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氏の推薦があり了承された．

産衛だより

報告事項

平成 18 年度第 1 回理事会議事録

1．第 79 回日本産業衛生学会について：佐藤理事より参加者
数正会員 1,870 人・非会員 368 人であったとの報告があっ

日

時：平成 18 年 7 月 9 日（土）13 ： 00 〜 17 ： 00

場

所：公衆衛生協会ビル 3 階会議室

た．
2．第 16 回産業医・産業看護全国協議会について：大前総務

出席者：清水英佑（理事長），相澤好治（副理事長），上田
圓藤吟史，大久保靖司，大前和幸，岡田
伸，川上憲人，岸

厚，

担当理事より新パンフレットによる説明があった．

章，加地正

3．第 80 回日本産業衛生学会について：圓藤理事より日程等

玲子，清田典宏，車谷典男，甲田

の説明と地域交流会のやり方については検討中との報告が

茂樹，河野啓子，小林章雄，斉藤政彦，佐藤
成文彦，杉本寛治，田中勇武，角田

洋，實

あった．
4．国際交流助成金について：大前総務担当理事より産業医科

敏昭，広瀬俊雄，藤田雄三，芳原達也（以上理事），

大学産業生態科学研究所 20 周年創立記念国際シンポジウ

東

透，浜口伝博，

大本美彌子（監事）
（欠席者）井谷

ム・環境と労働の健康危機管理国際会議・日本―ベトナム―

徹，日下幸則，高橋英尚，能川浩二（以上理

5．産業医部会報告について：岡田理事より細則の改定により

事），徳永力雄（監事）
理事 26 名（委任状あり井谷

タイ合同ワークショップに助成することの報告があった．

徹，日下幸則，高橋英尚，委任

状なし能川浩二）が出席し，定款第 25 条により理事会が成立
していることを確認した．
清水理事長の挨拶の後，佐藤洋総務担当理事の進行役で会議が
進められた．
議事録署名人に清田典宏，車谷典男の両理事を決めた．

規程を改定したこと，また，幹事に田畑正司氏（北陸甲信
越）を追加したことの報告があった．
6．産業看護部会報告について：河野理事より産業看護師が
1,150 人に増えたこと，産業看護師の PR リーフレットを作
成したことの報告があった．
7．専門医制度委員会報告について：杉本理事より登録者数
（指導医 252 人，専門医 124 人，研修登録医 413 人）の報告

審議事項

と 18 年度専門医試験に 29 名が受講するとの報告があっ

1．前回平成 17 年度第 4 回議事録は了承された．

た．今後登録・更新をスムーズに行うために専門医の位置

2．個人情報保護管理規程について：角田理事より文言の一部

づけを明確にしてほしいとの要望があった．

訂正があり，利用申請があった場合許可は理事長とするが，
判断が困難な場合は理事長と総務担当理事とで相談の上決
定することで了承された．
3．産業歯科保健部会設置について：藤田理事より提案があり

8．会員の状況について：大前総務担当理事より正会員 7,180
人（6 月 29 日現在）の報告があった．
9．協賛・後援等について：大前総務担当理事より＜（社）日本
生体医工学会・協賛＞＜日本エアロゾル学会・共催＞＜日

