日医認定産業医制度研修会開催一覧
◇産業保健部◇
開 催 日 時

開 催 場 所

平成29年11月2日（木） 北海道建設会館
18：30 ～ 20：30
（札幌市）
定員：100名
(事前に申し込みが必要です）

主なテーマおよび講師

単位数

連絡先

生涯研修 専門2

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

・上海で働く日本人労働者の職業ストレスと健康障害の関係
東北労災病院生活習慣病研究センター長 宗像 正徳
・ストレス応答の観点からみた過労死予防
神戸労災病院副院長 井上 信孝

平成29年11月8日（水） グランドホテル藤花
18：30 ～ 20：30
（名寄市）
定員：60名

・健康診断と事後措置

平成29年11月9日（木） ホテルスエヒロ
18：00 ～ 21：00
（滝川市）
定員：50名

・事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインについて
滝川市労働基準監督署署長 齋藤 武馬 基礎研修 後期3

北海道労働保健管理協会札幌総合健診センター所長 原 俊之 生涯研修
※4月6日、5月15日、6月23日、7月5日、7月21日、8月2日、9月6日、
（事前に申し込みが必要です） 10月4日の同テーマの研修会を受講された方は受講不可

専門2

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

滝川市医師会
・「治療」と「職業生活」の両立支援
生涯研修
（0125-24-8744）
（事前に申し込みが必要です） －がんやメンタル疾患からの円滑な職場復帰のために－  更新1・専門2
北海道労働保健管理協会産業保健部部長 飯田 和久

平成29年11月10日（金） 北海道建設会館
・石綿関連疾患診断技術研修
北海道産業保健
18：30 ～ 20：30
（札幌市）
生涯研修 専門2 総合支援センター
定員：100名
北海道中央労災病院副院長･職業性呼吸器疾患研究センター長･ （日本医師会に申請中）（011-242-7701）
（事前に申し込みが必要です）
アスベスト疾患ブロックセンター長 大塚 義紀
お申し込みはHPにて
平成29年11月14日（火） 寿都町立寿都診療所
・北海道における労働衛生行政の現状と課題
18：00 ～ 20：00
（寿都町）
寿都医師会
生涯研修 更新2
定員：10名
（0136-64-5320）
小樽労働基準監督署倶知安支署
(事前に申し込みが必要です）
平成29年11月16日（木） 釧路ロイヤルイン
18：30 ～ 20：30
(釧路市）
定員：60名
(事前に申し込みが必要です）

・産業医として知っておきたい労働者の口腔保健
生涯研修
医療法人社団木下歯科医院長 木下 隆二

専門2

北海道産業保健
総合支援センター
（011-242-7701）
お申し込みはHPにて

平成29年11月17日（金） 北海道建設会館
・じん肺
北海道産業保健
18：30 ～ 20：30
（札幌市）
北海道中央労災病院名誉院長 木村 清延
生涯研修 専門2 総合支援センター
定員：90名
北海道中央労災病院副院長･職業性呼吸器疾患研究センター長･
（日本医師会に申請中） （011-242-7701）
（事前に申し込みが必要です）
アスベスト疾患ブロックセンター長 大塚 義紀
お申し込みはHPにて
旭労災病院副院長･アスベスト疾患ブロックセンター長 宇佐美 郁冶
平成29年11月21日（火） 旭川市大雪クリスタルホール ・職場における喫煙対策について
北海道産業保健
18：30 ～ 20：30
(旭川市）
総合支援センター
生涯研修 専門2
定員：80名
JR札幌病院保健管理部部長 佐藤 広和
（011-242-7701）
(事前に申し込みが必要です） ※8月4日の同テーマの研修会を受講された方は受講不可
お申し込みはHPにて
平成29年11月25日（土） さっぽろ駅前クリニッ
18：00 ～ 20：00
ク日興ビル分院
・産業メンタルヘルスに活かすSST
（札幌市）
定員：100名
代々木病院精神科 天笠
参加費：2,000円
(事前に申し込みが必要です）

