
※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．2（水）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「『過重労働』による健康障害防止対策と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働安全衛生法」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．3（木）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）２単位 ①講演「ストレスチェック制度と産業保健」

「平成２９年度労働衛生研修会」
　一般社団法人
　日本労働安全衛生コンサルタント会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　主催

 H29．8．6（日）
 09：40～16：20

 日本建築学会 建築会館
 港区芝５－２６－２０
 TEL　０３－３４５６－２０５１

　１８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  日本労働安全衛生コンサルタント会員
             　 　　　　　　　　　１２，０００円
  非　会　員　　　　　　　　   ２１，０００円

 電話予約の上、所定の研修会
 申込書をFAX・郵送・ＷＥＢのいず
 れかで申込む。

 http://www.jashcon.or.jp/contents/
                      workshop-schdule

日本労働安全衛生
　　　　　　　　コンサルタント会
〒１０８－００１４
　港区芝４－４－５
　　三田労働基準協会ビル５階
　ＴＥＬ　０３－３４５３－７９３５
  ＦＡＸ　０３－３４５３－９６４７

　申込締切日
　　　 平成２９年７月２８日（金）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）１単位
（専門）３単位

①講演「労働衛生行政の動向
　　　　　　　　　　　　　　化学物質対策行政の動向」
②講演「健康経営とその動向」
③講演「過重労働問題（国が取り組む過重労働対策と
　　　　　　　　　　　　　　　　　過労死等防止対策推進法）」
④講演「治療と仕事の両立支援（「がん」を中心に）」

「平成２９年度
　　第６回実務向上研修（Cコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．8．9（水）
 09：40～17：00

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「笑いによる心身の健康と健康指導への活かし方」
③講演「からだの時計に合わせて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト体調を作る食べ方」

「平成２９年度
　　第７回実務向上研修（Bコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．8．10（木）
 09：40～17：00
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
  THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「メンタルヘルス・リスクアセスメントとは」
③講演「腰痛は脳で治す～心理社会的なアプローチ～」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．10（木）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「事業場における治療と職業生活の両立支援」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．21（月）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「労基法・安衛法・労災保険法における
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視点と相違点」

受付終了いたしました

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「平成２９年度
　　第８回実務向上研修（Ａコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．8．22（火）
 09：40～17：00
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
  THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「セルフケアに役立つマインドフルネス・スキル」
③講演「身体の使い方から考え直す『心身の在り方』」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．25（金）
 13：30～16：30

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　３０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）３単位 ①実地「作業環境測定方法」

「東京都医師会・
　　城北ブロック医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．8．26（土）
 14：00～18：15

 練馬区医師会
 練馬区高野台２－２３－３０
　　練馬区医師会館１階
　　　　　　　　　多目的ホール
  ＴＥＬ　０３－３９９７－６９３１

　８０名（非会員の受講可／事前徴収）
　城北ブロック医師会員　　 ５，０００円
　東京都医師会員　　　　　　７，０００円
　道府県医師会員　　　　　　８，０００円
　非　　会　　員 　　　　   　１０，０００円

 練馬区医師会員及び道府県医師
 会員、非会員は練馬区医師会へ
 直接ＦＡＸにて申込む。
 地区医師会員は所属医師会へ申
 込む。

練馬区医師会事務局
　　　　　　　　　　健診管理課
〒１７７－８５０８
　練馬区高野台２－２３－２０
　ＴＥＬ　０３－３９９７－６９３１
　FAX　０３－３９９７－７５１１

　申込締切日
　　　 平成２９年７月２１日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）１単位
（後期）３単位

（更新）１単位
（実地）１単位
（専門）２単位

①講演「過労死防止のために産業医が果たしうる役割」
②講演「タバコの真実と職場の喫煙対策」
③講演「職場における感染症対策について」
④実地「職場における疲労対策」

「平成２９年度
　　第２回健康測定実践セミナー
　　（運動負荷試験の実際と
　　　　　　　　個人指導票作成を学
ぶ）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．8．27（日）
 09：30～17：40
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

　３０名（非会員の受講可／事前徴収）
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　３７，０３０円
　一　　　　般　　　　　　　　４１，１４０円

  【 受講資格 】
　　産業医（労働安全衛生法第１３条
　　２項に規定する要件を備えた者）

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 
 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。
 １日間受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（実地）３単位
（専門）２単位

①講演「THPの考え方と運動負荷試験の基礎知識」
②実地「運動負荷試験の実際（安全対策）」
③講演「健康測定結果に基づく個人指導票の作成」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．28（月）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「職場復帰支援のあり方」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．29（火）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　４０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）２単位 ①実地「事例に学ぶ海外勤務者の健康管理」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．8．30（水）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）２単位 ①講演「長時間労働者・高ストレス者に対する
　　　　　　　　　　　　　　　面接指導の実施方法について」

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「東京都医師会・
　　東京医科歯科大学医師会
　　　　　　　　　　　　　産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．8．11（金・祝）
 12：50～19：10

 東京医科歯科大学講堂
 文京区湯島１－５－４５
 ＴＥＬ　０３－３８１３－６１１１

　３００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　６０，０００円
　道府県医師会員　　　　　８０，０００円
　非　　会　　員 　　　   　１００，０００円

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジより申込書を印刷の上、郵送に
 て申込む。

 http://www.human-research.jp/
　　　kensyukai/kensyu_ninsk.html

東京医科歯科大学医師会
　　　　　　　産業医研修会事務局
〒１６０－００１１
　新宿区若葉２－５－１６
　　　　　　　　　　　向井ビル３Ｆ
        　　ヒューマン・リサーチ内
　ＴＥＬ　０３－３３５８－５３６０
　ＦＡＸ　０３－３３５８－４００２

