
※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３０年１０月１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

 H30．8．1（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「労働安全衛生法の理解を深める」

「平成３０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

 H30．8．5（日）
 9：40～16：20

 日本建築学会
 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
　ＴＥＬ　０３－３４５３－７９３５
  ＦＡＸ　０３－３４５３－９６４７

　申込締切日
　　　 平成３０年７月２７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「プレゼンティーズムを減らそう！（腰痛・肩こりのメカニズムと対策、
　　　　　がん・治療と就労の両立支援（周知と適切な連携に向けて）」
③講演「職場のポジティブメンタルヘルス
　　　　　（ワークエンゲイジメントに注目した組織と個人の活性化）」
④講演「経皮吸収による化学物質の曝露をふせぐ（化学防護手袋を学ぶ）」

「平成３０年度第８回実務向上研修（Ｄ
コース）」
中央労働災害防止協会主催

 H30．8．9（木）
 9：40～17：00

 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「睡眠負債を溜めないための働く人々の疲労対策」
③講演「アドラー流（ＴＨＰ指導に活かす勇気づけコミュニケーション）」

「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

 H30．8．9（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「働き方改革と健康管理」

「平成３０年度第９回実務向上研修（Ｂ
コース）」
中央労働災害防止協会主催

 H30．8．10（金）
 9：40～17：00

 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）」



※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３０年１０月１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

 H30．8．11（土）
 12：50～19：05

 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。

（前期）６単位 ①講演「産業医活動の実際（８）」
②講演「有害業務管理（７）」
③講演「作業管理（６）」

 H30．8．12（日）
 9：00～18：15

 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。

（前期）８単位 ①講演「作業環境管理（５）」
②講演「メンタルヘルス対策（３）」
③講演「総論（１）『産業医の職務』」
④講演「健康保持増進（４）」
⑤講演「健康管理（２）」

 H30．8．13（月）
 9：00～18：15

 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「海外派遣労働者の健康管理」
②講演「労働衛生行政」
③講演「環境発がんとその予防」「内分泌かく乱化学物質」
④講演「最近の労働災害事例」
⑤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」

 H30．8．14（火）
 9：00～18：15

 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・作業管理を通じた職域の感染症対策（事例検討）」
②実地「化学物質のリスク低減に関する工学的対策
　　　　　（局所排気、プッシュプル型換気装置）の実地研修」
③実地「化学防護手袋・服と呼吸用保護具の適正な選択と使用」
④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」
⑤実地「化学物質リスクアセスメント」
⑥実地「産業医のための屋内環境測定」
⑦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）」

 H30．8．15（水）
 9：00～18：20

 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「産業医に必要な法律知識」「過労死の医学的側面」
②講演「産業歯科保健と健康管理」
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「職場における結核感染への対応」
⑤講演「健康診断後の事後措置」

 H30．8．16（木）
 9：00～18：15

 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「障害を持つ労働者の安全および健康管理」
　　　　  「職域における保健機能食品の有効活用法」
②講演「健康情報とその評価（疫学的方法論）」
③講演「事務職場での職場巡視」
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」

 H30．8．17（金）
 9：00～13：15

 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）４単位 ①講演「産業メンタルヘルス総論」
②講演「職場の腰痛対策」
③講演「ストレスチェック実施について」

「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

 H30．8．23（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」

「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

 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、または申込書を電話
 にて請求のうえ、ＦＡＸ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３０年６月１５日（金）

受付終了



※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３０年１０月１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

 H30．8．24（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」

「平成３０年度第１０回実務向上研修
（Ｃコース）」
中央労働災害防止協会主催

 H30．8．25（土）
 9：40～17：00

 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３０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

 H30．8．26（日）
 9：30～17：40
  

 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（実地）」
一般社団法人日本労働安全衛生コン
サルタント会主催

 H30．8．26（日）
 13：30～16：40

 グランパークプラザ棟
　　　　　　　     ４０１ホール
 港区芝浦３－４－１
　　　　　　　田町グランパーク
 TEL　０３－５４４１－２１００

　５０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　講　料　　　　　　　　　 １２，０００円
 

 日本労働安全衛生コンサルタント
 会のホームページにアクセスし、
 講習会・研修会スケジュールの
 当該研修会欄より、ＷＥＢにて申
 込む。
 または「ＦＡＸ申込」の受講申込書
 によりＦＡＸにて申込む。

 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３０年８月３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）３単位 ①実地「がんの治療と仕事の両立支援（グループワークを始める前に）」
②実地「がんの治療と仕事の両立をどのように支援してゆくか症例提示とその検討
　　　　　（事例提示とグループワークによる症例検討）」

