
（1月 25 日時点）今後、順次更新します。

5 月 25 日（水）
高知県民文化ホール （オレンジホール）

総会・表彰式 14:00～17:00

5 月 26 日（木）
高知県民文化ホール （オレンジホール）

開会宣言

教育講演１ 9:00～10:00

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‐

演者 松村 雅代 （高知大学）

座長 菅沼 成文 （高知大学）

メインシンポジウム 1 10:10～11:40

新しい時代の働き方と産業保健

シンポジスト 繁枡 博昭 （高知工科大学）
山口 征浩 （Psychic VR Lab）
森 晃爾 （日本産業衛生学会理事長）

座長 菅沼 成文 （高知大学）
平尾 智広 （香川大学）

特別講演 13:20～14:40

人生を切り開く火の玉ストレート

演者 藤川 球児 （阪神タイガーススペシャルアシスタント）

聞き手 若田部 克彦 （関西テレビ放送アナウンサー）



教育講演 2 14:50～15:50

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

演者 川上 憲人 （東京大学）

座長 太田 充彦 （藤田医科大学）

シンポジウム 1 16:00～18:00

アフターコロナの産業保健を考える

シンポジスト 横山 彰仁 （高知大学）
田中 克俊 （北里大学）
武藤 剛 （北里大学）
加藤 憲忠 （富士電機株式会社）

座長 宮本 俊明 （日本製鉄株式会社）
宮武 伸行 （香川大学）

教育講演 3 18:10～19:10

産業保健における疫学研究の実践

演者 諏訪園 靖 （千葉大学）

座長 伊与木 増喜 （高知県医師会）

高知県民文化ホール （グリーンホール）

教育講演 4 9：20-10：20

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

演者 中野 貴司 （川﨑医科大学）

座長 齊藤 恵 （日亜化学工業株式会社）



シンポジウム 2 （雇用と就業の多様化研究会） 10：30～12：00

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

シンポジスト 黒田 祥子 （早稲田大学）
錦谷 まりこ （九州大学）
鶴ヶ野しのぶ （電気通信大学）

座長 矢野 栄二 （帝京大学）
石竹 達也 （久留米大学）

シンポジウム 3 （産業医部会） 13：40～15：40

産業保健の新たな潮流と産業保健スタッフの役割

シンポジスト 武林 享 （慶應義塾大学）
横山 太範 （札幌駅前クリニック北海道リワークプラザ）
筒井 保博 （福岡産業保健総合支援センター）

座長 宮本 俊明 （日本製鉄株式会社）
森口 次郎 （京都工場保健会）

シンポジウム 4 16：00～18：00

（塩野義製薬株式会社/武田薬品工業株式会社共催）

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

シンポジスト 富田 博秋 （東北大学）
笹原 信一朗 （筑波大学）
堀 輝 （福岡大学）

座長 井上 幸紀 （大阪市立大学）



クラウンパレス新阪急高知 （花の間）

シンポジウム 5 （産業精神衛生研究会） 10：00～12：00

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

シンポジスト 真鍋 憲幸 （三菱ケミカル株式会社）
水本 正志 （京都工場保健会）
高崎 正子 （キオクシア株式会社）
槇本 宏子 （海辺の杜ホスピタル）

座長 江口 尚 （産業医科大学）
栗岡 住子 （桃山学院教育大学）

シンポジウム 6 14:00～16:30

慢性疼痛の課題：プレゼンティズムと両立支援を考える

シンポジスト 福井 聖 （滋賀医科大学）
舟久保 恵美 （内田洋行健康保険組合）
渡邊 美寿津 （トヨタ自動車株式会社）
永田 智久 （産業医科大学）
井上 真輔 （愛知医科大学）
澁谷 智明 （株式会社日立製作所）