　申込締切日
　　　平成２９年６月３０日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（前期）６単位 ①講演「産業医活動の実際（８）」
②講演「メンタルヘルス対策（３）」
③講演「作業管理（６）」
④講演「健康保持増進（４）」

 H29．8．12（土）
 09：00～18：00

  非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（前期）８単位 ①講演「作業環境管理（５）」
②講演「総論（１）」
③講演「有害業務管理（７）」
④講演「健康管理（２）」

 H29．8．13（日）
 09：00～18：10

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（後期）８単位 ①講演「産業メンタルヘルス総論」
②講演「労働衛生行政」
③講演「安全衛生委員会での産業医の役割・活用方法」
④講演「最近の労働災害事例」
⑤講演「健康情報とその評価・疫学的方法論」

 H29．8．14（月）
 09：00～18：15

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）８単位 ①実地「作業環境管理」
②実地「作業管理を通じた
　　　　　　　　　　　　　　　職場の感染症対策（事例検討）」
③実地「化学物質のリスク低減に関する工学的対策
　　　　　　（工学的対策（局所排気、
　　　　　　　　　　　　プッシュプル型換気装置）の実地研修」
④実地「化学防護手袋」
⑤実地「服と呼吸用保護具の適正な選択と使用」
⑥実地「熱中症の予防対策と
　　　　　　　　　　　　　暑さ指数の測定及びそのリスク評価」
⑦実地「化学物質リスクアセスメント」
⑧実地「産業医のための屋内環境測定」
⑨実地「作業環境管理と作業管理についてのまとめ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６グループを集めて）」

 H29．8．15（火）
 09：00～18：15

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）２単位
（後期）６単位

①講演「ストレスチェック実施について」
②講演「環境発がんとその予防」
　　　　 「内分泌かく乱化学物質」
③実地「職場における疲労対策」
　　　　　「ＴＨＰ活動（食生活習慣チェックと指導ポイント）」
④講演「職場における生活習慣病対策」
⑤講演「女性労働者の健康管理」

 H29．8．16（水）
 09：00～18：15

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（後期）８単位 ①講演「職場の腰痛対策」
②講演「海外派遣労働者の健康管理」
③講演「職場における結核感染への対応」
④講演「産業歯科保健と健康管理」
⑤講演「健康診断後の事後措置」
⑥講演「職場におけるエイズ対策」
　　　　 「感染症法と職場における感染症予防対策」

 H29．8．17（木）
 09：00～13：05

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（後期）４単位 ①講演「障害を持つ労働者の安全管理」
　　　　　「職域における保健機能食品の活用」
②講演「産業医に必要な法律知識」
　　　　　「過労死の医学的側面」

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．1（金）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　４０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 
 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）１単位
（実地）１単位

①講演「健康診断事後措置の具体的事例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ケースカンファレンス）」
②実地「健康診断事後措置の具体的事例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ケースカンファレンス）」

「平成２９年度
　東京都立学校産業医研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　 （第２回）」
　東京都教育委員会・
　　東京都教育庁福利厚生部・
　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．2（土）
 14：30～16：40

 東京都医師会館
 千代田区神田駿河台２－５
 ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１

　８０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

  【 受講資格 】
　①または②に該当する者

　①平成２９年度に都立学校産業医として
  　 選任されている方
　②認定産業医の更新を希望する医師

 所定の様式（産業医研修申込書）
 に必要事項を記載の上、東京都
 医師会疾病対策課までＦＡＸにて
 申込む。

東京都医師会疾病対策課
〒１０１－８３２８
　千代田区神田駿河台２－５
　ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１
　ＦＡＸ　０３－３２９２－７０９７

　申込締切日
　　　 平成２９年８月２５日（金）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「教職員のメンタルヘルスについてⅠ
　　　　　　（教職員のメンタルヘルス対策
　　　　　　　　　　　　　　　　〔職場での予防について〕）」
②講演「教職員のメンタルヘルスについてⅡ
　　　　　　（ラインケアの支援〔事例を中心に〕）」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．5（火）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「これからの職域健康診断」

「第３０２回関東産業健康管理研究会」
　関東産業健康管理研究会主催

 H29．9．7（木）
 18：15～20：15

 持田製薬株式会社
　　　　　　本社ルークホール
 新宿区四谷１－７
 ＴＥＬ　０３－３３５８－７２１１

　１００名（非会員の受講可／当日徴収）
　会　　 　員　　　　　  　　　　１，０００円
　非　会　員  　　 　　          ４，０００円

 所定の申込書をFAXにて送る。
 または、ホームぺージから申込
 む。

 http://www012.upp.so-net.ne.jp/
                       kansanken-HP/

関東産業健康管理研究会事務局
〒１６０－００１１
　新宿区若葉２－５－１６
　　　　　　　　　　　向井ビル３Ｆ
        　　ヒューマン・リサーチ内
　ＴＥＬ　０３－３３５８－４００１
　ＦＡＸ　０３－３３５８－４００２

　申込締切日
　　　平成２９年９月１日（金）

 認定産業医は生涯研修

 
 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）１単位
（専門）１単位

メインテーマ「改正個人情報保護法」
①講演「改正個人情報保護法と産業保健」
②ディスカッション「現場での問題点を考える」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．7（木）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「『過重労働』による健康障害防止対策と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働安全衛生法」

