
※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（次回令和３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・
　　東京医科歯科大学医師会
　　　　　　　　　　　　　産業医研修会」
　東京都医師会主催

 2021．8．12（木）
 12：30～18：55

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

　２５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京医科歯科大学医師会員
　　　　　　　　　　　　　　 　  ３０，０００円
　東京医科歯科大学同窓会員・職員
　　　　　　　　　　　　　　　   ５０，０００円
　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
　　　２０２１年７月２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「健康保持増進（４）」
④講演「健康管理（２）」

 2021．8．13（金）
 9：00～18：10

 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）８単位 ①講演「作業環境管理（５）」
②講演「総論（１）－産業医の職務－」
③講演「作業管理（６）」
④講演「有害業務管理（７）」

 2021．8．14（土）
 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）８単位 ①実地「作業環境管理と作業管理」
・職域における感染症対策（事例検討）
・過重労働面談事後措置
・有害化学物質のリスク低減装置に関する工学的対策
・化学物質に対するけい皮吸引曝露防護のための化学
防護手袋を学ぶ
・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
・化学物質のリスクアセスメント　CREATE-SIMPLEを学
ぶ
・作業環境管理と作業管理についてのまとめ（６グルー

 2021．8．15（日）
 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「健康情報とその評価（疫学的方法論）」
②講演「職場における結核感染への対応」
③実地「職場における疲労対策」
④講演「海外派遣労働者の健康管理」
➄講演「産業歯科保健と健康管理」

 2021．8．16（月）
 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。

（後期）８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「労働衛生行政」
③講演「健康診断後の事後措置」
④講演「事務職場での職場巡視」
⑤講演「女性労働者の健康管理」

 2021．8．17（火）
 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。

（後期）８単位 ①講演「メンタルヘルス総論」
②講演「職場の腰痛対策」
③講演「最近の労働災害事例」
④講演「ストレスチェック実施について」
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」

 2021．8．18（水）
 9：00～13：10

 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）４単位 ①講演「環境発がんとその予防」
　　　　　「内分泌かく乱化学物質による健康影響」
②講演「職場における生活習慣病対策」

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（次回令和３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

「令和３年度産業保健実践講習会」
　公益財団法人
　産業医学振興財団・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 2021．8．22（日）
 9：10～16：30

 浅草橋ヒューリックホール
 台東区浅草橋１－２２－１６
 TEL　０３－５８２２－５９７１

　１９０名（非会員の受講可／事前徴収）
　受　　講　　料　　　　　　　２０，０００円

　
　
　

　
　
　
　

 所定の用紙により直接産業医学
 振財団へＦＡＸまたはホームペ
 ージから申込む。

　〔産業医学振興財団
　　　　　　　　　　　ホームページ〕
    https://www.zsisz.or.jp/

産業医学振興財団
〒１０１－００４８
　千代田区神田司町２－２－１１
　　　　　　　　　新倉ビル３階
　ＴＥＬ　０３－３５２５－８２９３
　ＦＡＸ　０３－５２０９－１０２０

　申込期間
　　　２０２１年６月７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。

（更新）１単位
（実地）1.5単位

（専門）3.5単位

①講演「最近の労働安全衛生法令の動き」
②講演「治療と仕事の両立支援」
③講演「職場における感染症対策の進め方
　　　　　　　　　　　　～新型コロナウイルスを中心に～」
④講演「ストレスチェック制度の実務
　　　　　　　　　　　　　　～面接指導と職場環境改善～」
⑤実地「メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．8．22（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年８月８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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「労働安全衛生法と今、求められる労働衛生管
理」
③講演「ストレスと人間関係構築」

「令和３年度
　　第１１回実務向上研修（Ａコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．8．23（月）
 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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　非　　会　　員　　          ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「ストレス社会を生き抜くための働き方
　　　　 ～健康生成論・ＳＯＣ（Sence of  Coherence）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   活かす～」
③講演「転倒予防・腰痛改善のための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体幹トレーニング
　　　　 ～養生訓は現代のコンディショニング～」

「日本医師会認定産業医研修会」
　産業保健協議会主催

 2021．8．27（金）
 18：30～19：30

 産業保健協議会
 新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
 ＴＥＬ　０３－３３４５－６１０６

　５８名（非会員の受講可／事前徴収）
　受　講　料　　　　　　　 　　 ２，０００円

 産業保健協議会ホームページの
 「研修・セミナー」のページより
 申込む。

 https://
       sangyohoken-kyogikai.org/

産業保健協議会
〒１６３－０８０６
　新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
　ＴＥＬ　０３－６３０４－５５６０

