1

14:30～16:50 メインシンポジウム2
 災害時における災害対応者（レスポンダー）の安全と健康(安全衛
生）                                    の課題

専門 1

17:00～18:00 教育講演7  診断書に頻出する適応障害･うつ状態･うつ病の考え方と対応 専門 1

 9:00～11:30 模擬裁判  テレワーク･ハラスメント･遠隔産業保健･復職判定 専門 1

13:30～15:30 シンポジウム13  新しい時代の産業保健を考える 専門 1

15:30～16:30 教育講演8
（治療と仕事の両立支援１）                            
心臓病患者が快適に働けるように                                                                                            

専門 1

16:40～17:40 教育講演9
（治療と仕事の両立支援２）                                                                                                        
治療と仕事の両立を目指して -放置できない生活習慣病-

専門 1

 9:30～11:30 シンポジウム14  新しい時代の働き方と職場環境改善 専門 1

13:30～14:30 教育講演10  アディクションの動向と課題 専門 1

14:40～15:40 教育講演11  新型コロナウイルス感染症 最近の話題 専門 1

 9:00～11:00 産業衛生技術部会フォーラム  自立的な化学物質管理への転換 専門 1

 9:00～11:30 メインシンポジウム3  医師の働き方改革と産業保健に求められるもの 専門 1

14:00～16:00 産業医部会フォーラム  新しい時代の産業医の働き方-afterコロナの産業医活動を考える- 専門 1

 9:00～11:30 シンポジウム15
 長期メンタル休職者に対する職場適応力向上のための工夫                                 
-様々な立場から-

専門 1

14:00～16:00 産業看護部会フォーラム 持続可能な産業保健活動について-多様な健康支援の視点- 専門 1

 10:00～12:00 シンポジウム16
With/Afterコロナ時代の研究活動における知恵と課題
ｰ若手研究者の等身大の経験からｰ

専門 1

14:00～16:00 産業歯科保健部会フォーラム 明日を創造する産業歯科保健-地域との連携- 専門 1
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