異議なく承認され，来年の総会で報告することとされた．

本生体医工学会・協賛＞＜日本歯科医師会・後援＞＜医療

なお，4 部会となることから部会の位置づけ，予算等につ

情報学連合大会・協賛＞＜日本学術会議・協賛＞＜メデイ

き次回基本問題検討会の時にヒヤリングを行うこととし

カルトリビューン・後援＞をしたとの報告があった．

た．

10．その他

4．職場におけるメンタルヘルスケアでの産業看護職の役割マ

①研究会代表世話人交代について：大前総務担当理事より

ニュアルについて：河野理事より説明があり一部変更修正

労働者体力問題研究会代表世話人が大西徳明氏から澤田

することとし了承された．
5．生涯教育委員会規則について：車谷理事より一部文言を修
正して了承された．

亨氏に交代したとの報告があった．
②選挙の電子化の進歩状況について：浜口 IT 担当理事よ
り関東地方会で試験的に行うとの報告があった．

6．労働衛生関連法制度委員会委員交代について：甲田理事よ

③編集委員会報告について：大前理事より JOH の Impact

り原田規章氏から三柴丈典氏に交代の提案があり了承され

Factor が 1.5 に上がってきたこと，科研費が昨年同様に

た．
7．次回，次々回理事会開催日について：次回は平成 18 年 10

790 万円の交付決定になったとの報告があった．
④石綿問題対策委員会委員について：相澤副理事長より車

月 21 日（土），次々回は平成 18 年 12 月 9（土）に 13 時か

谷典男・東

ら公衛ビル 3 階会議室で開催することとした．

澤好治・大前和幸・岸

8．その他
①プレスセミナー提案について：岡田理事より研修会・勉
強会を複数年で行いたいとの提案があり，テーマを何に
するかを小委員会で検討していくこととした．委員は理
事長一任で広報検討小委員会（仮称）とした．
②産業看護部会幹事追加について：河野理事より中野愛子

敏昭・広瀬俊雄・甲田茂樹・日下幸則・相
玲子・矢野栄二・森永謙二・岸

本卓巳・神山宣彦・久永直見氏が決定したことの報告が
あった．
⑤ICOH について：川上理事より小木和孝氏が国際産業保
健学会副会長になったことの報告があった．
⑥医学会総会について：岡田理事より来年の 4 月 5 ・ 6 ・
7 日に産業衛生関連の発表があることの報告があった．
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平成 18 年度第 2 回専門医制度委員会議事録

2．平成 19 年度

専門医資格認定試験実施日程について（資料

2006–22）
1．日

時：平成 18 年 8 月 27 日（日）15 時 40 分〜 17 時

2．場

所：（財）労働衛生会館

会議室

年 8 月 25 日（土）・ 26 日（日）の 2 日間とし，受験者数の増加

3．出席者：（五十音順）
井谷

に対応できる会場を東京近郊の利便性の高い場所として候補と

徹，圓藤吟史，大前和幸，杉本寛治（委員

長），東

敏昭（事務局：東

平成 19 年度の第 15 回専門医資格認定試験は，日程は平成 19

敏昭）
，広瀬俊雄，

山田誠二，大久保利晃（顧問）
，森

晃爾（オブザ

ーバー）

した 3 箇所の内から選定することとした．なお，受験資格審査
申し込み受付期間は平成 19 年 5 月 7 日（月）〜 6 月 8 日（金）
とすることとした．
3．「経過措置による指導医」第 6 期（No.323–340）の 2 回目更
新の保留者 10 名について（資料 2006–23）

4．議

事

委員長預かりとなっていた標記 10 名について更新資格要件

Ⅰ．報告事項

を再確認し，審議の結果，本人の申請どおり 2 名を専門医とし，

1．指導医・専門医・研修医登録状況について（資料 2006–19）

また，暫定 1 年の期限内に要件を満たすことを条件に 2 名を指

資料に基づき，平成 18 年 8 月 20 日現在の登録状況が指導医

導医として認定した．また，6 名については，資格を有しない

259 名，専門医 108 名，研修医登録医 421 名と事務局より報告

ものとした．

された．

4．「専門医資格更新」ならびに「専門医から指導医資格」の合

2．平成 18 年度（第 14 回）専門医資格認定試験結果について

否について

（資料 2006–20）

第 9 回専門医（No.107–127）（資料 2006–25）

（1）筆記試験部会
井谷筆記試験部会長より，筆記試験は円滑に実施され，受験
者 28 名全員が基準点を満たしていたことが報告された．
（2）口頭試験部会
山田口頭試験部会長より，口頭試験は特に問題なく実施され，
受験者 28 名のうち 23 名については基準を満たし，5 名につい