「東京都医師会・
　　第１９回東邦大学医師会
　　　　　　　　　　　　　　産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．9．10（日）
 12：30～17：50

 東邦大学医学部
　　２号館第１・第２講義室、
　　　　　　　　第２・第３実習室
 大田区大森西５－２１－１６
 ＴＥＬ　０３－３７６２－４１５１
　　　　　　　　（内線２２００）

　２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東邦大学関係者　　　　　　６，０００円
　東京都医師会員　　　　　　８，０００円
　そ　の　他　　　 　　    　　 ９，０００円

 東京都医師会員は所属地区医師
 会へ申込む。
 道府県医師会員及び非会員は
 東邦大学医師会へ直接申込む。

東邦大学医師会
〒１４３－８５４０
　大田区大森西５－２１－１６
　　東邦大学大森
             学事部学事支援課内
　ＴＥＬ　０３－３７６２－４１５１
　ＦＡＸ　０３－３７６１－０５４６

　申込締切日
　　　平成２９年７月２８日（金）
　　　　（定員になり次第締切）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（実地）１単位
（後期）４単位

（更新）１単位
（実地）１単位
（専門）３単位

①講演「VDT作業が眼に与える影響について」
②講演「化学物質のけい皮吸収曝露を防護する
　　　（オルトトルイジンによるけい皮吸収曝露から学ぶ）」
③講演「産業医活動にともなう法的問題」
④講演「労働安全衛生規則の改正と
　　　　　今後の産業医活動（健診事後措置と職場巡視）」
⑤実地「健康診断の事後措置（就業区分判定）」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．12（火）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）２単位 ①講演「ストレスチェック制度と産業保健」

受付終了いたしました

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．14（木）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　４０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）２単位 ①実地「事例検討（産業医としてどう対応するか）」

「東京都医師会・
　　帝京大学医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．9．16（土）
 13：00～18：10

 帝京大学板橋校舎
　　本部棟２F　臨床大講堂
 板橋区加賀２－１１－１
 ＴＥＬ　０３－３９６４－１２１１

　３００名（非会員の受講可／事前徴収）
　帝京大学医師会員　　　　　６，０００円
　東京都医師会員  　   　　　８，０００円
　道府県医師会員・非会員　９，０００円

 

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会員及び非会員は
 帝京大学医師会へ直接電話にて
 問い合わせる。
 
 ※AコースからEコースまでの
　　いづれかを選択して申込む。

帝京大学医師会事務局
〒１７３－８６０６
　板橋区加賀２－１１－１
　ＴＥＬ　０３－３９６４－４０１９
　ＦＡＸ　０３－３９６４－９３４２

　申込締切日
　　　平成２９年９月２日（土）
　（ただし、定員になり次第締切）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

 
 ※修得単位は最大５単位と
　　なります。

（実地）１単位
（後期）５単位

（更新）１単位
（実地）１単位
（専門）４単位

①講演「過労死等防止対策について」
②講演「わが国のたばこ対策の動向
　　　　　　　　　　　　　　　　（受動喫煙対策を中心に）」
③講演「健康経営と働き方改革」
④講演「化学物質のリスクアセスメント」
⑤講演「職場における危機管理（感染症を中心に）｝
⑥実地「ストレスチェックにおける産業医面談の実際」

「東京都医師会・荒川区医師会
　　　　　　　　第６４回産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．9．19（火）
 19：30～21：30

 荒川区医師会館４階講堂
 荒川区西日暮里６－５－３
 ＴＥＬ　０３－３８９３－２３３１

　６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　荒川区医師会員　　　 　 　２，０００円
　他地区医師会員・非会員　３，０００円

　

 荒川区医師会へ電話の上、所定
 の受講申込書に必要事項を記入
 しＦＡＸにて申込む。

一般社団法人
　　　　　荒川区医師会事務局
〒１１６－００１３
　荒川区西日暮里６－５－３
　ＴＥＬ　０３－３８９３－２３３１
　ＦＡＸ　０３－３８１０－４７６８

　申込締切日
　　　平成２９年８月３１日（木）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）２単位

（専門）２単位

①講演「働く人の健康づくりの動向」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．20（水）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「職場のメンタルヘルスにおける依存症」

「東京都医師会・
　　千代田区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．9．24（日）
 10：00～16：10

 東京都医師会館２階講堂他
 千代田区神田駿河台２－５
 ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１

　２８０名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　　９，０００円
　道府県医師会員　　  　　１２，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　１５，０００円

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジ にアクセスし、申込書を印刷の
 上、郵送にて申込む。

 http://www.human-research.jp/
　　　kensyukai/kensyu_ninsk.html

千代田区医師会
　　　　　　　産業医研修会事務局
〒１６０－００１１
　新宿区若葉２－５－１６
　　　　　　　　　　　向井ビル３Ｆ
        　　ヒューマン・リサーチ内
　ＴＥＬ　０３－３３５８－５３６０
　ＦＡＸ　０３－３３５８－４００２

　申込締切日
　　　平成２９年９月８日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（実地）３単位
（後期）２単位

（更新）１単位
（実地）３単位
（専門）１単位

①講演「労働衛生施策の最新動向（産業医の視点から）」
②講演「職域における生活習慣病管理ガイドライン」
③実地「職場の過重労働対策（事例検討）」
　　　　 「ストレスチェック制度の実際運用
                                       （産業医としての役割）」
　　　　 「職場の感染症対策（事例検討）」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．25（月）
 13：30～16：30

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　３０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）３単位 ①実地「作業環境測定方法」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．9．27（水）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）２単位 ①講演「長時間労働者・高ストレス者に対する
　　　　　　　　　　　　　　　面接指導の実施方法について」



