主催 NPO 法人 健康開発科学研究会

2021 フォーラム

て

こ

ウィズコロナ 産業保健のさらなる発展の梃子に
新型コロナウイルス感染の全国的な拡大により、多種多様な職場において感染対策を基本として職
場環境や働き方が急激に変化しました。在宅勤務（リモートワーク／テレワーク）が導入・推奨され、
講習会や研修会の多くも Web 開催になりました。一方では、リモハラやリモートうつなどの問題が
生じ、オフィス回帰の動きもあります。感染者・濃厚接触者・クラスターが生じたときの事後対応、
て

こ

職場復帰にも多様なケースがあり、産業保健制度自体の見直しも迫られています。梃子とは、ある点
を支点にして小さい力を大きな力に変える仕組みのことです。コロナを支点にして産業保健活動を大
きく発展させて、ピンチをチャンスに、そんな思いを今回のフォーラムのテーマとしたいと思います。

プログラム
■ 開会のご挨拶

会長 大久保 利晃 （公財）放射線影響研究所 前理事長、産業医科大学 元学長

■ 土屋健三郎記念 産業医学推進賞授与式・受賞者 挨拶

選考の経緯 副会長・選考委員長 清水 英佑 （公財）産業医学振興財団 理事長、
東京慈恵会医科大学 名誉教授、
（公社）
日本産業衛生学会 元理事長

■

シンポジウム

て
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会場：新横浜

こ

「 ウィズコロナ 産業保健のさらなる発展の梃子に」
座長 上田 陽一 産業医科大学 副学長／医学部 第１生理学講座 教授、本会 理事
住德 松子 アサヒグループホールディングス株式会社 健康支援センター

７月15日
（木）〜
７月30日
（金）予定

統括保健師

特別講演 産業保健活動としての新型コロナウイルス感染症対策
松本 吉郎 氏 （公社）日本医師会 常任理事
講演１

今後の産業保健の在り方〜コロナ禍における産業保健活動の経験から〜
岡田 睦美 氏 （一社）日本産業保健師会 会長、
富士通株式会社 健康支援室 室長、保健師

講演２

新型コロナウイルス対策と産業保健活動〜アンケート調査から〜
西 秀博 氏 （公社）福岡県医師会 理事（産業保健担当）、西内科医院 院長

講演３

コロナ禍における社員向けストレス対策〜現場から〜
西 賢一郎 氏 産業医学推進研究会 会長、ジヤトコ株式会社 統括産業医

講演４

リモートワークを支えるインフラ・デバイス
岸本 純子 氏 株式会社 NTT データ経営研究所 社会基盤事業本部
ライフ・バリュー・クリエイション マネージャー

講演５

働き方・仕事のやり方改革〜コロナ禍でのこれからの働き方〜
小島 玲子 氏 丸井グループ 執行役員、専属産業医

総合討論

日（金）

参加費

3,000 円（税込）

参加方法

（当会会員無料）

今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
以下の参加形態よりご選択ください。会場参加は、
会員限定として定員を設けました。
①会場参加（会員限定、先着 30 名）
②ライブ配信参加
③オンデマンド視聴
（金）
お申し込み・お支払い期限 2021 年 6 月 11 日

申込方法 裏面の申込書にご記入の上、FAX もし
くは Web サイトの申込フォームからお申込みくださ
い。お支払い方法については、申し込み後にご連絡
いたします。
参加費ご入金の確認ができましたら、参加方法、資
料閲覧方法などをメールにてお知らせいたします。

座長、シンポジスト および参加者

総合司会：副会長 東 敏昭 産業医科大学 前学長、（一財）西日本産業衛生会 特別顧問

本フォーラムの受講は
中災防ＴＨＰ指導者レベルアップ研修の
単位取得（２単位）が認定されています。

中央労働災害防止協会 （一社）
日本経済団体連合会
日本労働組合総連合会 （一財）
地方公務員安全衛生推進協会
（公社）全国労働衛生団体連合会 （公社）東京都栄養士会 （独）労働者健康安全機構 （公社）
日本産業衛生学会 （順不同）

バイオコミュニケーションズ株式会社

NPO法人 健康開発科学研究会 事務局

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-15-10 YSビル バイオコミュニケーションズ（株）内 TEL．
045-470-8005
（フォーラム係）
FAX．
045-470-8200 E-mail．
health-development@ii-bio.com URL．
https://www.e-bio.co.jp/health-development/

2021 フォーラム FAX

６/18（金）

申込書

お申込み・お問合せは、
下記 FAX 、E-mail または WEB サイトをご利用ください。

お読みください
▶ お 支 払 い 方 法、参 加 方 法、閲 覧 方 法、

下記申込み欄にご記入の上、送信してください

資料の入手方法などの詳細は、受付後、
担当者から連絡いたします。
E-mail アドレスはお間違えのないよう、
ご記入ください。

045-470-8200

▶ ライブ配信の参加方法は、Web サイト

下記 E-mail より申込書を添付してお申込みください

E-mail

をご覧ください。

health-development@ii-bio.com

▶ アクシデントなどで閲覧が不可能に

なった場合も含め、お振込み後の参加
費の返金はいたしませんので、あらか
じめご承知おきください。

下記 URL よりお申込みください

WEB

こ

ウィズコロナ 産業保健のさらなる発展の梃子に

13：00〜17：30

FAX

て

https://www.e-bio.co.jp/health-development/

お申込み、お支払い受付期限

参加費

2021 年６月 11 日（金）まで

3,000 円 ／ 1 人

（お早目にお申込みください）

健康開発科学研究会 会員の方は参加費は不要です。

（数字に〇を付けてください）

参加方法

THP単位ご希望の方は
１又は２をお選びください

ご住所

〒

2021 年

１

会場参加（会員限定、先着30名）

２

ライブ配信参加（使用ツール：Zoomミーティング）

３

オンデマンド視聴（7/15（木）〜7/30（金）予定）

月

日申込

このフォーラムで、
ご意見、ご要望、事前質問
などございましたら、
下欄にご記入ください。

勤務先・所属
役職
（フリガナ）

氏名
専門

〇で囲んでください。
（複数回答可）

連絡先

医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、薬剤師、臨床検査技師、
衛生管理者、作業環境測定士、心理相談員、健康運動指導士（者）、ヘルスケアトレーナー、ヘルスケアリーダー、
情報処理技術者、専任産業医、嘱託産業医、認定産業医、臨床心理士、産業カウンセラー、健康経営アドバイザー、
その他（
）
TEL：

FAX：

E-mail：

申込書の個人情報は、当研究会フォーラムの申込み手続き・講演集発送及びその付帯業務、研究会開催セミナー
のお知らせの目的以外に使用いたしません。
上記の内容に関して同意頂いた場合は、「同意する」にチェックをお願いします。

同意欄
個人情報保護に関するお問合わせ先
情報品質・セキュリティ管理室

お問合せ

□

同意する

□

同意しない

バイオコミュニケーションズ株式会社
TEL：045-470-8001

FAX：045-470-8200

NPO法人 健康開発科学研究会 事務局

E-Mail：support@e-bio.co.jp

TEL．
045-470-8005（フォーラム係） FAX．
045-470-8200 E-mail．
health-development@ii-bio.com