　申込締切日
　　　２０２１年８月１３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 ①講演「特殊健康診断など最近の改定について」

「健康経営講演会～働き方と健康のバ
ランスを考える」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．8．29（日）
 13：00～15：00
  

 快・決いい会議室
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　 ２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年８月１５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単位 ①講演「疾病と就労支援における産業医と衛生管理者
等の連携」

「令和３年度第５回テレワークとメンタ
ルヘルス」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．8．29（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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　２０，７９０円
　非　　会　　員　　　　     ２３，１００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「テレワークとメンタルヘルス」

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

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（次回令和３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

「令和３年度第２回健康測定実践セミ
ナー～運動負荷試験の実際～」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．9．5（日）
 10：30～16：30

 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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　３５，６４０円
　非　　会　　員　　　       ３９，６００円

 

 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「運動負荷試験の基礎知識と運動処方の考え
方」
②実地「運動負荷試験の実際（安全対策を含む）」

「日本医師会認定産業医研修会」
　産業保健協議会主催

 2021．9．8（水）
 18：30～19：30

 産業保健協議会
 新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
 ＴＥＬ　０３－３３４５－６１０６

　５８名（非会員の受講可／事前徴収）
　受　講　料　　　　　　　 　　 ２，０００円

 産業保健協議会ホームページの
 「研修・セミナー」のページより
 申込む。

 https://
       sangyohoken-kyogikai.org/

産業保健協議会
〒１６３－０８０６
　新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
　ＴＥＬ　０３－６３０４－５５６０

　申込締切日
　　　２０２１年８月２５日（水）

 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講演「IT産業における健康経営（健康診断・ストレス
チェック他）」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．9．12（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
   受　  講　  料　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年８月２９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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「労働安全衛生法と今、求められる労働衛生管
理」
②講演「労務管理と労働衛生管理の同軸マネジメント」
③講演「ハラスメントの法解釈と事例」

「東京都医師会・
　　西多摩医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 2021．9．12（日）
 10：00～16：10

 ネッツたまぐーセンター
 （青梅市文化交流センター）
 青梅市上町３７４
 ＴＥＬ　０４２８－２０－７１５０

　１５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　西多摩医師会員　　　　 　 ５，０００円
　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

 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

 西多摩医師会
　　　　　　　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
　　　２０２１年８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）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「高年齢労働者の健康管理」
②講演「テレワーク下での産業医の役割
　　　　　（指針、情報通信機器を用いた産業医の職務の
　　　　　　　　　　　　　　　　　一部実施に関する留意事項
等について）」
③実地「産業医として身につけるべきスマホ・ゲーム依
存の基礎と対策」
　　　　 「ストレスチェック後の高ストレス者面談指導」」
　　　　 「職場の感染症対策－事例検討－」

「令和３年度
　　第１１回産業医のための
　　　　　　　　　レベルアップセミナー
　　　『産業医が推進する健康経営』
　中央労働災害防止協会主催

 2021．9．12（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）
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２０，７９０円
　非　　会　　員　　           ２３，１００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。

 https://www.jisha.or.jp/health/
index.html

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「産業医が推進する健康経営」

「日本医師会認定産業医研修会」
　産業保健協議会主催

 2021．9．15（水）
 18：30～20：40

 産業保健協議会
 新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
 ＴＥＬ　０３－３３４５－６１０６

　５８名（非会員の受講可／事前徴収）
　受　講　料　　　　　　　 　　 ４，０００円

 産業保健協議会ホームページの
 「研修・セミナー」のページより
 申込む。

 https://
       sangyohoken-kyogikai.org/

産業保健協議会
〒１６３－０８０６
　新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
　ＴＥＬ　０３－６３０４－５５６０

　申込締切日
　　　２０２１年９月１日（水）

 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「職場で問題となるメンタルヘルス
　　　　　　　　　　　（専属精神科産業医の立場からPART-
Ⅰ）」
②講演「テレワークに伴うオンライン化による保健指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（オンライン面
談など）」

受付終了

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（次回令和３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

「がんの治療と就労　両立支援
      第１２回勤労者医療フォーラム」
 独立行政法人労働者健康安全機構
　                    東京労災病院主催