座長 藤野 善久 （産業医科大学）
牛田 享宏 （愛知医科大学）

シンポジウム 7 （就労女性健康研究会） 16:40～18:40

働く女性の産業保健 -月経を知り対応する-

シンポジスト 長井 聡里 （株式会社 JUMOKU）
野村 恭子 （秋田大学）
飯田 美穂 （慶應義塾大学）
金城 泰幸 （産業医科大学）

座長 川島 恵美 （川島労働衛生コンサルタント事務所）
野原 理子 （東京女子医科大学）



クラウンパレス新阪急高知 （蘭の間）

シンポジウム 8 （許容濃度委員会） 10:00～12:00

許容濃度設定の現状と課題

シンポジスト 野見山 哲生 （信州大学）
森本 泰夫 （産業医科大学）
市場 正良 （佐賀大学）
宮川 宗之 （帝京大学）

座長 上島 通浩 （名古屋市立大学）
野見山 哲生 （信州大学）

シンポジウム 9 （職域における睡眠呼吸障害研究会） 14:00～16:00

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-

シンポジスト 和田 裕雄 （順天堂大学）
吉川 徹 （労働安全衛生総合研究所）
堤 明純 （北里大学）
黒澤 一 （東北大学）

座長 谷川 武 （順天堂大学）
堀江 正知 （産業医科大学）

学会賞受賞講演 16:10～17:00

演者 甲田 茂樹 （労働者健康安全機構）

座長 吉田 貴彦 （旭川医科大学）

奨励賞受賞講演 17:10～18:00

演者 今井 鉄平 （OHサポート株式会社）

座長 鎗田 圭一郎 （鎗田労働衛生コンサルタント事務所）



クラウンパレス新阪急高知 （フローラ）

指導医講習会 11:00～12:00

講師 大神 明 （産業医科大学）

シンポジウム 10 （産業保健情報政策研究会） 15:30～17:30

健康経営にどのようにＰＨＲを活かすか？

シンポジスト 大神 明 （産業医科大学）
長尾 京子 （宇部興産株式会社）
山田 洋太 （株式会社 iCARE）
藤岡 雅美 （経済産業省）
八谷 百合子（産業医科大学）

座長 大神 明 （産業医科大学）
森 晃爾 （産業医科大学）

高知会館 （白鳳）

教育講演 5 11:00～12:00

東芝におけるエイジマネジメント 100の活用と展開

演者 羽深 勝也

座長 亀田 高志 （エイジマネジメント研究会）

ダイバーシティ推進委員会フォーラム 13:30～15:30

会員のダイバーシティを考慮した学会活動 -日本医学会連合の動きと日本産業衛生学会での活動-

基調講演 名越 澄子 （埼玉医科大学）

事例紹介 能川 和浩 （千葉大学）
岩根 幹能 （日本製鉄）

指定発言 森 晃爾 （日本産業衛生学会理事長）
司会 西 賢一郎 （ジヤトコ）

野原 理子 （東京女子医科大学）



シンポジウム 11 16:00～18:00

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

演者 伊藤 由起 （名古屋市立大学）
指定討論者 圓藤 陽子 （圓藤労働衛生コンサルタント事務所）
演者 原田 成 （慶應義塾大学）
指定討論者 上島 通浩 （名古屋市立大学）
演者 中山 祥嗣 （国立環境研究所）
指定討論者 大前 和幸 （慶應義塾大学）
座長 武林 亨 （慶應義塾大学）

辻 真弓 （産業医科大学）

5 月 27 日（金）
高知県民文化ホール （オレンジホール）

シンポジウム 12 9:00～11:20

発達障害を巡る合理的配慮と職場の支援

シンポジスト 高橋 秀俊 （高知大学）
三橋 利晴 （岡山大学）
島津 美由紀（ソニーピープルソリューションズ株式会社）
山本 誠 （ヤマハ株式会社）

座長 大橋 力 （東京海上日動火災保険株式会社）
高野 知樹 （弘冨会神田東クリニック）

教育講演 6 13:20～14:20

災害時における産業保健ニーズの変遷とその対応

演者 立石 清一郎 （産業医科大学）

座長 森 晃爾 （産業医科大学）



メインシンポジウム 2 14:30～16:50

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

シンポジスト 小早川 義貴 （DMAT事務局）
五明 佐也香 （DPAT事務局）
菊池 央 （産業医科大学）
杉原 由紀 （高知県庁）
立石 清一郎 （産業医科大学）
岡田 岳大 （厚生労働省）