「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

 H30．8．27（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。

（更新）２単位 ①講演「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策の進め方」

「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

 H30．8．28（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「職場の感染症対策」

「東京都医師会・狛江市医師会産業
医研修会」
東京都医師会主催

 H30．8．28（火）
 19：30～21：30

 狛江市医師会研修室
　　　　　　　あいとぴあ２階
 狛江市元和泉２－３５－１
　　　　あいとぴあセンター内
 
 
 

　５０名（非会員の受講不可）
　受　講　料　　　　　　　　　 無        料

  【 受講資格 】
　　三鷹市・武蔵野市・西東京市・調布市・
　　狛江市・清瀬市・東久留米市の医師
　　会員

 狛江市医師会へＦＡＸにて申込む。 狛江市医師会
〒２０１－００１３
　狛江市元和泉２－３５－１
　ＴＥＬ　０３－３４８８－２２６７
　ＦＡＸ　０３－３４８８－５２８７

　申込締切日
　　　平成３０年８月６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）１単位
（後期）１単位

（実地）１単位
（専門）１単位

①講演「健康診断結果に基づく事後措置面接について」
②実地「医師面接の実際」

「第１６回日本スポーツ精神医学会総
会・学術集会」
日本スポーツ精神医学会主催

 H30．9．1（土）
 10：30～15：00

 薬業健保会館
 千代田区永田町２－１７－２
 ＴＥＬ　０３－３５８１－１２３１

　３００名（非会員の受講可／当日徴収）
　会　員・非会員　　　  　　　　８，０００円

 学会集会ホームぺージ掲載の申
 込フォームより申込む。

 https://jasp08.wixsite.com/jasp16

第１６回日本スポーツ精神医学会
　　　総会・学術集会運営事務局
〒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３０年８月１６日（木）

 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）３単位 ①講演「産業医学的視点から考えるスポーツとメンタルヘルス」
②講演「勤労者うつ病対策（スポーツの一次予防から三次予防に果たす役割）」
③シンポジウム「スポーツを職場のメンタルヘルスに活用する」



※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３０年１０月１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・練馬区医師会産業
医研修会」
東京都医師会主催

 H30．9．1（土）
 14：00～18：15

 練馬区医師会
 練馬区高野台２－２３－２０
　　練馬区医師会館１階
　　　　　　　　　多目的ホール
 ＴＥＬ　０３－３９９７－６９３１

　５０名（非会員の受講不可／事前徴収）
　練馬区医師会員　　 　　 　５，０００円

 電話またはＦＡＸにて申込む。 練馬区医師会
〒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３０年７月３１日（火）

 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

（実地）１単位
（専門）３単位

①講演「職場復帰におけるリワークプログラムの役割（うつ病ケースの対策を交えて）」
②講演「紙巻きタバコ・加熱式タバコと職場の喫煙対策」
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」

「第３７回日本臨床運動療法学会学術
集会教育セミナー」
日本臨床運動療法学会主催

 H30．9．2（日）
 9：00～11：30
  

 大妻女子大学
　　　　　千代田キャンパス
 千代田区三番町１２番地
 ＴＥＬ　０３－５２７５－６０００

　２００名（非学会員の受講可／当日徴
収）
　会　員  ・非学会員　 　　　８，０００円

 学術集会ホームページから申込
 む。

 http://www.assiste-j.net/
                  jacetp37/index.html

 

 
、

（株）アシステジャパン
　　　　　　　　　　担当：江川正幸
〒１６２－００６５
　新宿区住吉町１１－２０
　　　　　　　　　　マノア大栄１Ｆ
　ＴＥＬ　０３－３３５５－１７３１
　ＦＡＸ　０３－３３５５－１７３２
 
  申込締切日
　　 平成３０年８月１９日（日）

 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）2.5単位 ①講演「心肺運動負荷試験から学ぶ運動処方と職域での運動指導」

「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

 H30．9．3（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

 H30．9．4（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快適職場」

「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

 H30．9．6（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「働き方改革と健康管理」

「東京都医師会・第２０回東邦大学医
師会産業医研修会」
東京都医師会主催

 H30．9．9（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）
　東京都医師会員　　　　　　６，０００円
　道府県医師会員　　　　　　８，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　　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３０年７月２７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）４単位

（更新）１単位
（実地）１単位
（専門）３単位

①講演「職場におけるメンタルヘルス」
②講演「がんの両立支援」
③講演「災害と産業医」
④講演「働き方改革と労働安全衛生法に関する動向
　　　　　（産業医の役割強化と両立支援の取り組みについて）」
⑤実地「ストレスチェック面接指導の実際」

「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

 H30．9．11（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「建設現場の職場巡視」

「東京都医師会・西東京市医師会産
業医研修会」
東京都医師会主催

 H30．9．11（火）
 19：45～21：45

 西東京市防災センター６階
　　　　　　　　　　　　講座室Ⅱ
 西東京市中町１－５－１
 ＴＥＬ　０４２－４６４－１３１１

 
 