標記保留者 4 名について更新資格要件を再確認し，審議の結
果，1 名を指導医，1 名を専門医として資格ありと認定した．
また，1 名の資格継続の辞退を認め，8 月上旬で申請のあった
遅滞者 1 名については暫定 1 年の期限内に要件を満たすことを
条件に専門医の資格を承認した．
5．専門医制規定の改定について（資料 2006–26）

ては合否審議が必要な旨，報告された．
3．第 16 回産業医・産業看護全国協議会（新潟）における専門
医認定証授与式について（資料 2006–21）
今回実施された第 14 回専門医資格認定試験合格者に対する
認定証が，平成 18 年 9 月 23 日（土），新潟市の新潟コンベンシ

専門医制度の外形基準を達成するために必要とされる専門
医，指導医の登録抹消に関わる規程の改定について，資料に基
づき事務局より改定案が示され，審議の結果，内規の改定とす
る案が承認された．
6．産衛学会専門医制度のこれからの方向性（法人化）につい

ョンセンター（朱鷺メッセ）で開催される，第 16 回産業医・

て（資料 2006–27）

産業看護全国協議会，専門医認定証授与式にて日本産業衛生学

専門医の標榜が可能となる基準を満たすため，一般法人社団

会清水理事長より授与されることが事務局より報告された．

法人とする案が資料に基づき検討され，具体化のために必要な

4．指導医資格更新の合否について

アクションとして，学会理事会への説明を行うこと，産業医部

（1）「専門医から指導医」第 4 期（No.1030–1036）の 1 回目更新
（資料 2006–24）

会等との協議に必要な資料を作成することが決定された．
7．その他（次回委員会開催日について）

平成 18 年度第 1 回の専門医制度委員会（平成 18 年 7 月 2 日
開催）にて書類未達のため委員長預かりとなっていた 4 名につ

平成 18 年度第 3 回専門医制度委員会は，平成 18 年 12 月 16
日（土），東京の労働衛生会館にて開催することとした．

いて指導医の資格を有するものとの判断結果が，杉本委員長よ
り報告された．

平成 18 年度第 3 回産業医部会幹事会議事録

5．産衛学会専門医制度のこれからの方向性（法人化）につい
て（理事会報告）
法人関連法規改定に適合した専門医制度を運営する組織の法
人化の要諦について事務局より，机上配布資料により説明がさ
れた．

日

時：平成 18 年 9 月 22 日（金）17 ： 00 〜 19 ： 00

場

所：新潟県医師会館

出席者：岩田全充，宇土

4 階小研修室
博，氏家睦夫，岡田

佐藤修二，佐藤広和，高木

章，斉藤政彦，

勝，田畑正司，寺澤哲郎，

昇淳一郎，広瀬俊雄，福本正勝，藤代一也，松原
Ⅱ．審議事項

以上 17 名

1．平成 18 年度（第 14 回）専門医資格認定試験合否について
（資料 2006–20）
審議の結果，受験者 28 名のうち 23 名を合格と判定した．

統，

三好裕司，山田誠二
欠席者：井上正岩，中屋重直，浜口伝博
以上 3 名
（五十音順：敬称略）
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3．産業医・産業看護・産業衛生技術部会合同セミナー（新潟）

［審議事項］

について

1．第 80 回日本産業衛生学会学術集会（大阪）への要望について

宇土担当幹事より報告され，協力企業に感謝状等の礼がで

岡田部会長から資料をもとにプログラム等についての報告

きないかとの意見があり，基本問題検討委員会へ提案する

があり，かつ，三好幹事から産業医フォーラムの企画内容
について説明があり，原案通り了解された．
なお，幹事会等について以下を予定とした．
4 月 25 日（水）10 ： 30 〜 11 ： 00（予定）
幹事会（役員選挙）…出席：新幹事＋理事会推薦幹事
（浜口幹事・斉藤幹事）
4 月 25 日（水）16 ： 30 〜 18 ： 00（予定）
役員会…出席：新役員
4 月 26 日（木）11 ： 00 〜 13 ： 00（予定）