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「蒲田医師会産業医研修会」
　蒲田医師会・
　　日本産業衛生学会
　　　　　　　　　　関東産業医部会共催

 H29．9．30（土）
 14：05～17：15

 蒲田医師会館４階講堂
 大田区蒲田４－２４－１２
 ＴＥＬ　０３－３７３２－８７１１

　６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　大田区三医師会員　 　　　 ３，０００円
　東京都医師会員  　   　　　５，０００円
　道府県医師会員・非会員  ７，０００円
　

 

 所定の様式によりＦＡＸにて申込
 む。

蒲田医師会
〒１４４－００５２
　大田区蒲田４－２４－１２
　ＴＥＬ　０３－３７３２－８７１１
　ＦＡＸ　０３－３７３０－０１９５

　申込締切日
　　　平成２９年７月２８日（金）

 認定産業医は生涯研修

 
 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「ストレスチェック総論」
②講演「高ストレス者・長時間労働者の面接指導」
③講演「職場環境改善に向けた
　　　　　　　　　　集団分析結果の活用方法について」

「平成２９年度第４回
　　ストレスチェック制度に参画する
　　　　　　　　　　産業医の実務Part２」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．9．30（土）
 13：40～16：50
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

　５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　ＴＨＰ登録者　　　　　　　１４，５８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１４，５８０円
　一　　　　般　　　　　　　　１６，２００円

 

 中央労働災害防止協会ホームペ
 ージよりWEBまたはＦＡＸ（申込用
 紙をダウンロード）にて申込む。
 
 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。
 １日間受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（実地）３単位 ①実地「ストレスチェック制度に参画する産業医の実務」

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「東京都医師会・
 　 日本医科大学医師会
　　　　　　　　　　　　　産業医研修会」
　 東京都医師会主催

 H29．9．2（土）
 09：00～17：20

 日本医科大学教育棟
 文京区千駄木１－１－５
 ＴＥＬ　０３－３８２２－２１３１

　２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　日医大医師会員　　　　　７５，０００円
　東京都医師会員　　　　　８５，０００円
　道府県医師会員　　　　１０５，０００円
　非　　会　　員 　　　   　１３０，０００円
　（受講料は７日間の金額です）

　※特定日等の受講に関しては、日本
　　 医科大学医師会までご連絡ください。

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会員及び非会員は
 直接日本医科大学医師会ホーム
 ページより申込書を印刷のうえ、
 メールまたはＦＡＸにて申込む。

 E-mall : ishikai@nms.ac.jp

 URL : http://nms-ishikai.jp/

日本医科大学医師会
〒１１３－００３２
　文京区弥生１－２－１０
　　　　　　サンピア弥生２０２号
　ＴＥＬ　０３－６８０１－５３７５
　ＦＡＸ　０３－６８０１－５３７６

　申込締切日
　　  定員になり次第締切

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

　【修得単位】
 ①総論１単位
 ②メンタルヘルス対策１単位
 ③産業医活動の実際２単位
 ④作業管理２単位

（前期）７単位 ①講演「産業構造の変化と産業医のあり方」
②講演「メンタルヘルス対策の進め方」
③講演「産業医活動の実際」
④講演「職場巡視のための作業管理（関連知識の整理）」

 H29．9．3（日）
 09：00～17：00

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

　【修得単位】
 ①健康保持増進１単位
 ②作業環境管理２単位
 ③健康管理２単位
 ④有害業務管理２単位

（前期）７単位 ①講演「健康保持増進」
②講演「作業環境管理」
③講演「健康管理」
④講演「有害業務管理」

 H29．10．7（土）
 09：00～18：00

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）４単位
（後期）４単位

（実地）４単位
（専門）４単位

①講演「睡眠と健康」
②実地「室内の作業環境測定」
③講演「事務所職場での職場巡視」
④講演「安全衛生管理体制」
⑤実地「産業医によるメンタルヘルス不調への
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事例対応の実際」
⑥講演「長時間労働従事者に対する面接指導」

 H29．10．8（日）
 09：00～17：00

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）２単位
（後期）５単位

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）４単位

①講演「産業医と法律」
②実地「企業の危機管理における
　　　　　　　　　　　　　　　産業医の役割（一次救命措置）」
③講演「健康診断事後措置」
④講演「特殊健康診断の仕方と活用」
⑤講演「作業環境改善と評価」

 H29．10．9（月・祝）
 09：00～17：00

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）７単位

（専門）７単位

①講演「健康情報の保護」
②講演「健康診断結果に基づく適正配置の実際」
③講演「海外勤務者の健康管理」
④講演「慢性疾患患者の健康管理」
⑤講演「企業外労働衛生機関を活用した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業保健活動の展開」
⑥講演「化学物質リスクアセスメント」

 H29．11．3（金・祝）
 09：00～17：00

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）２単位
（後期）５単位

（実地）２単位
（専門）５単位

①講演「労働安全衛生保護具」
②実地「労働安全衛生保護具の実際」
③講演「女性労働者の健康管理」
④講演「安全衛生委員会における産業医の役割」
⑤講演「職場巡視の方法・評価・記録」

 H29．11．4（土）
 09：00～17：00

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）２単位
（後期）５単位

（更新）２単位
（実地）２単位
（専門）３単位

①講演「ストレスチェック制度について」
②講演「ストレスチェック後の産業医による事後措置」
③講演「産業医による職場復帰判定」
④実地「職場復帰判定（メンタルヘルスⅡ）」
⑤講演「労働衛生教育・健康教育」

