
日本産業衛生学会 産業保健看護専門家制度委員会認定 
基礎研修（前期）開催のご案内 

 
                  （公社）日本産業衛生学会産業看護部会 

 
日本産業衛生学会産業看護部会では産業保健看護専門家制度に係る規定に則り、「産業保健看護専門家制

度」の登録者を対象に基礎研修を実施いたします。（旧産業看護師制度から移行登録者は対象ではありません） 
この研修は、産業看護の基礎的理解を深め、実務を展開できるようにすることをねらいとして設定してお

り、講師陣は日本産業衛生学会理事及び看護部会幹事を中心に構成しています。 
本研修を全課程修了すると「産業保健看護専門家制度」の専門家へのステップアップに必要な 50単位（専

門 40 単位・実地 10単位）を取得いただけます。この機会を有効に活用されますようご案内いたします。 
 

記 
 

 １．日  時：     前期 平成２８年８月２５日（木）～２７日（土）東京 

             後期 平成２９年２月１６日（木）～１８日（土）東京（ご案内のみ） 

 ２．会  場：東京工科大学 蒲田キャンパス  (東京都大田区西蒲田 5-23-22)  

       （http://www.teu.ac.jp/campus/access/006648.html） 

 ３．対  象：産業保健看護専門家制度の登録者 

        （旧産業看護師制度から移行登録者は対象ではありません） 
       ※産業保健専門家制度の登録者でない場合も受講は可能ですが、専門家へのス 

テップアップ単位としては認められませんので、ご注意ください。 
専門家取得を目標としている場合は、まず登録者試験に合格した上で、本研修を受講 
いただくようお願いします。 

  ４．受 講 料： ・日本産業衛生学会産業看護部会員：３５，０００円 

（前期 3 日分）・日本産業衛生学会員：４０，０００円  ・非学会員：５０，０００円 

（３日間のテキスト代を含む）※受講料は各期毎にお支払いください。 

 ５．申 込 先：日本産業衛生学会産業看護講座事務局 (株)アクセライト 担当：鈴木、根岸 

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-1-5石渡ビル 5階 

        TEL：03-6801-8103 FAX：03-6801-6091 E-mail：sangyo-kango@accelight.co.jp 
６．申込方法：下記申込用紙に必要事項を記入し、参加費をお振込みの上、メールもしくはＦＡＸにて 

事務局へお申し込みください。 

７．振 込 先：公益社団法人日本産業衛生学会産業看護部会 

ゆうちょ銀行 ★店名 四二八 ★店番 428 ★預金種目普通 ★口座番号 0535337 
★受講料は、受講区分に応じた金額（手数料は各自負担）を振り込んで下さい。 

領収証は、受講当日お渡しします。 

 ８．そ の 他：(1)録音、写真撮影パソコン等の使用は一切お断りします。 (2)代理出席は認めません。 

        (3)都合により講師・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの変更があります。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
日本産業衛生学会 産業保健看護専門家制度委員会認定 基礎研修（前期）申込票 

  

                        生年月日１９  年   月   日生（  才） 

                         性  別   男 ・ 女 

  勤務先（所属） 

                                              

  勤務先住所（〒   －     ） 

                                              

  電 話     （     ）        ＦＡＸ     （     ）       

E-MAIL                  ＠                  

  ☆産業保健実務経験   年            
 
  ☆取得資格  看護師・保健師・衛生管理者( 第一種・第二種 )        
         （該当するものにすべて○印を付けて下さい。） 
 
  ☆日本産業衛生学会加入の別  産業看護部会員 ・ 学会員 ・ 非学会員 
   

☆産業保健看護家専門制度   保健師・看護師 登録番号（           ） 
 
  ☆参加費 振込元銀行名       銀行      本・支店   

予定日    月   日（金額       円） 
 

振込人名                 （参加者以外の名前で振込む場合） 

       

 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏 名 

http://www.teu.ac.jp/campus/access/006648.html


プ ロ グ ラ ム 前期（今回申込受付分） 

9:00 ・総括管理概論 9:00

伊藤雅代 五十嵐千代
10:30 （キヤノン） 10:30 (東京工科大学)

10分 10分 休憩
10:40 ・倫理の理解と実践 10:40 10:40 ・産業保健体制の構築

・快適職場の形成及び　
　　福利厚生施設の衛生管理
掛本知里 伊藤雅代 住徳松子

12:10 (東京有明医療大学) 12:10 (キヤノン) 12:10 (アサヒビール㈱博多工場)

40分 昼食・休憩 40分 昼食・休憩 40分 昼食・休憩

12:50 ・情報管理 12:50 12:50 ・作業管理概論
・人間工学

掛本知里 横山淳子 吉川　徹

14:20 (東京有明医療大学) 14:20 （パナソニック） 14:20 （労働安全衛生研究所）

10分 10分 休憩 10分 休憩
14:30 ・労働災害と補償 14:30 14:30 ・人間工学（実地）

・健康現象の疫学的捉え方
大久保靖司 高崎　正子 吉川　徹

16:00 （東京大学） 16:00 （東芝） 16:00 （労働安全衛生研究所）
10分 休憩
16:10 ・産業看護の歴史と展望

・労働衛生行政と関連法規

五十嵐千代
17:40 （東京工科大学）

・労働安全衛生マネジメ
ントシステム

・産業保健計画の立て
方と評価

・社内部門・外部機関と
の連携

・健康教育・健康の保持
増進対策

1日目 2日目 3日目

8月25日（木） 8月26日（金） 8月27日（土）

 
 

プ ロ グ ラ ム 後期（別途申込受付予定分：今回はご案内のみ） 

9:00 ・労働と生活 9:00 ・労働衛生教育
・産業と環境
宮本俊明 藤井智恵子

10:30 （新日鐵住金） 10:30 （姫路大学）
10分 休憩 10分 休憩

10:40 ・健康危機管理 10:40 ・メンタルヘルス対策 10:40 ・職場巡視（実地）

鈴木純子 高崎　正子 藤井智恵子（姫路大学）
12:10 (日本ＩＢＭ) 12:10 （東芝） 12:10 落合のり子（島根県立大学）

40分 昼食・休憩 40分 昼食・休憩 40分 昼食・休憩

12:50 ・健康診断と事後措置 12:50 ・職場復帰支援 12:50 ・職場巡視（実地）

下山満理 中野　愛子 藤井智恵子（姫路大学）

14:20 (富士通システムズ・イースト) 14:20 （日立製作所） 14:20 落合のり子（島根県立大学）

10分 休憩 10分 休憩 10分 休憩
14:30 ・作業関連疾患 14:30 ・労働環境と健康問題 14:30 ・職場巡視（実地）

・安全リスクマネジメント
斉藤政彦 吉川悦子 藤井智恵子（姫路大学）

16:00 (大同特殊鋼㈱) 16:00 （東京有明医療大学） 16:00 落合のり子（島根県立大学）
10分 休憩 10分
16:10 ・作業環境管理概論 16:10 ・安全リスクマネジメント

・有害業務と健康障害 （実地）

　　　防止対策

甲田茂樹 吉川悦子
17:40 （労働安全衛生研究所） 17:40 （東京有明医療大学）

2日目 3日目

2月16日（木） 2月17日（金） 2月18日（土）

1日目

 