こととした．
4．第 18 回産業医・産業看護全国協議会について
四国地方会で開催予定であることが氏家幹事から報告され
た．
5．地方会での医部会活動について
アンケート調査をもとに議論された．昨年との比較で大き
な進展はなく，さらに積極的な取り組みが必要であること
が確認された．
6．産業医部会ホームページについて

幹事会…出席：新幹事＋理事会推薦幹事（浜口幹事・

広瀬幹事から現状の報告があった．責任者は広瀬幹事であ

斉藤幹事）

るが部会内の担当を福本幹事とし，今後の修正等は福本幹

4 月 27 日（金）12 ： 00 〜 13 ： 00（予定）
合同幹事会…出席：新幹事＋理事会推薦幹事（浜口幹
事・斉藤幹事）
4 月 27 日（金）産業医フォーラムの後半約 30 分（18 ：
30 〜 19 ： 00）

事が集約することとなった．
7．全国協議会開催についての覚書について
既存の資料を確認した．
8．その他
・本部会編集の「産業医活動をする人のために」をテキス

産業医部会総会
2．第 17 回産業医・産業看護全国協議会（東京）への要望につ

トとして使用する努力をしていくこととした．
・次回幹事会は，平成 19 年 1 月 12 日（金）を予定とした．

いて

平成 18 年度新入会者

三好幹事（企画運営委員長）から報告があり，合同セミナ
ーの表現について要望があり再検討することとした．
3．産業技術部会との合同研修会について

［北海道］廣瀬友美［青森］斉藤敦彦［秋田］進藤

陽，畠山

宇土担当幹事から第 17 回全国協議会（東京）での研修会場

愛子，畠山禮子，渡部亜希江［栃木］沖杉希世子［埼玉］石川

について，実地事業場の紹介・提案の要請があった．

恵子，石川真吾，久保田裕仁，湯浅久史［東京］雨宮哲朗，大

4．専門医制度について

里貴子，大澤亜貴子，小島まゆみ，後藤恵子，斉藤郁子，斉藤

12 月 16 日に予定されている専門医制度委員会の議論を受け

理万，佐野三枝子，塩澤伸一郎，島谷和恵，白井正子，玉代勢

て，医部会としても理事会に提案される前に議論すること

なな，難波克行，本庄由子，本名理恵，安田

とした．

山村

憲，湯本

成澤

隆，能勢圭之助，服部道子，松本さゆり，渡邉昌俊［新

5．その他

登，山地加余子，

衛，吉江幸子［神奈川］浅見琢也，北川裕子，

保健指導に関して医部会としても検討課題であるとの認識

潟］梅澤祐子，榎並

の基に，斉藤幹事と田畑幹事が担当して問題点を整理する

鈴木弥寿春，関

こととした．

垣亜紀，花岡照子，平野美智子，藤田ミチ，丸田宥吉，丸山
恵，森山美晴，八子

［報告事項］
1．産業医プロフェッショナルコースについて

優，後藤雅博，近藤優子，笹原美千江，

奈緒，関谷昭吉，相馬英昭，田中和歌子，西
円，山上由美子，米持洋介［山梨］佐藤

えり子［長野］山本知子［静岡］中江章子［愛知］上田ゆみ子，
岡本奈緒子，篠崎恵美子，中川真実，本多恭子［三重］山岡久

藤代幹事から次回のコースについて，東京で 1 月に開催予

泰［京都］堀本

定であることが報告された．

高橋可南子，仁木洋子，保山智子，吉川ゆみこ［兵庫］今井必

2．第 16 回産業医・産業看護全国協議会（新潟）について
松原幹事から全体報告があり，リレーワークショップにつ
いては広瀬幹事から報告があった．

綾［大阪］粟根弘治，江副智子，木村智子，

生［和歌山］藤永卓治［鳥取］佐々木修治［岡山］安木弘枝
［山口］塩田直樹［福岡］東
鮫嶋

剛

晃一［長崎］吉田和朗［鹿児島］