 2021．9．23（木）
 13：00～16：30

 時事通信ホール
 中央区銀座５－１５－８
 ＴＥＬ  ０３－３５４６－６６０６

　３００名（非学会員の受講可）
  受　　講　　料　　　　  　　　無　　　　料
 

 ホームページにアクセスし専用
 サイトにて申込むか、所定用紙
 をホームページよりダウンロード
 し、FAX又はEメールで申込む。

 ホームページ
 https://www.tokyor.johas.go.jp

 e-mail：
 tyobou@tokyoh.johas.go.jp

東京労災病院
治療就労両立支援センター
〒１４３－００１３
　大田区大森南４－１３－２１
　ＴＥＬ　０３－３７４２－７３０１
　ＦＡＸ　０３－３７４３－９０８２

　申込期間
　　 ２０２１年８月３１日（火）
　　　（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。
 
 全て受講した場合のみ
 単位付与。

（専門）2.5単位 ①講演「両立支援の推進のために－今からできること
－」

「令和３年度
　　第１６回実務向上研修（Dコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．9．24（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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　 非　　会　　員　　         ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「解決志向でいこう！強みに気づいてより良い組
織へ～ソリューション・フォーカスト・アプローチ～」
③講演「産業保健スタッフのための教え方の鉄則～イケ
てる健康教育はインストラクショナルデザインで作る～」

「日本産業保健法学会
　　　　　　　　　　　　第1回学術大会
　日本産業保健法学会主催

 2021．.9．.24（金）
 9：40～14：00

 一橋大学 一橋講堂
 千代田区一ツ橋２－１－２
 学術総合センター内
 TEL　０３－４２１２－３９１０

　２３０名（非会員の受講可）
　受　講　料
　１次登録
　　非会員　　　　　９，０００円
　　会　 員　　　　　７，０００円
　２次登録
　　非会員　　　　１２，０００円
　　会 　員　　　　１０，０００円

 大会ホームページよりウェブにて申
込み。
 https://jaohl2021.info/

 日本産業保健法学会
 第1回学術大会事務局
 〒５７７－０８１３
 大阪府東大阪市新上小阪
 ２２８－3
 近畿大学法学部EキャンパスC館
 近畿大学法学部三柴研究室内
　TEL　０６－６５３３－６０１０

 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
（専門）２単位

①講演「産業制度の今とこれから」
②講演「労働衛生行政の動向」

「東京都医師会・
　　足立区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 2021．9．25（土）
 15：00～18：10

 足立区医師会館３階ホール
 足立区中央本町３－４－４
 ＴＥＬ　０３－３８４０－２１１１
　

　５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　足立区医師会員　　　　　　２，０００円
　東京都医師会員  　   　　  ３，０００円
　道府県医師会員　　　　　　４，０００円
　非　会　員　　　　　　　　　   ５，０００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・非会員は直接
 足立区医師会へ電話にて申込む。

足立区医師会
〒１２１－００１１
　足立区中央本町３－４－４
　ＴＥＬ　０３－３８４０－２１１１
　ＦＡＸ　０３－３８４０－０２０２

　申込締切日
　　 ２０２１年９月１０日（金）
　　（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

（後期）３単位

（専門）３単位

①講演「睡眠時無呼吸症候群スクリー二ングの意義」
②講演「治療と就労の両立支援」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．9．26（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　  ２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年９月１２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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「職場における健康づくり～産業医と労働衛生ス
タッフの連携」
③講演「アーク溶接作業における作業環境管理」

受付終了

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（次回令和３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

「産業医学実践研修」
　産業医科大学
　　　　産業医実務研修センター主催

 2021．9．26（日）
 10：00～16：00

 フクラシア東京ステーション
 千代田区大手町２－６－１
 朝日大手町ビル５F、６F
 ＴＥＬ  ０３－５５４２－１２３５

　３６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→
 研修案内→産業医学実践研修
 を参照。

 ホームページ
 https://www.uoeh-u.ac.jp/
 medical/training/jissen.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 キャリア支援課
　　　　　　　　  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
　　 ２０２１年８月１２日（木）～
　　　　　　　　 ８月２６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。

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）２単位

①講演「治療と仕事の両立支援（総論）」
②講演「臨床現場に応用可能な復職に関する産業保健
的な考え方」
③講演「産業医に求められる両立支援のストレスマネジ
メント」
④実地「主治医による復職の意見書の書き方」

「日本医師会認定産業医研修会」
　産業保健協議会主催

 2021．9．29（水）
 18：30～20：40

 産業保健協議会
 新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
 ＴＥＬ　０３－３３４５－６１０６