　４０名（非会員の受講不可）
　受　講　料　　　　　　　　　 無        料

  【 受講資格 】
　　三鷹市・武蔵野市・西東京市・調布市・
　　狛江市・清瀬市・東久留米市の医師
　　会員

 西東京市医師会へＦＡＸにて申込
 む。

西東京市医師会
〒２０２－００１３
　西東京市中町１－１－５
　　　　　西東京市中町分庁舎
　ＴＥＬ　０４２－４２１－４３２８
　ＦＡＸ　０４２－４２４－３７２９

　申込締切日
　　　平成３０年８月１７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）１単位

（実地）１単位
（専門）１単位

①講演「健康教育と健康増進活動」について
②実地「健診結果に基づく事後措置の事例検討」について

受付終了



※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３０年１０月１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

 H30．9．13（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「職場における睡眠障害」

「第３０６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

 H30．9．13（木）
 18：30～20：30

 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３０年９月３日（木）

 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 メインテーマ「双極性障害」
①講演「働く場でできる、双極性障害への支援と対応」
②ディスカッション「産業医として支援できること、対応すべきこと」

 H30．9．14（金）
 14：00～16：00

 （株）朝日プリンテック
　　　　　　　　　　　　築地工場
 中央区築地５－３－２
 ＴＥＬ　０３－６２７８－５６８０

 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「印刷業における産業医活動の実際」

 H30．9．14（金）
 13：40～16：00

全日本空輸（株）
ANAコンポーネント
　　　メンテナンスビル１階
大田区羽田空港港３－５－４
ＴＥＬ　０３－６７００－２２２２

 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「航空運輸業における産業医活動の実際」

 H30．9．14（金）
 13：10～16：00

 （株）宮地鉄工所
 大田区昭和島１－１－１２
 ＴＥＬ　０３－３７６２－５７５１

 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「鍛造加工業における危険有害業務を含めた衛生管理全般について」

 H30．9．14（金）
 14：00～16：00

 旭硝子（株）京浜工場
 横浜市鶴見区末広町１－１
 ＴＥＬ　０４５－５０３－７１００

 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「硝子製品製造業における危険有害業務を含めた衛生管理全般について」

 H30．9．14（金）
 14：00～16：00

 東海旅客鉄道（株）
　　　　　　新幹線大井基地
 品川区八潮

 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「鉄道運輸業における危険有害業務を含めた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛生管理全般について」

　２５～５００名（非学会員の受講可）
　※会場により定員が異なります。

　（事前参加登録）
　学　会　員　　　　 　　　　　 ７，０００円
　非 学 会 員  　               ９，０００円
　（実地研修申込の場合、受講料として、
    別途３，０００円必要。）

　（当日参加登録）
　学　会　員　　　　　　　　　　８，０００円
　非 学 会 員  　　　　　　　　９，０００円
　（実地研修は当日受付不可。）

　※第２８回日本産業衛生学会全国協
    議会への登録必須。

 

第２８回日本産業衛生学会
　　　　　全国協議会運営事務局
〒１０７－００５２
　港区赤坂２－１８－１４－４Ｆ
　ＴＥＬ　０３－３２３０－０７８７

　事前参加登録締切日
　 平成３０年８月１０日（金） 正午

「第２８回日本産業衛生学会全国協議
会」
第２８回日本産業衛生学会全国協議
会・東京都医師会共催

 第２８回日本産業衛生学会全国
 協議会ホームページの事前参加
 登録より申込む。

 http://
 sanei2018.jp/sannkatouroku.html



※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３０年１０月１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

 H30．9．15（土）
 10：00～11：00

 東京工科大学
 蒲田キャンパス片柳アリーナ
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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）１単位 ①基調講演１「働き方の変革期における戦略的産業保健とは」

 H30．9．15（土）
 11：05～11：50

 東京工科大学
 蒲田キャンパス片柳アリーナ
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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）0.5単位 ①基調講演２「働き方改革の行方」

 H30．9．15（土）
 13：20～15：30

 東京工科大学
 蒲田キャンパス片柳アリーナ
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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シンポジウム「働き方の変革期における戦略的産業保健
　　　　　　　　　　（すべての働く人々の健康のために）」

 H30．9．15（土）
 13：20～14：20

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第３会場
　　　（３号館１０階階段教室
Ａ）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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）１単位 ①教育講演１「労働時間とメンタルヘルス」

 H30．9．15（土）
 14：30～15：30

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第３会場
　　　（３号館１０階階段教室
Ａ）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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）１単位 ①教育講演３「非正規雇用と働き方改革」