SST普及協会北海道支部
（011-223-0556）
生涯研修 専門2
崇
お申し込みについて
はHPをご覧ください

平成29年11月27日（月） 北海道建設会館
北海道産業保健
・過労死等及びその他の業務上疾病の労災補償状況等について
18：30 ～ 20：30
(札幌市）
総合支援センター
生涯研修 更新2
定員：80名
（011-242-7701）
北海道労働局労働基準部労災補償課長 佐藤 達弥
(事前に申し込みが必要です）
お申し込みはHPにて
平成29年11月30日（木） 札幌市医師会館
18：30 ～ 20：30
・我が国の肺結核の現状と職場管理
基礎研修 後期2
定員：200名
札幌市医師会
参加費：1,000円
（011-611-4181）
JR札幌病院保健管理部 鷲野 考揚 生涯研修 専門2
※札幌市勤務医協議会、札幌市病院協
議会、札幌市産業医協議会会員は無料
平成29年12月1日（金）
9：40 ～ 17：00

中央労働災害防止協会
(札幌市)
定員：60名
受講料：
THP登録者 18,510円
中災防協会賛助会員 18,510円
一
般 21,600円
(事前に申し込みが必要です）

－平成29年度第17回実務向上研修－
中央労働災害防止協会
・働く人の健康づくりの動向
北海道安全衛生
中央労働災害防止協会
サービスセンター
・セルフケアに役立つマインドフルネス・スキル 生涯研修 専門5 （011-512-2031）
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任助教 二宮 朗
受講資格：
・身体の使い方から考え直す『心身の在り方』
健康測定専門研修修了医
身体技法研究者 甲野 陽紀
師および日医認定産業医
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開 催 日 時
平成29年12月2日（土）
3日（日）

開 催 場 所
北海道医師会館
(札幌市)

※詳細は10月1日号附録にて案内済
第23回産業医学基礎（後期）
研修会
平成30年2月7日（水）
18：30 ～ 20：30

主なテーマおよび講師

単位数

連絡先

＜2日(土)＞
・事業所における治療と職業生活の両立支援について 基礎研修 後期12
北海道医療大学看護福祉学部教授 西
基
北海道医師会
ほか4題
事業第三課
＜3日(日)＞
2日－5単位
（011-231-1726）
・ストレスチェック制度を知る－産業医にとっての勘所－
3日－7単位
札幌心身医療研究所長 久村 正也
計 12単位
ほか6題

札幌市医師会館
(札幌市）
・ストレスチェックの実際
基礎研修 後期2
札幌市医師会
定員：200名
（011-611-4181）
参加費：1,000円
札幌花園病院院長 松原 良次 生涯研修 専門2
※札幌市産業医協議会会員は無料

＊開催日が太字のものは、本号より新たに掲載されたものです。
注１：新規認定のためには、基礎研修50単位以上（前期研修14単位以上、実地研修10単位以上、後期研修26単位以上の合計 50単位以上）の
修得が必要です（前期研修については、総論2単位・健康管理2単位・メンタルヘルス対策1単位・健康保持増進1単位・作業環境管理2
単位・作業管理2単位・有害業務管理2単位・産業医活動の実際2単位のそれぞれの単位修得が必須）
。
注２：更新認定のためには、認定取得後の5年間に生涯研修20単位以上（更新研修、実地研修、専門研修各1単位以上の合計20単位以上）の
修得が必要です。

日医認定健康スポーツ医制度再研修会開催一覧
（道内開催分のみ）
◇地域保健部◇
開 催 日 時

開 催 場 所

研修会名・内容

平成29年11月25日(土) 北海道大学学術交 日本心臓リハビリテーション学会第2回北海道
講演(1) 8:50 ～ 9:30 流会館
支部地方会
講演(2) 9:30 ～ 10:10
講演(1)
『CPXの臨床応用、基礎編』
群馬県立心臓血管センター
心臓リハビリテーション部長 安達
仁
講演(2)
『維持血液透析患者に対する疾病管理としての
リハビリテーション』
北里大学医療衛生学部 教授 松永 篤彦
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単位数

連絡先
北海道大学大学
院医学研究院循
環病態内科学教
室
（011-706-6973）

1