座長 立石 清一郎 （産業医科大学）
久保 達彦 （広島大学）

教育講演 7 17:00～18:00

産業精神衛生における適応障害とうつ状態

演者 宮岡 等 （北里大学）

座長 杉原 由紀 （高知県庁）

高知県民文化ホール （グリーンホール）

模擬裁判（産業保健法学会コラボ企画） 9:00～11:30

テレワーク・遠隔産業保健に関わる事例を素材として

企画 三柴 丈典 （近畿大学）
統括 小島 健一 （鳥飼総合法律事務所）

井上 幸紀 （大阪市立大学）
使用者側 倉重 公太朗 （倉重・近衞・森田法律事務所）

神田橋 宏治 （合同会社 DB-SeeD）
労働者側 塩見 卓也 （市民共同法律事務所）

吉村 靖司 （弘冨会神田東クリニック）



シンポジウム 13 13:30～15:30

新しい時代の産業保健を考える

シンポジスト 宮本 俊明 （産業医部会長）
五十嵐 千代 （産業看護部会長）
橋本 晴男 （産業衛生技術部会長）
加藤 元 （産業歯科保健部会長）

座長 武林 享 （副理事長）
上島 通浩 （理事）

教育講演 8 15:30～16:30

（治療と仕事の両立支援１） 心臓病を再発させない外来診療

演者 細木 信吾 （細木病院）

座長 家保 英隆 （高知県庁）

教育講演 9 16:40～17:40

（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-

演者 森 克仁 （大阪市立大学）

座長 有井 薫 （高知赤十字病院）

クラウンパレス新阪急高知 （花の間）

シンポジウム 14 9:30～11:30

新しい時代の働き方と職場環境改善

シンポジスト 佐野 友美 （大原記念労働科学研究所）
彌冨 美奈子 （株式会社ＳＵＭＣＯ）
坂本 篤史 （川崎市役所）
真船 浩介 （産業医科大学）

座長 吉川 徹 （労働安全衛生総合研究所）
彌冨 美奈子 （株式会社ＳＵＭＣＯ）



教育講演 10 13:30～14:30

アディクションの動向と課題

演者 神田 秀幸 （岡山大学）

座長 昇 淳一郎 （松山記念病院）

教育講演 11 14:40～15:40

新型コロナウイルス感染症 最近の話題

演者 忽那 賢志 （大阪大学）

座長 真鍋 憲幸 （三菱ケミカル株式会社）

クラウンパレス新阪急高知 （蘭の間）

産業衛生技術部会フォーラム 9:00～11:00

自立的な化学物質管理への転換

演者 伊藤 昭好 （労働安全衛生総合研究所）
中原 浩彦 （NAOSHコンサルティング）
原 邦夫 （産業医科大学）
持田 伸幸 （ENEOS）
土肥 誠太郎（三井化学株式会社）

座長 橋本 晴男 （橋本安全衛生コンサルタントオフィス）

産業衛生技術部会専門研修会 13:30～15:30

新しい時代の働き方 -高年齢労働者の安全衛生管理-
演者 松葉 斉 （松葉労働衛生コンサルタント事務所）

中村 裕之 （金沢大学)
乍 智之 （JFEスチール）
横田 直行 （三井化学）
帆苅 なおみ （サンデン・ビジメスアソシエイト）

座長 宮内 博幸 （産業医科大学）

産業衛生技術部会総会 15:30～16:00



5 月 28 日（土）
高知県民文化ホール （オレンジホール）

メインシンポジウム 3 9:00～11:30

医師の働き方改革と産業保健に求められるもの

シンポジスト 坪井 宏德 （厚生労働省）
今村 聡 （日本医師会）
島田 和幸 （新小山市民病院）
荒川 梨津子 （石巻赤十字病院）
裵 英洙 （ハイズ株式会社）

