
前期 実地 後期 更新 実地 専門

8:45～9:00

9:00～11:00 1 2 （１）総論 産業医学総論 2 黒澤  　一
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

11:00～12:00 2 1 （５）作業環境管理 作業環境管理対策の知識 1 阿部　裕一
阿部産業安全衛生事務所　所長
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

12:00～12:30

12:30～13:30 3 1 （５）作業環境管理 局所排気装置の正しい管理方法 1 阿部　裕一
阿部産業安全衛生事務所　所長
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

13:30～14:30 4 1 （７）有害業務管理 化学物質による有害業務管理 1 色川　俊也
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

14:30～15:30 5 1 （８）産業医活動の実際 電力会社の産業医活動 1 望月るり子 東北電力株式会社　本店産業医

15:30～16:30 6 1 （１）総論　１３）職業別の労働衛生活動 医療機関における産業医の役割 1 1 荒川梨津子 石巻赤十字病院　産業医

16:30～18:30 7 2 （６）作業管理 作業管理総論 2 杣田　　望 おおみや産業医合同会社　代表社員/産業医

9:00～11:00 8 2 （２）健康管理 健康管理総論 2 辻　　一郎
東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学分野　教授
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

11:00～12:00 9 1 （７）有害業務管理 物理的有害業務の管理 1 仲井　邦彦 東海学園大学・スポーツ健康科学部・公衆衛生学　教授

12:00～12:30

12:30～13:30 10 1 （４）健康保持増進 健康経営とヘルスリテラシー 1  福田　　洋
順天堂大学大学院医学研究科先端予防医学・健康情報学
講座　特任教授

13:30～15:30 11 2 （７）職場巡視と討論 職場巡視 2 2
色川　俊也
杣田　　望
黒澤　　一

東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授
おおみや産業医合同会社　代表社員/産業医
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授

15:30～16:30 12 1 （３）メンタルヘルス対策 職場のメンタルヘルス対策 1  森田　哲也
株式会社リコー　リコーグループ総括産業医
産業医科大学　産業衛生教授

16:30～17:30 13 1 （８）産業医活動の実際 鉄道会社における産業医活動 1 森　　弘毅 東日本旅客鉄道株式会社仙台健康推進センター　所長
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前期 実地 後期 更新 実地 専門

9:00～10:00 14 1 （３）健康管理　４）長時間労働者の面接指導の事例 長時間労働者の面接指導の事例 1 1 清治　邦章
花京院健康管理センター　所長
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

10:00～11:00 15 1 （３）健康管理　１）職業性疾病の予防
産業現場で遭遇するアナフィラキ
シーとその対応　-致死的病態を防ぐ
ために-

1 1 久志本成樹
東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座 救急医学
分野　教授

11:00～12:00 16 1 （８）有害業務管理　１４）職場別の有害業務対策の事例 職業がんとリスク管理 1 1 福島　哲仁 福島県立医科大学医学部 衛生学・予防医学講座　教授

12:00～12:30

12:30～13:30 17 1 （３）健康管理　７）女性労働者の健康管理、母性保護の事例 女性労働者の健康管理 1 1 野村　恭子
秋田大学大学院医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座
教授

13:30～15:00 18 1.5 （３）健康管理　３）健康診断と事後措置の事例 健康診断事後措置について 1.5 1.5 大河内眞也 東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　講師

15:00～17:00 19 2 （１）健康管理 職場における感染症対策 2 2
鈴木　英孝
黒澤　 　一
色川　俊也

アッシュコンサルティングサービス合同会社　代表
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授

17:00～18:00 20 1
（４）メンタルヘルス対策　１)職場におけるメンタルヘルス対策
の事例

職場で見かける精神疾患 1 1 石井  　一
医療法人社団清山会　あおばの杜診療所　　院長
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

9:00～10:00 21 1 （８）有害業務管理　２）騒音業務の事例 騒音性難聴 1 1 川瀬　哲明
東北大学大学院医工学研究科 聴覚再建医工学研究分野
教授

10:00～12:00 22 2 （６）作業環境管理・作業管理　２）作業管理の実際 保護具の適正な選択と使用方法 2 2
片岡　克己
國谷　　勲
石神　裕司

スリーエムジャパン イノベーション株式会社 安全衛生製品
学術部

12:00～12:30

12:30～13:30 23 1 （１）総論 小規模事業場における産業医活動 1 1 菅原　　保
医療法人健友会本間病院　院長
（山形産業保健総合支援センター相談員）