　５８名（非会員の受講可／事前徴収）
　受　講　料　　　　　　　 　　 ４，０００円

 産業保健協議会ホームページの
 「研修・セミナー」のページより
 申込む。

 https://
       sangyohoken-kyogikai.org/

産業保健協議会
〒１６３－０８０６
　新宿区西新宿２－４－１
　　　　　　新宿ＮＳビル６階
　ＴＥＬ　０３－６３０４－５５６０

　申込締切日
　　　２０２１年９月１５日（水）

 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「職場で問題となるメンタルヘルス
　　　　　　　　　　（専属精神科産業医の立場からPART-
Ⅱ」
②講演「IT産業における産業保健活動及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医との連携・調整に
ついて」

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

 2021．10．2（土）
 13：00～18：15

 東京医科大学病院
　　　　　　本館９階臨床講堂
 新宿区西新宿６－７－１
 ＴＥＬ　０３－３３４２－６１１１
　

　１００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京医大医師会員　  　 　 ８，０００円
　東京医大医師会員以外  １０，０００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
 直接東京医科大学医師会へ
 電話にて申込む。

東京医科大学医師会
〒１６０－００２３
　新宿区西新宿６－７－１
　ＴＥＬ　０３－３３４２－６１１１

　申込締切日
　　　２０２１年７月３０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）５単位

（専門）５単位

①講演「特殊健診と事後措置」
②講演「職場の感染症対策」
③講演「働く人の糖尿病・メタボリックシンドローム対策」
④講演「産業保健と法
　　　　　　（パーソナリティの問題が窺われる
　　　　　　　　　　　　　　労働者に関わるモデル事例を素
材として）」
⑤講演「新たな視点に立った職場の腰痛対策」

「第31回日本臨床精神神経
　　　　　　　　　　　　　　　薬理学会」
　日本臨床精神神経薬理学会主催

 2021．10．7（木）
 9：00～10：30

 タワーホール船堀
 江戸川区船堀４－１－１
 ＴＥＬ  ０３－５６７６－２２１１

　６５０名（非学会員の受講可）
　【 事前登録 】
　会 　　　員　　  　　　   　   ９，０００円
　非学会員　   　　 　　  　 １５，０００円
　
  【 当日登録 】
　会　　　 員　　　　　　　 　１０，０００円
　非学会員　　　  　　　    １８，０００円

　※受講料は参加費に含む。

　
 

 大会ホームページ上より事前に
 申込む。

 【ホームページ】
 https://www2.aeplan.co.jp/
　　　      　jscnp2021/sanka.html

第31回日本臨床精神神経
 薬理学会学術集会 運営事務局
〒５３２－０００３
　大阪市淀川区宮原
                   ２－１４－１４
   新大阪グランドビル６F
                  　エー・イー企画内
　ＴＥＬ　０６－６３５０－７２４７
　ＦＡＸ　０６－６３５０－７１６４

　申込期間
　　 ２０２１年８月２３日（月）

 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。

（専門）1.5単位 ①シンポジウム
　　「高齢就労者の認知機能障害と抑うつ状態」」
　　「服薬する精神疾患患者の自動車運転技能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－処方医が注意す
べきこと」
　　「就労あるいは就労準備中の抗うつ薬治療
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：脳内報酬系との
関連から」
　　「勤労者OCDの薬物療法について」

「令和３年度産業保健実践講習会」
　公益財団法人
　産業医学振興財団・
　　　　　　　　　　　東京都医師会共催

 2021．10．10（日）
 9：10～16：30

 ベルサール神田
 千代田区神田美土代町７
 TEL　０３－５２８１－３０５３

　２５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　受　　講　　料　　　　　　　２０，０００円

　
　
　

　
　
　
　

 所定の用紙により直接産業医学
 振財団へＦＡＸまたはホームペ
 ージから申込む。

　〔産業医学振興財団
　　　　　　　　　　　ホームページ〕
    https://www.zsisz.or.jp/

産業医学振興財団
〒１０１－００４８
　千代田区神田司町２－２－１１
　　　　　　　　　新倉ビル３階
　ＴＥＬ　０３－３５２５－８２９３
　ＦＡＸ　０３－５２０９－１０２０

　申込期間
　　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
（専門）５単位

①講演「最近の労働安全衛生法令の動き」
②講演「治療と仕事の両立支援」
③講演「高年齢労働者の安全衛生対策の進め方
　　　　　　　　　　　　（人生１００年時代に向けて）」
④講演「ストレスチェック制度の実務
　　　　　　　　　　　　　　（職場環境改善を中心に）」
⑤講演「職場における感染症対策の進め方
　　　　　　　　　　　　　　（新型コロナウイルスを中心に）」