 H30．9．15（土）
 16：30～18：30

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第５会場
　　（３号館１０階　３１０１２）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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シンポジウム「嘱託産業医の現状と課題」

 H30．9．15（土）
 17：00～18：00

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第３会場
　（３号館１０階　階段教室Ａ）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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）１単位 ①教育講演５「肝炎治療の今（治療と就労の両立支援のために知っておきたいこと）」

 H30．9．15（土）
 16：30～18：30

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第４会場
　（３号館１０階　階段教室B）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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公募企画１「治療と仕事の両立を実現するために何が必要か？」

「第２８回日本産業衛生学会全国協議
会」
第２８回日本産業衛生学会全国協議
会・東京都医師会共催

　２５～５００名（非学会員の受講可）
　※会場により定員が異なります。

　（事前参加登録）
　学　会　員　　　　 　　　　　 ７，０００円
　非 学 会 員  　               ９，０００円
　（実地研修申込の場合、受講料として、
    別途３，０００円必要。）

　（当日参加登録）
　学　会　員　　　　　　　　　　８，０００円
　非 学 会 員  　　　　　　　　９，０００円
　（実地研修は当日受付不可。）

　※第２８回日本産業衛生学会全国協
    議会への登録必須。

 

 第２８回日本産業衛生学会全国
 協議会ホームページの事前参加
 登録より申込む。

 http://
 sanei2018.jp/sannkatouroku.html

第２８回日本産業衛生学会
　　　　　全国協議会運営事務局
〒１０７－００５２
　港区赤坂２－１８－１４－４Ｆ
　ＴＥＬ　０３－３２３０－０７８７

　事前参加登録締切日
　 平成３０年８月１０日（金） 正午



※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３０年１０月１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

 H30．9．16（日）
 9：00～11：00

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第２会場
 （３号館地下１階
　　　　　　　　　地下ホール）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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シンポジウム「働き方の変革期における戦略的産業保健をどう実現するのか」

 H30．9．16（日）
 9：00～11：00

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第３会場
 （３号館１０階　階段教室A）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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公募企画２「産業医の権限強化について（産業医の勧告権について考える）」

 H30．9．16（日）
 9：00～11：00

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第５会場
 　　　　　　　（３号館１０階）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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公募企画４「小規模事業場で働く人々に対する戦略的健康支援」

 H30．9．16（日）
 14：00～16：00

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第４会場
　（３号館１０階　階段教室B）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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公募企画６「労働生産性の向上や職場の活性化に資する健康管理及び健康増進手
法」

 H30．9．16（日）
 14：00～16：00

 東京工科大学
 蒲田キャンパス第５会場
　（３号館１０階）
 大田区西蒲田５－２３－２２

 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公募企画７「化学物質による経皮吸収ばく露防護
　　　　　　　　　（化学防護手袋の適正な選定、使用および交換（廃棄）を提案する）」

「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

 H30．9．15（土）
 13：50～17：30

 板橋区立文化会館
　　　　　　　　　４階大会議室
 板橋区大山東町５１－１
 ＴＥＬ　０３－３５７９－２２２２

　１５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　城北ブロック医師会員　　 ３，０００円
　東京都医師会員　　　　　　４，０００円
　道府県医師会員・非会員 ５，０００円

 城北ブロック医師会員及び東京都
 医師会員は、所属医師会へ申込
 む。
 道府県医師会員、非会員は板橋
 区医師会へ直接申込む。

板橋区医師会
〒１７３－００１２
　板橋区大和町１－７
　ＴＥＬ　０３－３９６２－１３０１
　FAX　０３－３９６４－３６５２

　申込締切日
　　　 平成３０年６月２９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）３単位

（専門）３単位

①講演「治療と仕事の両立支援について（がん治療を中心に）」
②講演「過重労働（その問題点と対策について）」
③講演「職場での受動喫煙防止対策について」

 H30．9．16（日）
 9：00～17：20

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

 H30．9．17（月・祝）
 9：00～17：20

 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「健康保持増進（健康保持増進）」
②講演「作業管理（作業管理）」
③講演「健康管理（健康管理）」
④講演「有害業務管理（有害業務管理）」

「第２８回日本産業衛生学会全国協議
会」
第２８回日本産業衛生学会全国協議
会・東京都医師会共催

「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

 日本医科大学教育棟
 文京区向丘２－２０－１０
 ＴＥＬ　０３－３８２２－２１３１
　

日本医科大学医師会
　　　　　　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３０年８月２４日（金）
　　　（定員になり次第締切）

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジより申込む。
 または、申込書を電話にて請求の
 上、ＦＡＸにて申込む。