座長 黒澤 一 （東北大学）
計田 香子 （高知県医師会）

産業医部会総会 13:30～14:00

産業医部会フォーラム 14:00～16:00

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-

シンポジスト 労働衛生課長 （厚生労働省）
斉藤 政彦 （大同特殊鋼株式会社）
神田橋 宏治 （合同会社 DB-SeeD）
福本 正勝 （株式会社 i・OH研究所）

指定発言 浜口 伝博 （ファームアンドブレイン）
座長 谷山 佳津子 （朝日新聞社）

齊藤 恵 （日亜化学工業株式会社）



高知県民文化ホール （グリーンホール）

シンポジウム 15 9：00～11：30

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 ー様々な立場からー

シンポジスト 塚本 浩二 （ハートクリニック大船）
榎本 正己 （株式会社ジャパンイーエーピーシステムズ）
山本 順一 （就労支援センター リファイン）
新行内 美穂 （リクルートスタッフィング）
小島 健一 （鳥飼総合法律事務所）

座長 高尾 総司 （岡山大学）
小島 健一 （鳥飼総合法律事務所）

産業看護部会総会 13:00～14:00

産業看護部会フォーラム 14:30～16:30

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-

シンポジスト 赤澤 百合子（株式会社タダノ）
木内 里美 （全国土木建築国民健康保険組合）
岩村 和典 （ニッポン高度紙工業株式会社）

指定発言 五十嵐 千代（産業看護部会長）
座長 川上 美紀 （四国銀行）

近藤 亨子 （愛媛県産業保健総合支援センター）

オーテピア （ホール）

シンポジウム 16（学術委員会・若手研究者の会） 10：00～12：00

With/After コロナ時代の研究活動における知恵と課題-若手研究者の等身大の経験から-

シンポジスト 杉本 九実 （帝京大学）
小笠原 隆将 （三菱ふそうトラック・バス株式会社）
加藤 梨佳 （自治医科大学）
池田 大樹 （労働安全衛生総合研究所）
日野 亜弥子 （産業医科大学）

座長 金森 悟 （帝京大学）
可知 悠子 （北里大学）



市民公開講座 13:30～15:30

小規模事業所への支援に何ができるか？何が必要か

シンポジスト 江口 尚 （産業医科大学）
中尾 由美（中尾労働衛生コンサルタント事務所ワーク＆ヘルス）
下元 佳子 （（一社）ハートフルケアネットワーク）

座長 江口 尚 （産業医科大学）
槇本 宏子 （海辺の杜ホスピタル）

高知会館 （白鳳）

地域交流集会(市民公開講座) 9:00～10:30

地域課題としての労働安全衛生：現状と展望(仮)

演者 市川 稔道 （連合高知）
近藤 真一 （きんろう病院）
甲田 茂樹 （労働安全衛生総合研究所）

座長 堤 明純 （日本産業衛生学会）
市川 稔道 （連合高知）

産業歯科保健部会総会 13:30～14:00

産業歯科保健部会フォーラム 14:00～16:00

明日を創造する産業歯科保健 ～地域との連携～

演者 山本 秀樹 （日本歯科医師会）
木下 隆二 （日本労働衛生研究協議会）
木戸 寿明 （新潟県歯科医師会）
富永 沙絵子 （富士通コミュニケーションズ株式会社）
沼田 和治 （高知県歯科医師会）

座長 尾崎 哲則 （日本大学）
野村 圭介 （高知県歯科医師会）