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．10．10（火）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）２単位 ①講演「ストレスチェック制度のあらましと、
　　　　　長時間労働者、高ストレス者に対する
　　　　　　　　　　　　　　面接指導の実施に関する研修」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．10．12（木）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）２単位 ①講演「ストレスチェック制度と産業保健」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．10．13（金）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「『過重労働』による健康障害防止対策と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働安全衛生法」

「平成２９年度
　　第１４回実務向上研修（Ａコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．10．14（土）
 09：40～17：00
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
  THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「身体の使い方から考え直す『心身の在り方』」
③講演「セルフケアに役立つマインドフルネス・スキル」

「東京都医師会
　　第３２回健康スポーツ医学研修会」
　東京都医師会主催

 H29．10．14（土）
 16：15～18：15

 東京都医師会
 千代田区神田駿河台２－５
 ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１

　７０名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　１０，０００円
　道府県医師会員・非会員
　　　　　　　　　　　　　　　　２０，０００円

　【 受講資格 】
  日本医師会認定健康スポーツ医
  登録者のみ受講可能

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会・非会員は直接東京
 都医師会医療支援課へ所定の様
 式にて申込む。

東京都医師会医療支援課
〒１０１－８３２８
　千代田区神田駿河台２－５
　ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１
　ＦＡＸ　０３－３２９２－７０９７

　申込締切日
　　　平成２９年９月１４日（木）
　　　（但し、定員になり次第締切）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「地域職域のスポーツ現場における
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　救急救命処置」

 H29．10．14（土）
 10：00～18：10

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（前期）７単位 ①講演「総論（２単位）」
②講演「産業医活動の実際（２単位）」
③講演「メンタルヘルス対策（１単位）」
④講演「有害業務管理（２単位）」

 H29．10．15（日）
 10：00～18：10

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

（前期）７単位 ①講演「健康管理（２単位）」
②講演「健康保持増進（１単位）
③講演「作業管理（２単位）」
④講演「作業環境管理（２単位）」

「東京都医師会・
  順天堂大学医師会産業医研修会」
　 東京都医師会主催

 ＴＫＰ神田駅前
　　　　　　　　ビジネスセンター
 千代田区鍛冶町２－２－１
　　　三井住友銀行
　　　　　　　神田駅前ビル５階
 ＴＥＬ　０３－５２９８－２６８０

　１００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　２０，０００円
　道府県医師会員　　　　　２５，０００円
　非　会　員　　　 　　 　  　３０，０００円

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会員及び非会員は
 順天堂大学医師会へ電話にて
 問い合わせる。

順天堂大学医師会
〒１１３－８４３１
　文京区本郷３－１－３
　ＴＥＬ　０３－５８０２－１１４０
　ＦＡＸ　０３－５８０２－１５８２

　受付期間
　　　平成２９年７月１日（土）
　　　　　　　　　～８月３１日（木）
　　（但し、定員になり次第締切）
　

受付終了いたしました

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．10．16（月）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「産業保健活動　産業医としての業務について
　　　　　　　（実際の産業医業務をどのように進めるか）」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．10．17（火）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「産業保健と法⑧（健康情報の取扱い）」

「認定産業医研修会」
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 H29．10．20（金）
 14：00～16：00

 東京産業保健
　　　　　　　総合支援センター
 千代田区三番町６－１４
　　日本生命三番町ビル３F
 ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

東京産業保健総合支援センターホー
ムページより、WEBまたはFAX（申込
用紙をダウンロード）にて申込む。

 http://www.tokyos.johas.go.jp/

東京産業保健総合支援センター
〒１０２－００７５
　千代田区三番町６－１４
　　　日本生命三番町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－５２１１－４４８０
　ＦＡＸ　０３－５２１１－４４８５

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「業務上疾病の労災補償」

「東京都医師会・
　　日本橋医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．10．21（土）
 13：30～17：40

 東京都医師会館講堂
 千代田区神田駿河台２－５
 ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１

　１００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　１１，０００円
　道府県医師会員・非会員１６，０００円
　

 申込書に所定事項を記入し、日本
 橋医師会へFAXまたは郵送にて
 申込む。
 なお、申込書は日本橋医師会
 ホームページよりダウンロード
 できます。
 
  日本橋医師会
　http://www.nihonbashi-med.com/
 

公益社団法人日本橋医師会
〒１０３－０００５
　中央区日本橋久松町１－２
　　　　　　　久松町区民館５Ｆ
　ＴＥＬ　０３－３６６６－０６８２
　FAX　０３－３６６９－５５７６

　申込締切日
　　 平成２９年９月２９日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　必着
　　 （但し、定員になり次第締切）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）２単位
（後期）２単位

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）１単位

①講演「改正労働安全衛生規則と今後の産業医制度」
②講演「治療と職業生活の両立支援と産業医の役割」
③実地「健康診断の事後措置
　　　　　　　　　　　　　　　　（就業区分判定の進め方）」
④実地「治療と職業生活の両立支援」

「東京都医師会・
　　荏原医師会・品川区医師会
　　　　　　　　　　　　産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．10．21（土）
 14：00～18：00

 荏原医師会館
 品川区中延２－６－５
 
　

　１００名（非会員の受講可／事前徴収）
　荏原・品川区医師会員　　 無　　　 料
　東京都医師会員  　   　　　５，０００円
　道府県医師会員・非会員　８，０００円

 