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

　２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　日医大医師会員　　　　　１８，０００円
　東京都医師会員　　　　　１９，０００円
　道府県医師会員　　　　　２３，０００円
  非　会　員　　　　　　　　　２７，０００円
　(受講料は２日間の金額です）

　

　２５～５００名（非学会員の受講可）
　※会場により定員が異なります。

　（事前参加登録）
　学　会　員　　　　 　　　　　 ７，０００円
　非 学 会 員  　               ９，０００円
　（実地研修申込の場合、受講料として、
    別途３，０００円必要。）

　（当日参加登録）
　学　会　員　　　　　　　　　　８，０００円
　非 学 会 員  　　　　　　　　９，０００円
　（実地研修は当日受付不可。）

　※第２８回日本産業衛生学会全国協
    議会への登録必須。

 

 第２８回日本産業衛生学会全国
 協議会ホームページの事前参加
 登録より申込む。

 http://
 sanei2018.jp/sannkatouroku.html

第２８回日本産業衛生学会
　　　　　全国協議会運営事務局
〒１０７－００５２
　港区赤坂２－１８－１４－４Ｆ
　ＴＥＬ　０３－３２３０－０７８７

　事前参加登録締切日
　 平成３０年８月１０日（金） 正午

受付終了



※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３０年１０月１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

「第１２回産業メンタルヘルス講演会」
公益社団法人日本精神神経科診療
所協会・一般社団法人東京精神神経
科診療所協会共催

 H30．9．17（月・祝）
 13：10～16：30

 東京国際フォーラム
　　　　　　　　　　ホールＤ７
 千代田区丸の内３－５－１
 ＴＥＬ　０３－５２２１－９０００

　２９２名（非学会員の受講可／当日徴
収）
　日精診・東精診会員　　　 １，０００円
　非  会  員                    ２，０００円

 

 所定の申込用紙をホームページ
 よりダウンロードのうえ、ＦＡＸにて
 申込む。

 http://www.japc.or.jp/

日本精神神経科診療所協会
〒１５１－００５３
　渋谷区代々木１－３８－２
　　　　　　　　　ミヤタビル７階
　ＴＥＬ　０３－３３２０－１４２３
　ＦＡＸ　０３－３３２０－９１２０

　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）３単位 ①特別講演
　　「働き方改革とこれからのメンタルヘルス対策」
　　「法務から見たメンタルヘルス不調の背景要因
　　（業務上要因と業務外要因の区別と見立てをめぐって）」
②シンポジウム
　　「業務外要因をかかえた休復職ケースの安定就労に必要な配慮とは」

「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

 H30．9．18（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。

（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）」

「東京都医師会・荒川区医師会第６６
回産業医研修会」
東京都医師会主催

 H30．9．18（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

　５０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。

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３０年８月３１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）２単位

（専門）２単位

①講演「働き方改革と健康管理」

「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

 H30．9．22（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　　　　　 　９，０００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３０年９月８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「働き方改革と産業医の役割」
②講演「がんの治療と就労の両立支援（安心して働ける職場づくり）」
③講演「メンタル不調による休職者に対する復職支援」
④講演「労働者の健康に関するエビデンスの構築（職域多施設研究の取り組み）」
⑤講演「化学物質等による健康障害防止のための職場巡視時と社員教育のポイント」
⑥実地「職場におけるリスクアセスメントの実際」

「産業医学実践研修（有害物質の生
体影響と管理）」
産業医科大学産業医実務研修セン
ター主催

 H30．9．22（土）
 13：00～18：20

 ＴＫＰ東京駅前
　　　　　カンファレンスセン
ター
 中央区八重洲１－５－２０
　              石塚八重洲ビル
 ＴＥＬ　０３－６２１４－１６３３

　５０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３０年７月１７日（火）～
　　　　　　　　　　８月３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）５単位 ①講演「粉じん・石綿の労働衛生管理」
②講演「職場の発がん要因」
③講演「化学災害の基礎知識」

「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

 H30．9．23（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
 ジより申込、または申込書を電話
 にて請求のうえ、ＦＡＸ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３０年９月７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（産業医の役割を考える）」
②講演「職域におけるこれからのがん対策」
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

 H30．9．26（水）
 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」



※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３０年１０月１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・東京都港区医師会
認定産業医研修会」
東京都医師会主催

 H30．9．29（土）
 14：00～17：00

 東京都港区医師会館
 港区麻布十番１－４－２
 ＴＥＬ　０３－３５８２－６２６１

　８０名（非会員の受講不可）
　港区医師会員　　　　　　  　無　　　 料

　【 受 講 資 格 】
  港区医師会員のみ受講可能

 