「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

 2021．10．10（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

　１５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　千代田区医師会員　　　　 ９，０００円
　東京都医師会員　　　　　１０，０００円
　道府県医師会員　　  　　１４，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　１８，０００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
　　　２０２１年９月２４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「労働衛生の最新動向と産業医の役割」
②講演「産業医の責務と関連法規」
③実地「職場の過重労働対策（事例検討）」
　　　　 「職場のメンタル不調者への対応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産業医としての役割）」
　　　　 「職場の感染症対策（事例検討）」



※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（次回令和３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

「日本医師会
　認定健康スポーツ医制度
　健康スポーツ医学講習会・
　　　　　　　　　　　　　　　　再研修会」
   一般社団法人
　　　　　　　東京都北区医師会主催

 2021．10．14（木）
 20：00～21：00
  

 東京都北区医師会館
  ４階講堂
 北区王子２－１６－１１
 ＴＥＬ　０３－５３９０－３５１１

　２５名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　１，０００円
　道府県医師会員　　　　　１，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　１，０００円
 

 東京都北区医師会へ直接電話
 にて申込む。

東京都北区医師会事務局
　　　　　　　　　　　　　産業医係
〒１１４－８５７５
　北区王子２－１６－１１
　ＴＥＬ　０３－５３９０－３５１１
　ＦＡＸ　０３－５３９０－３３８８
　
　　申込締切日
　　　２０２１年８月３１日（火）

 認定産業医は生涯研修 （専門）１単位 ①講演「『海外遠征のスポーツ選手』や『海外出張者』の
感染症対策」

「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

 2021．10．16（土）
 9：20～12：40
（午前の部）

 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）
　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医師会員
は、別途申込書を順天堂大学医師会
のホームページからダウンロードし
FAX、または順天堂大学医師会の
ホームページにメールで申込む。

URL：
https://www.juntendo.ac.jp/hosp/me
dical-menu/seminar.html

  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
　　 ２０２１年６月１日（火）
　　　　　　　　　～７月２０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

（実地）３単位

（実地）３単位

①実地「（作業環境管理）個人サンプリング法による作業
環境測定」
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）『労働衛生のしおり』の活かし方」

 2021．10．16（土）
 13：40～17：00
（午後の部）

　１２０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　　　　　１２，０００円
　非　会　員　　　 　　 　     １４，０００円

 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

（実地）３単位

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）作業環境に即したマスクの選び方」
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」

「第２１回日本外来精神医療学会」
　日本外来精神医療学会主催

 2021．10．16（土）
 13：30～16：40

 池坊東京会館大ホール
 千代田区神田駿河台
　　　　　　　　　２－３－１２
 ＴＥＬ　０３－３２９１－９３２１

　１５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　学会員　　　　　　　        ７，０００円
  非学会員    　　　　　　　 ８，０００円
　　　　　　　　　　　　　　（学会費に含む）

学会ホームページより事前登録。

 http://www.jaaps.jp/21st/

第２１回日本外来精神医療学会
〒１８１－８６１１
　三鷹市新川６－２０－２
　杏林大学医学部衛生学
　公衆衛生学教室内

　ＴＥＬ　０４２２－４７－５５１２
　　　　　　　　 　　（内線３４６０）
　Mail　 utii@ks.kyorin-u.ac.jp
　
　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）３単位 ①講演「職場でのメンタルヘルス管理の勘どころ」
②講演「新型コロナ時代の職場のメンタルヘルス対策」

「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

 2021．10．17（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
　

　１５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　１６，０００円
　道府県医師会員　　　　　２０，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　２２，０００円

 昭和大学医師会ホームページ
 から申込む。

 http://
 www10.showa-u.ac.jp/~ishikai/

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
　　　２０２１年９月１０日（金）
　（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「教員の過重労働と働き方改革
　　　　　　　　　　　　（働き方改革関連法を受けて）」
②講演「コロナ禍での産業医の役割」
③講演「産業保健における化学物質の管理と健康影響」
④講演「勤労者における腰痛と対策・指導のヒント」
⑤講演「産業保健における遺伝情報の活用」
⑥実地「コロナウイルス感染症を経験して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（呼吸器感染症と環境整備
と禁煙）」
　　　　　「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）」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．10．17（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１０月１０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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「労働衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「労働衛生と安全配慮義務について」
③講演「労務管理と労働衛生管理の同軸マネジメント」

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（次回令和３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