 所定の申込書によりＦＡＸまたは
 郵送にて申込む。
 

荏原医師会
〒１４２－００５３
　品川区中延２－６－５
　ＴＥＬ　０３－３７８３－５１６６
　ＦＡＸ　０３－３７８３－５４０３

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 非認定産業医は基礎研修
　
 認定産業医は生涯研修

（後期）４単位

（専門）４単位

①講演「職場でのメンタルヘルス対策の実際
　　　　　　　　（発達障害、若年性認知症などへの対応）」
②講演「長時間労働と過労死等防止対策」
③講演「受けよう、活かそう、ストレスチェック」
④講演「最近の労働衛生の動向」

「東京都医師会・
　　昭和大学医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．11．5（日）
 09：05～17：30

 昭和大学上條講堂・
　　　　　　　　　　４号館教室
 品川区旗の台１－５－８
 ＴＥＬ　０３－３７８４－８９１５
　

　３００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　　８，０００円
　道府県医師会員　　　　　１０，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　１２，０００円

 東京都医師会員は所属地区医師
 会へ申込む。
 道府県医師会員及び非会員は
 昭和大学医師会へホームページか
ら申込用紙をダウンロードのうえ、添
付メール或いはＦＡＸにて申込む。

 E-mail:
      shw-isikai@ofc.showa-u.ac.jp

昭和大学医師会
〒１４２－８６６６
　品川区旗の台１－５－８
　　　昭和大学病院管理課内
　ＴＥＬ　０３－３７８４－８９１５
　ＦＡＸ　０３－３７８４－８５１７

　申込締切日
　　　平成２９年９月２８日（木）
　（受付は先着順とし、
　　　　　　　定員になり次第締切）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）２単位
（後期）５単位

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）４単位

①講演「最近の労働衛生の動向」
②講演「不安症の認知行動療法と職場復帰までの期間」
③講演「両立支援ガイドラインの解説」
④講演「職場のポジティブメンタルヘルスと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワーク・エンゲイジメント」
⑤講演「コーヒーと健康
　　　　（産業保健における生活習慣病予防の観点から）」
⑥実地「定期健診のデータの読み方と事後措置」
⑦実地「メンタルヘルスにおける
　　　　　復職支援・就業配慮の実際
　　　　　　　　　　　（ストレスチェックへの対応を含めて）」

受付終了いたしました

受付終了いたしました

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「産業医学実践研修
　（産業保健実務
　　　　　　　　スキルアップセミナー）」
　産業医科大学
　　　　産業医実務研修センター主催

 H29．11．5（日）
 10：00～15：30

 ＴＫＰ東京駅日本橋
　　　　　カンファレンスセンター
 中央区八重洲１－２－１６
 ＴＥＬ　０３－３５１０－９１２３

　１５０名（非会員の受講可）
  受　　講　　料　　　　  　　　無　　　　料
 

 産業医科大学ホームページから
 申込む。（FAXも可能）
 詳細は、産業医科大学TOP→
 研修・セミナーのご案内→産業
 医学実践研修を参照。

 ホームページ
 http://www.uoeh-u.ac.jp/
          medical/training/
          jissenkensyu.htmｌ

 e-mail：
 mentalex@mbox.med.uoeh-u.ac.jp

 ※全日程に参加すること
 

産業医科大学
　　卒後支援課産業保健推進係
〒８０７－８５５５
　北九州市八幡西区
　　　　　　　　　医生ヶ丘１－１
　ＴＥＬ　０９３－６９１－７４６４
　ＦＡＸ　０９３－６９１－７４８５

　申込期間
　　 平成２９年９月１９日（月）～
　　　　　　　　　　１０月６日（金）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）4.5単位 ①実地「職場の腰痛予防」
②実地「職場巡視で使える簡易測定器」
③実地「化学物質のリスクアセスメント」

「産業医学実践研修
　（化学物質による
　　健康障害を
　　　　　　　　防止するための知識）」
　産業医科大学
　　　　産業医実務研修センター主催

 H29．11．11（土）
 13：00～17：00
  

 ＴＫＰ東京駅大手町
　　　　　カンファレンスセンター
 千代田区大手町１－８－１
　　　　　　ＫＤＤＩ大手町ビル
 ＴＥＬ　０３－３２４３－５２３１

　３０名（非会員の受講可）
  受　　講　　料　　　　  　　　無　　　　料
 

 産業医科大学ホームページから
 申込む。（FAXも可能）
 詳細は、産業医科大学TOP→
 研修・セミナーのご案内→産業
 医学実践研修を参照。

 ホームページ
 http://www.uoeh-u.ac.jp/
          medical/training/
          jissenkensyu.htmｌ

 e-mail：
 mentalex@mbox.med.uoeh-u.ac.jp

 ※全日程（２日間）に参加すること
 

産業医科大学
　　卒後支援課産業保健推進係
〒８０７－８５５５
　北九州市八幡西区
　　　　　　　　　医生ヶ丘１－１
　ＴＥＬ　０９３－６９１－７４６４
　ＦＡＸ　０９３－６９１－７４８５

　申込期間
　　 平成２９年９月１９日（月）～
　　　　　　　　　　１０月６日（金）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）４単位 ①講演「化学物質管理概論」
②講演「作業環境の評価と改善」
③講演「労働衛生保護具」

 H29．11．12（日）
 09：00～16：00

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）２単位
（専門）３単位

①講演「化学物質のリスクマネジメントの実際」
②講演「化学物質管理に関する最近の動向」
③実地「作業環境測定の実際（実習）」

「平成２９年度第５回
　産業医のための
　メンタルヘルス不調者への対応方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part２」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．11．18（土）
 13：40～16：50
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