 氏名、医療機関名、連絡先、認定
 の有無、認定有の場合は認定番
 号を記入のうえ、 FAX にて申込
 む。

東京都港区医師会事務局
〒１０６－００４５
　港区麻布十番１－４－２
　ＴＥＬ　０３－３５８２－６２６１
　ＦＡＸ　０３－３５８２－６２６４

　申込締切日
　　　平成３０年９月１８日（火）

 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「発達障害について」
②講演「産業医のための医療紛争防止対策について」

「産業医学実践研修（使える！労働安
全衛生マネジメントシステムの知識と
活用法」
産業医科大学産業医実務研修セン
ター主催

 H30．9．30（日）
 9：00～16：00

 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

　５０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３０年７月１７日（火）～
　　　　　　　　　　８月３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）3.5単位
（専門）1.5単位

①実地「確実な改善につなげるための取組み（職場巡視の映像を利用して）」
②実地「リスクアセスメントの理解と職場巡視との繋がり（ＲＡの実践を通じて）」
③講演「ＯＳＨＭＳの概要と文書体系の理解」
④実地「監査結果に基づく改善（グループワークと発表）」
⑤講演「システム文書（完成版）の解説と質疑応答」

「平成３０年度第３回産業医に求めら
れるストレスチェック制度への対応」
中央労働災害防止協会主催

 H30．9．30（日）
 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「産業医に求められるストレスチェック制度への対応」

「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

 H30．10．2（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快適職場」

「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

 H30．10．4（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「働き方改革と健康管理」

 H30．10．6（土）
 9：00～18：00

 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「メンタル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」

 H30．10．7（日）
 9：00～17：00

 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

（更新）１単位
（専門）６単位

①講演「産業医と法律」
②講演「女性労働者・高年齢労働者の健康管理」
③講演「安全衛生委員会における産業医の役割」
④講演「ストレスチェック後の産業医による事後措置」
⑤講演「夜勤勤務者の健康管理」
⑥講演「作業環境改善と評価」

 H30．10．8（月・祝）
 9：00～17：00

 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実際」
⑥講演「化学物質リスクアセスメント」

「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

 日本医科大学教育棟
 文京区向丘２－２０－１０
 ＴＥＬ　０３－３８２２－２１３１

日本医科大学医師会
　　　　　　　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３０年９月６日（木）
　　（但し、定員になり次第締切）

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジより申込む。

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

　２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　日医大医師会員　　　　　３５，０００円
　東京都医師会員　　　　　４０，０００円
　道府県医師会員　　　　　５０，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　６３，０００円
　（受講料は３日間の金額です）

　

受付終了



※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３０年１０月１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３０年度第１５回実務向上研修
（Ａコース）」
中央労働災害防止協会主催

 H30．10．6（土）
 9：40～17：00

 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「職場における新たな健康問題（座りすぎの現状と対策）」
③講演「豊かな運動で高める脳フィットネス」

「平成３０年度人間ドック研修会」
全日本病院協会主催

 H30．10．6（土）
 16：00～18：00

 グランドニッコー東京台場
 港区台場２－６－１
 ＴＥＬ　０３－５５００－６７１１

 
 

　１００名（非学会員の受講可／事前徴
収）
　【 事前登録 】
　会員（理事長・院長）　　　 ３２，４００円
　会員（理事長・院長以外） １０，８００円
　会員以外の医師　　　　　  １２，９６０円

　【当日登録 】
  会員（理事長・院長）　　　 ３７，８００円
　会員（理事長・院長以外） １２，９６０円
　会員以外の医師　　　　　　１６，２００円
 
  ※研修会への参加は無料となりますが、
　　 学会の参加登録料が必要となります。

 第６０回全日本病院学会in東京へ
 の事前参加登録については、学
 会ホームページより登録する。

 http://
  a.jha60tokyo.org/regist_part.html

全日本病院協会
〒１０１－８３７８
　千代田区神田猿楽町２－８－８
　　　住友不動産猿楽町ビル７階
　ＴＥＬ　０３－５２８３－７４４１
　ＦＡＸ　０３－５２８３－７４４４

　事前参加登録締切日
　　　平成３０年８月２０日（月）

 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「医療職のためのこれからの特定保健指導」

「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

 H30．10．11（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）」

「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

 H30．10．12（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。

（更新）2.5単位 ①講演「化学物質のリスクアセスメントの義務化について」

「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

 H30．10．15（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

 H30．10．17（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」

「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

 H30．10．19（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「産業保健の歴史と今後の展望」

「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

 H30．10．20（土）
　（午前の部）
 9：20～12：40
  （午後の部）
 13：40～17：00
  

 中央労働災害防止協会
 港区芝５－３５－２
　　　　　　安全衛生総合会館
  ＴＥＬ　０３－３４５２－６８４１

　１２０名（非会員の受講可／事前徴収）
　（午前の部・午後の部とも同額）
　東京都医師会員　　　　　１０，０００円
　道府県医師会員　　　　　１２，０００円
　非　会　員　　　 　　 　  　１４，０００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３０年６月１日（金）
　　　　　　　　　～７月３１日（火）
　　（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