13:30～15:00 24 1.5
基礎：（１）総論　１６）産業医の職務に関係する労働衛生関係法規の改正
生涯：（１）労働衛生関係法規と関係通達の改正　２）産業医の職務に関係す
る労働衛生関係法規の改正

産業医に必要な労働衛生法令の知
識と最近の法改正

1.5 1.5 堀江　正知
産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健管理学
教授

15:00～16:30 25 1.5 （３）健康管理　１４）健康管理に関する最近の話題 睡眠と健康 1.5 1.5 小川　浩正 東北大学病院睡眠医療センター　センター長

16:30～17:30 26 1 （３）健康管理　１）職業性疾病の予防 過労死 1 1 吉川  　徹
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研
究所　過労死等防止調査研究センター統括研究員   研究
推進・国際センター（併任）
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前期 実地 後期 更新 実地 専門

9:00～10:00 27 1 （３）健康管理　１）職業性疾病の予防 職場のストレスと心療内科疾患 1 1 福土　　審 東北大学大学院医学系研究科 心療内科学分野　教授

10:00～11:00 28 1 （３）健康管理　３）健康診断と事後措置の事例
健康診断で見落としてはならない
心電図のポイント

1 1 福田　浩二 国際医療福祉大学病院 不整脈センター　部長

11:00～12:30 29 1.5 （８）有害業務管理　８）粉じん業務の事例 じん肺石綿関連疾患について 1.5 1.5 三浦　元彦 東北労災病院副院長 呼吸器内科　部長

12:30～13:00

13:00～14:00 30 1 （３）健康管理　１４）健康管理に関する最近の話題
産業保健におけるエビデンスに基づ
いた循環器疾患の予防

1 1 坂田　清美
岩手医科大学名誉教授
公益財団法人 岩手県予防医学協会 予防医学部長

14:00～15:00 31 1 （６）作業環境管理　２）生物学的モニタリング 生物学的モニタリング 1 1 上島　通浩
名古屋市立大学大学院医学研究科 環境労働衛生学分野
教授

15:00～16:30 32 1.5
基礎：（１）総論　１６）産業医の職務に関係する労働衛生関係法規の改正
生涯：（１）労働衛生関係法規と関係通達の改正　２）産業医の職務に関係す
る労働衛生関係法規の改正

新THP指針と健康経営 －健康保持
増進施策の成果を上げるために－

1.5 1.5 森　  晃爾
産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学
教授

16:30～18:30 33 2 （１）健康管理 治療と仕事の両立支援 2 2
立石清一郎
黒澤　　　一
色川　 俊也

産業医科大学 産業生態科学研究所 災害産業保健センター　教授
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授

9:00～10:00 34 1 （３）健康管理　１）職業性疾病の予防 情報機器作業者の健康管理 1 1 針谷　威寛 東北大学大学院医学系研究科 眼科学分野　助教

10:00～11:00 35 1 （２）労働衛生管理体制（総括管理） 総括管理 1 1 大久保靖司 東京大学環境安全本部　教授

11:00～12:30 36 1.5 （１）総論　１２）産業保健の歴史・課題・将来の動向 これからの産業保健（展望） 1.5 1.5 東　　敏昭
一般財団法人 西日本産業衛生会　特別顧問
産業医科大学前学長

12:30～13:00

13:00～15:00 37 2 （６）作業環境管理・作業管理
作業環境測定実習
ガス採取器を用いた検知管の使用体
験

2 2

中村　　 修
金澤　浩明
富樫　 　晋
中村 　　剛

筑波大学 環境安全管理室　室長
茨城大学 工学技術部 安全管理部門
東北大学 環境保全センター
東北大学大学院医学系研究科 研究安全管理室

15:00～16:00 38 1
（４）メンタルヘルス対策　３）労働者のメンタルヘルス不調への
対応の事例

メンタル不調から職場復帰した
労働者への対応

1 1 鈴木　淳平
仙南中央病院精神科
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

16:00～17:00 39 1 （５）健康保持増進　１）職場における健康づくりの事例 働く人の健康と身体活動 1 1 黒澤　  一
東北大学大学院医学系研究科 産業医学分野　教授
（宮城産業保健総合支援センター相談員）

1月
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（土）
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8日
（日）
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期日 時間
講義
番号 単位 研修内容

基礎研修 生涯研修 講師
（敬称略）

所属

昼食休憩

昼食休憩