　５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　ＴＨＰ登録者　　　　　　　１４，５８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１４，５８０円
　一　　　　般　　　　　　　　１６，２００円

　 【 受講資格 】
　健康測定専門研修修了医師、日本医師
  会認定産業医およびＴＨＰ指導者養成専
　門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホームペ
 ージよりWEBまたはＦＡＸ（申込用
 紙をダウンロード）にて申込む。
 
 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。
 １日間受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（実地）３単位 ①実地「産業医のための
　　　　　　　　　　　　メンタルヘルス不調者への対応方法
　　　　　　　　　　　（勤怠不良等、事例性の視点から）」

「平成２９年度
　　第１５回実務向上研修（Cコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．11．24（金）
 09：40～17：00

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「笑いによる心身の健康と健康指導への活かし方」
③講演「からだの時計に合わせて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベスト体調を作る食べ方」



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「東京都医師会・
　　大森医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．11．25（土）
 14：00～17：10

 大森医師会館
 大田区中央４－３１－１４
 ＴＥＬ　０３－３７７２－２４０２

　４０名（非会員の受講可／事前徴収）
　大田区三医師会員　　 　　３，０００円
　東京都医師会員　　　　　　４，０００円
　道府県医師会員　　　　　　５，０００円
　非　会　員　　　　　　　  　　６，０００円

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会員及び非会員は
 大森医師会へ電話にて申込む。

大森医師会
〒１４３－００２４
　大田区中央４－３１－１４
　ＴＥＬ　０３－３７７２－２４０２
　ＦＡＸ　０３－３７７７－７６２２

　申込締切日
　　　平成２９年１０月２５日（水）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）３単位

（専門）３単位

①講演「働く女性のメンタルヘルスケア」
②講演「若年性アルツハイマー病の両立支援について」
③講演「妊娠している労働者の就業上の注意」

「平成２９年度
　　第３回健康測定実践セミナー
　　（運動負荷試験の実際と
　　　　　　　個人指導票作成を学ぶ）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．12．3（日）
 09：30～17：40
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

　３０名（非会員の受講可／事前徴収）
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　３７，０３０円
　一　　　　般　　　　　　　　４１，１４０円

  【 受講資格 】
　　産業医（労働安全衛生法第１３条
　　２項に規定する要件を備えた者）

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 
 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。
 １日間受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（実地）３単位
（専門）２単位

①講演「THPの考え方と運動負荷試験の基礎知識」
②実地「運動負荷試験の実際（安全対策）」
③講演「健康測定結果に基づく個人指導票の作成」

「東京都医師会・
　　女子医大医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H29．12．3（日）
 13：10～17：30

 東京女子医科大学
　　　　　　　弥生記念講堂
 新宿区河田町８－１
 ＴＥＬ　０３－３３５３－８１１１
　

　２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　女子医大医師会員　　  　　４，０００円
　東京都医師会員  　   　　　８，０００円
　道府県医師会員・非会員 １２，０００円
　

 

 東京都医師会員は所属地区医師
 会へ申込む。
 女子医大医師会員、道府県医師
 会員及び非会員は、所定の申込
 書をホームページからダウンロー
 ドのうえ、女子医大医師会へメー
 ルまたはFAXにて申込む。
 
　http://www.twmu.ac.jp/ISHIKAI/

  e-mail : ｉｎfo＠ishikai.twmu.ac.jp

 

女子医大医師会事務局
〒１６２－８６６６
　新宿区河田町８－１
　　　　　　　　　　第三別館６階
　ＴＥＬ・FAX
　　　　　０３－５３６９－６１３５

　申込締切日
　　  平成２９年１１月１０日（金）

  

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）４単位

（更新）１単位
（専門）３単位

①講演「『治療と職業生活の両立支援』が目指すもの」
②講演「『復職ガイダンス』の推奨から実践へ」
③講演「両立支援における、主治医と産業医の連携」
④講演「がん治療と就労の両立支援
　　　　　　　　　　　　　（産業看護職との連携を中心に）」

「平成２９年度東京都医師会
　　産業医生涯（実地）研修会」
　東京都医師会主催

 H29．12．9（土）
 14：00～17：15

 東京都医師会館
 千代田区神田駿河台２－５
 ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１

　１００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　　６，０００円
　道府県医師会員　　　　　　８，０００円
　非　　会　　員　　　　　　  １２，０００円
　

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会員・非会員は所定の
 申込書により、直接東京都医師会
 医療支援課へ申込む。
 申込書は、東京都医師会ホーム
 ページから印刷できます。
 
 http://www.tokyo.med.or.jp/

東京都医師会医療支援課
〒１０１－８３２８
　千代田区神田駿河台２－５
　ＴＥＬ　０３－３２９４－８８２１
　ＦＡＸ　０３－３２９２－７０９７

　申込締切日
　　　平成２９年１０月３０日（月）
　（但し、定員になり次第締切り）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）３単位 ①実地「職場巡視」
②実地「過重労働対策と面接指導」

「平成２９年度
　　第１８回実務向上研修（Bコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H29．12．16（土）
 09：40～17：00
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
  THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「メンタルヘルス・リスクアセスメントとは」
③講演「腰痛は脳で治す～心理社会的なアプローチ～」

「東京都医師会・
　　東京大学医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H30．1．6（土）
 13：30～18：50

 東京大学医学部鉄門講堂他
 文京区本郷７－３－１
 ＴＥＬ　０３－３８１２－２１１１

　２８０名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　  １０，０００円
　道府県医師会員　　 　　 １３，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　１６，０００円