 ※午前・午後の部とも

（実地）３単位

（実地）３単位

（午前の部）
①実地「作業環境管理（職場巡視で活用する有機溶剤測定）」
②実地「作業管理（事務所環境の測定実習）」
③実地「健康管理（ストレスチェック制度に活かすセルフケア教育について）」
（午後の部）
①実地「作業環境管理（熱中症予防のためのリスクアセスメント）」
②実地「作業管理（職場巡視における有害要因の見つけ方）」
③実地「健康管理（転倒予防のセルフチェック手法とエクササイズ）」



※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３０年１０月１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

「東京都医師会第３４回健康スポーツ
医学研修会」
東京都医師会主催

 H30．10．20（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３０年９月２１日（金）
　　　（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」

「東京都医師会・新宿区医師会産業
医研修会」
東京都医師会主催

 H30．10．25（木）
 14：00～16：00

 東京都下水道局
　　落合水再生センター４階
　　　　　　　　　　　　見学者室
 新宿区上落合１－２－４０
 ＴＥＬ　０３－３３６６－６９６４

　５０名（非会員の受講不可／事前徴収）
　新宿・中野・杉並区医師会員
　　　　　　　　　　　　   　　　  ３，０００円

 新宿区医師会へＦＡＸまたは電話
 にて申込む。

新宿区医師会
〒１６０－００２２
　新宿区新宿７－２６－４
　ＴＥＬ　０３－３２０８－２３０１
　ＦＡＸ　０３－３２０８－２３０４

　申込締切日
　　 平成３０年９月２８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）２単位

（実地）２単位

①実地「職場巡視の実際」

「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

 H30．10．26（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・日本橋医師会産業
医研修会」
東京都医師会主催

 H30．10．27（土）
 13：30～17：40

 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　　　　　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/
 

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３０年９月２８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「第１３次労働災害防止計画からみた今後の産業医に求められる役割」
②講演「職場ぐるみの健康増進活動の推進（行動経済学の応用）」
③実地「職場環境改善に向けたストレスチェックの集団分析の見方と活用」
④実地「高ストレス者に対する面接指導の実際」

「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

 H30．10．30（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⑫（高年齢者雇用）」

「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

 H30．10．31（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」

 H30．11．3（土・祝）
 9：00～17：00

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（実地）４単位
（後期）３単位

（実地）４単位
（専門）３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実地「職場巡視の方法・評価・記録」
④講演「海外勤務者の健康管理」
⑤講演「慢性疾患患者の健康管理」

 H30．11．4（日）
 9：00～17：00

 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「これからの産業保健・産業保健情報源と入手方法等」
②講演「健康診断と事後措置」
③講演「特殊健康診断の仕方と活用」
④講演「産業医による職場復帰判定」
⑤実地「職場復帰判定」
⑥講演「労働衛生教育・健康教育」

「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

 H30．11．4（日）
 9：05～17：30

 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
 昭和大学医師会へメールまたは
 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
　ＴＥＬ　０３－３７８４－８９１５
　ＦＡＸ　０３－３７８４－８６４２

　申込締切日
　　　平成３０年９月２７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「ハラスメントの法令と判例」
②講演「石綿による健康被害と予防のための対応」
③講演「『職域におけるがん検診マニュアル』作成の経緯と産業医の役割」
④講演「職場の生活習慣病対策」
⑤講演「安全衛生委員会の運用と活用」
⑥実地「職場の健康管理（便通を相談されたら）」
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〔事例研究〕）」

「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

 日本医科大学教育棟
 文京区向丘２－２０－１０
 ＴＥＬ　０３－３８２２－２１３１

日本医科大学医師会
　　　　　　　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３０年１０月３日（水）
　　（但し、定員になり次第締切）

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジより申込む。

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

　２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　日医大医師会員　　　　　２３，０００円
　東京都医師会員　　　　　２６，０００円
　道府県医師会員　　　　　３３，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　４１，０００円
　（受講料は２日間の金額です）

　

受付終了



※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３０年１０月１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

 H30．11．10（土）
 13：00～17：00
  

 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。

（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「化学物質のリスクマネジメントの実際」

 H30．11．11（日）
 9：00～16：00
  

 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）３単位
（専門）３単位

①講演「労働衛生保護具」
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）」

「東京都医師会・世田谷区医師会産
業医研修会」
東京都医師会主催

 H30．11．15（木）
 14：30～16：30

 東京臨海リサイクルパワー
　（感染性廃棄物
　　　　　リサイクル工場見学）
 江東区青梅３丁目地先
 ＴＥＬ　０３－６３２７－３１９０

　１００名（非会員の受講可／当日徴収）
　東京都医師会員  　   　　　３，０００円
　道府県医師会員・非会員　５，０００円

 