「産業医学実践研修」
　産業医科大学
　　　　産業医実務研修センター主催

 2021．10．17（日）
 10：30～16：15

 フクラシア東京ステーション
 千代田区大手町２－６－１
 朝日大手町ビル５F、６F
 ＴＥＬ  ０５０－５２６５－４８０３

　１００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
 https://www.uoeh-u.ac.jp/
 medical/training/jissen.htmｌ

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

 ※参加決定後、
    キャンセルしないこと

産業医科大学 キャリア支援課
　　　　　　　　  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
　　 ２０２１年９月２日（木）～
　　　　　　　　 ９月１６日（木）

 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）4.5単位 ①実地「職場巡視（病院編）」
②実地「感染症のケーススタディ」
③実地「産業医の勧告権」

「令和３年度第６回高年齢労働者の増
加に伴う労働安全衛生上の課題と産
業医の対応」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．10．17（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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　２０，７９０円
　非　　会　　員　　　　　   ２３，１００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「高年齢労働者の増加に伴う労働安全衛生上の
課題と産業医の対応」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．10．24（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１０月１７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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「衛生管理者と連携した就労支援について」
②講演「有害物質と労働衛生３管理」
③講演「ハラスメントの法解釈と運営」

「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

 2021．10．30（土）
 9：00～17：00

 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　　　　　１８，０００円
　東京都医師会員　　　　　２０，０００円
　日本医師会員　　　　　　 ３０，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　 ４０，０００円

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

 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
　２０２１年１０月７日（木）
（但し、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。
 

（前期）７単位 ①講演「（総論）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）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」

 2021．10．31（日）
 9：00～17：00

 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。
 

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

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（次回令和３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

「令和3年度東京都医師会
　　　　　　　　　産業医生涯研修会」
　東京都医師会主催

 2021．10．30（土）
 14：35～19：45

 東京都医師会館　２階講堂
 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　　　　６，０００円
　道府県医師会員　　　　８，０００円
　非　　会　　員　　　　　１０，０００円

 東京都医師会ホームページの研修
申込システムより申込む。

 https://study.tokyo.med.or.jp/
                       publish/Login

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

　申込締切日
　　２０２１年９月２４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）２単位
（専門）３単位

①講演「産業保健と法令（職場のハラスメント）」
②講演「with  コロナのメンタルヘルス」
③講演「職場の新型コロナウイルス感染症対策」
④講演「労災認定の基本的な考え方と最近の状況につ
いて」
⑤講演「職場の化学物質管理が変わる」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．10．31（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室  HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１０月２４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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「労働衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「産業保健活動に役立つデータ活用法～疫学的
な見地から」
③講演「アーク溶接作業の作業環境管理」

「令和３年度
　　第２０回実務向上研修（Eコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．11．6（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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　非　　会　　員　　          ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「改正THP指針と職場における効果的な健康確
保対策の進め方」
③講演「自社の健康経営関連情報の現状把握・評価と
その活用、健康づくり活動（健康経営）の進め方実例」

「令和３年度
　　第２１回実務向上研修（Ａコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．11．7（日）
 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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　 非　　会　　員　　         ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「ストレス社会を生き抜くための働き方
　　　　 ～健康生成論・ＳＯＣ（Sence of  Coherence）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   活かす～」
③講演「転倒予防・腰痛改善のための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体幹トレーニング
　　　　 ～養生訓は現代のコンディショニング～」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．11．14（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室  HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１１月７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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「労働安全衛生法と今、求められる労働衛生管
理」
②講演「ストレスと人間関係構築」
③講演「ハラスメントの法解釈と事例」

「第６７回
　　日本宇宙航空環境医学会大会」
　第６７回
　日本宇宙航空環境医学会大会主催

 2021．11．21（日）
 9：00～12：20
  

 東京慈恵会医科大学
 港区西新橋３－２５－８
 TEL　０３－３４３３－１１１１
　　　　　　　　　　（内線２２９５）

  ２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　全日程参加の場合　　　１０，０００円
　１日参加の場合　　 　　　 ６，０００円

  ※受講料は参加費に含む。

 学会ホームページより申込む。

 https://www.67jsasem.com

  第６７回日本宇宙航空環境
　　　　　　医学会大会事務局
 〒１０５－８４６１
   港区西新橋３－２５－８
  TEL　０３－３４３３－１１１１
　　　　　　　　　　（内線２２９５）
　FAX  ０３－３４３３－１２７９
 
