
事例発表・パネルディスカッション
※プログラムと時間は予定であり、変更になる場合があります。

各エリアの事業者や医療機関による

事例発表・ディスカッションをライブで配信します。

オンライン地域セミナー
の仕事 両立支援治療と

主催：厚生労働省
後援：日本経済団体連合会、日本商工会議所、独立行政法人労働者健康安全機構

参加
無料

企業企業と 、医療機関医療機関
それぞれから支える両立支援

ライブ配信　※後日アーカイブ配信

北海道・東北エリア 【開催日】令和4年 月 日（金）14：30~16：00

北陸・東海エリア 【開催日】令和4年 月 日（金）14：30~16：00

関東エリア 【開催日】令和4年1月31

1 21

1 14

日（月）14：30~16：00

事前配信

ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」で配信しています。

ライブ配信の前に、ぜひご覧ください。基調講演 

トークセッション～経験者が期待する支援とは～

治療と仕事の両立支援～職場関係者と医療者の連携～

支援機関の立場からの両立支援の取組について

両立支援～脳卒中経験者が医療機関・企業に期待したいこと

NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク
代表理事・内科医

公益社団法人日本脳卒中協会 副理事長

髙橋 都 氏

根岸 純子 氏

川勝 弘之 氏

一般社団法人 社会的健康戦略研究所 代表理事

女優・内閣官房「働き方改革フォローアップ会合」構成員・厚生労働省「がん対策推進企業アクション」アドバイザリーボード

フリーアナウンサー・厚生労働省循環器病対策推進協議会委員

浅野 健一郎 氏

生稲 晃子 氏

大橋 未歩 氏

トークゲスト

東京産業保健総合支援センター 両立支援促進員

コーディネーター

ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」
「治療と職業生活の両立支援広報事業」事務局

E-mail：info@chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp 治療 両立ナビ 検 索

お問い合わせはこちら

配信中！
こちらより→

くわしくは裏面へ



※プログラムと時間は予定であり、変更になる場合があります。

上野 弘一 氏

渋谷 麻実 氏

　日本刃物株式会社 取締役総務部長

佐藤 真名 氏　社会福祉法人カナンの園 法人本部 専門員

　北海道大学病院 腫瘍センター

　治療と仕事の両立支援チーム

　がん相談支援センター 社会福祉士

コーディネーター

労働者健康安全機構 中国労災病院

治療就労両立支援センター 所長

豊田 章宏 氏

事例発表・パネルディスカッション

事例発表・パネルディスカッション

北海道・東北エリア

関東エリア

島田 綾子 氏

事例発表・パネリスト

事例発表・パネルディスカッション

北陸・東海エリア

杉森 淳二 氏　株式会社加賀屋 総務人事部 部長

辺見 有太 氏

事例発表・パネリスト

楠本 真理 氏
　三井化学株式会社

　袖ケ浦センター 健康管理室 保健師

　狭山ケーブルテレビ株式会社

　人事総務部 部長

コーディネーター

近藤社会保険労務士事務所 代表

特定社会保険労務士

キャリアコンサルタント

村田 里依 氏

　徳三運輸倉庫株式会社 総務課長

　社会福祉法人 聖隷福祉事業団

　総合病院聖隷浜松病院

　医療ソーシャルワーカー（認定がん専門相談員）

升田 茉莉子 氏　がん研究会有明病院 麻酔科 副医長

事例発表・パネリスト

コーディネーター

産業医科大学

産業生態科学研究所 教授

産業医科大学病院

就学・就労支援センター 副センター長

立石 清一郎 氏

近藤 明美 氏

令和4年1月14日（金）14：30～16：00

令和4年1月21日（金）14：30～16：00

令和4年1月31日（月）14：30～16：00

11月に開催されたシンポジウムをアーカイブ配信しています。

医療機関向けシンポジウム

パネリスト

コーディネーター

松下 和正 氏 

宮内 文久 氏 

株式会社松下産業　代表取締役社長

丸岡 史明 氏ウシオ電機株式会社　人事総務戦略部門長

永田 昌子 氏 産業医科大学　産業保健経営学　学内講師 藤田 久子 氏  特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント

企業向けシンポジウム

愛媛労災病院　院長

西 賢一郎 氏  

尾方 欣也 氏  

ジヤトコ株式会社　統括産業医

山野 嘉久 氏  聖マリアンナ医科大学　脳神経内科　 教授

三井記念病院　がん相談支援センター　マネージャー

パネリスト

コーディネーター

アーカイブ配信
配信中！
こちらより→



くわしくは裏面へ

事例発表・パネルディスカッション
※プログラムと時間は予定であり、変更になる場合があります。

各エリアの事業者や医療機関による

事例発表・ディスカッションをライブで配信します。

オンライン地域セミナー
の仕事 両立支援治療と

主催：厚生労働省
後援：日本経済団体連合会、日本商工会議所、独立行政法人労働者健康安全機構

参加
無料

企業企業と 、医療機関医療機関
それぞれから支える両立支援

ライブ配信　※後日アーカイブ配信

近畿エリア 【開催日】令和4年 月 日（木）14：30~16：00

中国・四国エリア 【開催日】令和4年 月 日（金）14：30~16：00

九州・沖縄エリア 【開催日】令和4年2月24

2 4

2 3

日（木）14：30~16：00

事前配信

ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」で配信しています。

ライブ配信の前に、ぜひご覧ください。基調講演 

トークセッション～経験者が期待する支援とは～

治療と仕事の両立支援～職場関係者と医療者の連携～

支援機関の立場からの両立支援の取組について

両立支援～脳卒中経験者が医療機関・企業に期待したいこと

NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク
代表理事・内科医

公益社団法人日本脳卒中協会 副理事長

髙橋 都 氏

根岸 純子 氏

川勝 弘之 氏

一般社団法人 社会的健康戦略研究所 代表理事

女優・内閣官房「働き方改革フォローアップ会合」構成員・厚生労働省「がん対策推進企業アクション」アドバイザリーボード

フリーアナウンサー・厚生労働省循環器病対策推進協議会委員

浅野 健一郎 氏

生稲 晃子 氏

大橋 未歩 氏

トークゲスト

東京産業保健総合支援センター 両立支援促進員

コーディネーター

ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」
「治療と職業生活の両立支援広報事業」事務局

E-mail：info@chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp 治療 両立ナビ 検 索

お問い合わせはこちら

配信中！
こちらより→



※プログラムと時間は予定であり、変更になる場合があります。

本田 優子 氏

　サンスター株式会社
　総務部 コミュニケーション推進グループ長

　株式会社村田製作所
　管理グループ サステナビリティ推進部
　健康推進課 シニアマネージャー

　独立行政法人 労働者健康安全機構
　大阪労災病院 治療就労両立支援センター
　医療ソーシャルワーカー

コーディネーター

キャンサー・ソリューションズ株式会社

代表取締役社長

桜井 なおみ 氏

キャンサー・ソリューションズ株式会社

代表取締役社長

桜井 なおみ 氏

浅野 健一郎 氏

事例発表・パネルディスカッション

事例発表・パネルディスカッション

近畿エリア

九州・沖縄エリア

事例発表・パネリスト

事例発表・パネルディスカッション

中国・四国エリア

　社会福祉法人土佐清風会

　特別養護老人ホーム土佐清風園 施設長

事例発表・パネリスト

　三洋工機株式会社

　執行役員システム部長

　協業組合九州ロジテックカーゴ

　管理部本部長理事

　飯塚病院

　地域連携センター 副センター長

　兼 がん相談支援センター センター長

コーディネーター

井上 賢一 氏

大柿 麻有子 氏

濱崎 德明 氏

田村 智康 氏

武富 洋二郎 氏

黒岩 登志一 氏

浦川 雅広 氏

　広島電鉄株式会社

　人財管理本部 人事部長

松嶋 史絵 氏
　倉敷中央病院

　がん相談支援センター がん相談支援室長

事例発表・パネリスト

コーディネーター

一般社団法人 社会的健康戦略研究所

代表理事

令和4年2月3日（木）14：30～16：00

令和4年2月4日（金）14：30～16：00

令和4年2月24日（木）14：30～16：00

11月に開催されたシンポジウムをアーカイブ配信しています。

医療機関向けシンポジウム

パネリスト

コーディネーター

松下 和正 氏 

宮内 文久 氏 

株式会社松下産業　代表取締役社長

丸岡 史明 氏ウシオ電機株式会社　人事総務戦略部門長

永田 昌子 氏 産業医科大学　産業保健経営学　学内講師 藤田 久子 氏  特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント

企業向けシンポジウム

愛媛労災病院　院長

西 賢一郎 氏  

尾方 欣也 氏  

ジヤトコ株式会社　統括産業医

山野 嘉久 氏  聖マリアンナ医科大学　脳神経内科　教授

三井記念病院　がん相談支援センター　マネージャー

パネリスト

コーディネーター

アーカイブ配信
配信中！
こちらより→