 世田谷区医師会へ電話にて
 申込む。

世田谷区医師会
〒１５４－００２４
　世田谷区三軒茶屋２－５３－１６
　ＴＥＬ　０３－３４１０－５１１１
　ＦＡＸ　０３－３４１８－２６７７

　申込締切日
　　　平成３０年１０月２５日（木）
　（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

（実地）２単位

（実地）２単位

①実地「事業所見学及び説明」

「日本産業衛生学会関東地方会第２８
３回例会研修会」
日本産業衛生学会主催

 H30．11．17（土）
 12：55～17：15

 帝京平成大学
　 池袋キャンパス４１９講義室
 豊島区東池袋２－５１－４
 ＴＥＬ　０３－５８４３－３１１１

 
 

　３００名（非学会員の受講可／当日徴
収）
  学　会　員　　 　　　　　　　　２，０００円
  非 学 会 員　　　　　　　   　５，０００円

 ホームページより申込用紙を印刷
 の上、必要事項を記載し、メール
 またはＦＡＸにて申込む。

 http://tcoeh.org/

帝京大学
　　　産業環境保健学センター
　　　　　　　　　　　　（Ｔ－ＣＯＥＨ）
〒１７３－８６０５
　板橋区加賀２－１１－１
　ＴＥＬ　０３－３９６４－５８２２
　ＦＡＸ　０３－３９６４－８４２３

　Ｅ-mail ：
       oh-pro@med.teikyo-u.ac.jp

　申込締切日
　　　平成３０年９月３０日（日）

 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シンポジウム「職場におけるがん検診」
②シンポジウム「産業保健における人材育成と多職種連携」

「平成３０年度第４回裁判事例を用い
た企業のメンタルヘルス不調者対応
の検討」
中央労働災害防止協会主催

 H30．11．17（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「裁判事例を用いた企業のメンタルヘルス不調者対応の検討」

「平成３０年度
　　第１８回実務向上研修（Ｃコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 H30．11．23（金・祝）
 9：40～17：00

 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３０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

 H30．12．2（日）
 9：30～17：40
  

 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

　３６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」

「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

 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

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３０年９月１８日（火）～
　　　　　　　　　　１０月５日（金）

 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

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



※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３０年１０月１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・世田谷区医師会産
業医研修会」
東京都医師会主催

 H30．12．12（水）
 14：30～16：30

 ＪＡＬ機体整備工場見学
 大田区羽田空港３－５－１
 ＴＥＬ　０３－５７５６－１１５５

　１００名（非会員の受講可／当日徴収）
　東京都医師会員  　   　　　３，０００円
　道府県医師会員・非会員　５，０００円

 

 世田谷区医師会へ電話にて
 申込む。

世田谷区医師会
〒１５４－００２４
　世田谷区三軒茶屋２－５３－１６
　ＴＥＬ　０３－３４１０－５１１１
　ＦＡＸ　０３－３４１８－２６７７

　申込締切日
　　　平成３０年１１月２２日（木）
　（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

（実地）２単位

（実地）２単位

①実地「事業所見学及び説明」

「平成３０年度第２０回実務向上研修
（Ａコース）」
中央労働災害防止協会主催

 H30．12．15（土）
 9：40～17：00

 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「職場における新たな健康問題（座りすぎの現状と対策）」
③講演「豊かな運動で高める脳フィットネス」

「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

 H30．12．16（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
　

　３００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://twmuishikai.jp/

  e-mail : ｉｎfo＠twmuishikai.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３０年１１月１６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

（専門）４単位

①講演「女性労働者の健康管理」
②講演「活動レベルに合わせた健康管理体制」
③講演「鉄鋼業の健康管理」
④講演「小規模分散事業場の統括管理」

「平成３０年度第５回産業医に求めら
れるストレスチェック制度への対応」
中央労働災害防止協会主催

 H31．1．20（日）
 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「産業医に求められるストレスチェック制度への対応」

「平成３０年度第２２回実務向上研修
（Ｄコース）」
中央労働災害防止協会主催

 H31．2．9（土）
 9：40～17：00

 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「睡眠負債を溜めないための働く人々の疲労対策」
③講演「アドラー流（ＴＨＰ指導に活かす勇気づけコミュニケーション）」

「平成３０年度第６回裁判事例を用い
た企業のメンタルヘルス不調者対応
の検討」
中央労働災害防止協会主催

 H31．3．23（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「裁判事例を用いた企業のメンタルヘルス不調者対応の検討」