 　申込締切日

 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。

（専門）３単位 ①講演「客室乗務員のコロナウイルス対策」
　　　　　「航空機の空調システム」
②講演「高ストレス状態がもたらす健康影響とその対策
　　　　　　　　　　　　　　（南極越冬隊の心理研究から学
ぶ）」
③シンポジウム
　　　「高ストレス環境における健康と栄養を考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宇宙食に学ぶ栄養管
理）」

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（次回令和３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

「令和３年度第７回産業医のハラスメン
トへの対応」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．11．21（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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　２０，７９０円
　 非　　会　　員　　　　　  ２３，１００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「ハラスメントに対して産業医はどうかかわるか」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．11．23（火）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１１月９日（火）

 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
（専門）１単位

①講演「有害物質と労働衛生３管理」
②講演「労働衛生における化学物質管理の現状とリスク
管理」
③講演「労働衛生と安全配慮義務について」

「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

 2021．11．27（土）
 9：30～18：40

 順天堂大学　小川講堂
 文京区本郷２－１－１
  ＴＥＬ ０３－５８０２－１１４０

　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　　　　　１３，０００円
　非　会　員　　　 　　 　     １５，０００円

 順天堂大学医師会のホームペー
 ジから申込む。

 URL：
https://www.juntendo.ac.jp/hosp/
medical-menu/seminar.html

  順天堂大学医師会
  〒１１３－８４３１
　文京区本郷３－１－３
　順天堂大学医学部附属
  順天堂医院内
　ＴＥＬ　０３－５８０２－１１４０
　ＦＡＸ　０３－５８０２－１５８２

　受付期間
　　 ２０２１年８月２日（月）
　　　　　　　　　～９月３０日（木）
　（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

（後期）８単位

（更新）１単位
（専門）７単位

①講演「産業医・産業保健機能及び面接指導の強化」
②講演「化学物質の手袋からの透過による経皮吸収ば
く露を学ぶ」
③講演「中小規模事業場の嘱託産業医活動のこれか
ら」
④講演「労働環境と生殖・妊娠について」
⑤講演「メンタルヘルス対策におけるストレスチェック制
度のポイント」
⑥講演「増加する高齢者就労における
                                                   産業保健上の課題
とその対策」
⑦講演「産業医と健康スポーツ医に役立つ
                                         女性アスリートの基礎知識
Up-to-date」

 2021．11．28（日）
 9：30～18：40

 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）２単位
（専門）６単位

①講演「溶接ヒュームに係る政省令改正について」
②講演「企業で取り組む健康増進の実践例」
③講演「テレワーク下における健康管理」
④講演「職場における新型コロナウイルス対策」
⑤講演「医療機関における産業保健活動」
⑥講演「『メンタル産業医』が解説、
                                   予防訴訟時代の過労死等防止
対策とは」
⑦講演「労働衛生関連機関について」
⑧講演「労働災害の現状と衛生管理者」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．11．28（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室  HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１１月２１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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「注目されるテレワークの作業環境管理」
③講演「健康診断事後措置～就業制限と健康確保」

「産業医学実践研修」
　産業医科大学
　　　　産業医実務研修センター主催

 2021．11．28（日）
 10：00～16：00

 フクラシア東京ステーション
 千代田区大手町２－６－１
 朝日大手町ビル５F、６F
 ＴＥＬ  ０５０－５２６５－４８０３

　３６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
 https://www.uoeh-u.ac.jp/
 medical/training/jissen.htmｌ

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

 ※参加決定後、
    キャンセルしないこと

産業医科大学 キャリア支援課
　　　　　　　　  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
　　 ２０２１年９月２９日（水）～
　　　　　　　　 １０月１３日（水）

 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。

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）２単位

①講演「治療と仕事の両立支援（総論）」
②講演「臨床現場に応用可能な復職に関する産業保健
的な考え方」
③講演「産業医に求められる両立支援のストレスマネジ
メント」
④実地「主治医による復職の意見書の書き方」

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（次回令和３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

「令和３年度第３回健康測定実践セミ
ナー～運動負荷試験の実際～」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．12．5（日）
 10：30～16：30

 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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　３５，６４０円
　非　　会　　員　　　　　　 ３９，６００円

 

 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「運動負荷試験の基礎知識と運動処方の考え
方」
②実地「運動負荷試験の実際（安全対策を含む）」

「令和３年度
　　第２４回実務向上研修（Dコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．12．11（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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　非　　会　　員　　          ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「解決志向でいこう！強みに気づいてより良い組
織へ～ソリューション・フォーカスト・アプローチ～」
③講演「産業保健スタッフのための教え方の鉄則～イケ
てる健康教育はインストラクショナルデザインで作る～」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．12．12（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室  HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１２月５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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「職場における健康づくり～産業医と労働衛生ス
タッフの連携」
②講演「労働衛生と安全配慮義務について」
③講演「労務管理と労働衛生管理の同軸マネジメント」