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジ にアクセスし、申込書を印刷の
 上、郵送にて申込む。

 http://www.human-research.jp/
　　　kensyukai/kensyu_ninsk.html

東京大学医師会
　　　　　　　産業医研修会事務局
〒１６０－００１１
　新宿区若葉２－５－１６
　　　　　　　　　　　向井ビル３Ｆ
        　　ヒューマン・リサーチ内
　ＴＥＬ　０３－３３５８－５３６０
　ＦＡＸ　０３－３３５８－４００２

　申込締切日
　　　平成２９年１２月１１日（月）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）２単位
（後期）３単位

（更新）1.5単位
（実地）２単位
（専門）1.5単位

①講演「産業医として読む法令改正」
②講演「治療と職業生活の両立支援」
③実地「化学物質のリスクアセスメントの活用」

受付終了いたしました

受付終了いたしました



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成２９年１０月２日）に更新されます。
名　称　及　び　主　催 日　　時 会　　場 定　員　・　受　講　料 申　し　込　み　方　法 申し込み先・申し込み締切     研 　修  単  位 研　　 修　 　内　 　容

「平成２９年度第６回
　産業医のための
　メンタルヘルス不調者への対応方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part２」
　中央労働災害防止協会主催

 H30．1．20（土）
 13：40～16：50
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

　５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　ＴＨＰ登録者　　　　　　　１４，５８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１４，５８０円
　一　　　　般　　　　　　　　１６，２００円

　 【 受講資格 】
　健康測定専門研修修了医師、日本医師
  会認定産業医およびＴＨＰ指導者養成専
　門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホームペ
 ージよりWEBまたはＦＡＸ（申込用
 紙をダウンロード）にて申込む。
 
 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。
 １日間受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（実地）３単位 ①実地「産業医のための
　　　　　　　　　　　　メンタルヘルス不調者への対応方法
　　　　　　　　　　　（勤怠不良等、事例性の視点から）」

「平成２９年度
　　第２０回実務向上研修（Bコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H30．2．4（日）
 09：40～17：00
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
  THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「メンタルヘルス・リスクアセスメントとは」
③講演「腰痛は脳で治す～心理社会的なアプローチ～」

「平成２９年度第７回
　産業医のための
　メンタルヘルス不調者への対応方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part２」
　中央労働災害防止協会主催

 H30．3．10（土）
 13：40～16：50
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

　５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　ＴＨＰ登録者　　　　　　　１４，５８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１４，５８０円
　一　　　　般　　　　　　　　１６，２００円

　 【 受講資格 】
　健康測定専門研修修了医師、日本医師
  会認定産業医およびＴＨＰ指導者養成専
　門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホームペ
 ージよりWEBまたはＦＡＸ（申込用
 紙をダウンロード）にて申込む。
 
 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。
 １日間受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（実地）３単位 ①実地「産業医のための
　　　　　　　　　　　　メンタルヘルス不調者への対応方法
　　　　　　　　　　　（勤怠不良等、事例性の視点から）」

「平成２９年度
　　第２５回実務向上研修（Ａコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H30．3．20（火）
 09：40～17：00
  

 中央労働災害防止協会
　　　　　　安全衛生総合会館
 港区芝５－３５－２
 ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７

  １００名（非会員の受講可／事前徴収）
  THP登録者　　　　　　　　１８，５１０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　１８，５１０円
　一　　　　般　　　　　　　　２１，６００円

  【 受講資格 】
　　健康測定専門研修修了医師、日本医
　　師会認定産業医およびTHP指導者養
　　成専門研修修了者

 中央労働災害防止協会ホーム
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 http://www.jisha.or.jp/health/

中央労働災害防止協会
　　　　　　　　　健康快適推進部
〒１０８－００１４
　港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館６階
  ＴＥＬ　０３－３４５２－２５１７
　ＦＡＸ　０３－３４５３－０７３０

　申込締切日
　　　定員になり次第締切

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）５単位 ①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「セルフケアに役立つマインドフルネス・スキル」
③講演「身体の使い方から考え直す『心身の在り方』」

「東京都医師会・
　　慈恵医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H30．6．3（日）
 09：30～18：40

 きゅりあん
　（品川区立総合区民会館）
 品川区東大井５－１８－１
 ＴＥＬ　０３－５４７９－４１００

　１０００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　  　８，０００円
　道府県医師会員　　　　　１０，０００円
　　（東京都医師会未加入会員）
　非　　会　　員 　　　   　　１２，０００円

 当研修会ホームページ内より オン
 ラインにて申込み、またはホーム
 ページ内よりＦＡＸ用紙をダウンロ
 ードして申込む。

 http://procomu.jp/tdjdi2018/

慈恵医師会
　　　　　　　産業医研修会事務局
〒１３５－００６３
　江東区有明３－６－１１
　　　　　　ＴＦＴビル東館９階
  株式会社
　プロコムインターナショナル内
　ＴＥＬ　０３－５５２０－８８２１
　ＦＡＸ　０３－５５２０－８８２０

　申込締切日
　　　平成３０年５月１１日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）８単位

（更新）１単位
（専門）７単位

①講演「労働衛生関係法規」
②講演「働く人の頭痛
　　　　　　（危険な頭痛から生産性に影響する頭痛まで）」
③講演「働く人の睡眠障害」
④講演「両立支援に必要な知識（１）がん」
⑤講演「両立支援に必要な知識（２）糖尿病」
⑥講演「両立支援に必要な知識（３）精神疾患」
⑦講演「口から見えてくる健康格差（職域での重要性）」
⑧講演「就労女性の健康管理」