「令和３年度第８回効果的な職場巡視
の実践（オフィス編・製造現場編）」
　中央労働災害防止協会主催

 2021．12．12（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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　２０，７９０円
　 非　　会　　員　　　　　  ２３，１００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「効果的な職場巡視の実践（オフィス編・製造現
場編）」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
一般社団法人
日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．12．19（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室  HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  ８０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１２月１２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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「労働安全衛生法と今、求められる労働衛生管
理」
②講演「アーク溶接作業における作業環境管理」
③講演「ハラスメントの法解釈と事例」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2021．12．26（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２１年１２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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「化学物質と労働衛生３管理について」
②講演「労働衛生における化学物質管理の現状とリスク
管理」
③講演「衛生管理者と連携した就労支援」

受付終了

受付終了

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（次回令和３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

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．1．9（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年１月２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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「働き方改革と労働基準法及び労働安全衛生
法」
②講演「人事異動に産業医と衛生管理者はどう係る
か？」
③講演「労働衛生と安全配慮義務について」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．1．10（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年１月３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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「化学物質と労働衛生３管理について」
②講演「労働衛生における化学物質管理の現状とリスク
管理」
③講演「注目されるテレワークの作業環境管理」

「令和３年度
　　第２５回実務向上研修（Eコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．1．16（日）
 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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　非　　会　　員　　          ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「改正THP指針と職場における効果的な健康確
保対策の進め方」
③講演「自社の健康経営関連情報の現状把握・評価と
その活用、健康づくり活動（健康経営）の進め方実例」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．1．23（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年１月１６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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「働き方改革と労働基準法及び労働安全衛生
法」
②講演「産業保健活動に役立つデータ活用法～疫学的
な見地から」
③講演「ハラスメントの法解釈と事例」

「令和３年度第９回メンタルヘルス不調
の再燃再発を繰り返す労働者への対
応」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．1．30（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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　２０，７９０円
　 非　　会　　員　　　　　  ２３，１００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「メンタルヘルス不調の再燃再発を繰り返す労働
者への対応」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．2．6（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年１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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「化学物質と労働衛生３管理について」
②講演「労働衛生における化学物質管理の現状とリスク
管理」
③講演「健康診断事後措置～就業制限と健康確保」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．2．11（金）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年２月４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）２単位
（専門）１単位

①講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「労働衛生と安全配慮義務について」
③講演「アーク溶接作業における作業環境管理」

受付終了

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（次回令和３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

「令和３年度第４回健康測定実践セミ
ナー～運動負荷試験の実際～」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．2．13（日）
 10：30～16：30

 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

　４０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
　　　　　　　　　　　　　　  　３５，６４０円
　 非　　会　　員　　　　　  ３９，６００円

 

 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「運動負荷試験の基礎知識と運動処方の考え
方」
②実地「運動負荷試験の実際（安全対策を含む）」

「令和３年度第１０回裁判事例を用い
た企業のメンタルヘルス不調者への対
応」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．2．20（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）
　中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　２０，７９０円
　 非　　会　　員　　　　　　２３，１００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
への対応」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．2．23（水）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年２月１６日（水）

 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「化学物質と労働衛生３管理について」
②講演「労働衛生における化学物質管理の現状とリスク
管理」
③講演「人事異動に産業医と衛生管理者はどう係る
か？」

「令和３年度
　　第３０回実務向上研修（Dコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．3．5（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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　非　　会　　員　　           ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「解決志向でいこう！強みに気づいてより良い組
織へ～ソリューション・フォーカスト・アプローチ～」
③講演「産業保健スタッフのための教え方の鉄則～イケ
てる健康教育はインストラクショナルデザインで作る～」

「令和３年度
　　第３１回実務向上研修（Ａコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．3．6（日）
 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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　  ２１，７８０円
　非　　会　　員　　           ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「ストレス社会を生き抜くための働き方
　　　　 ～健康生成論・ＳＯＣ（Sence of  Coherence）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   活かす～」
③講演「転倒予防・腰痛改善のための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体幹トレーニング
　　　　 ～養生訓は現代のコンディショニング～」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．3．6（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年２月２７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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「働き方改革と労働基準法及び労働安全衛生
法」
②講演「職場における健康づくり～産業医と労働衛生ス
タッフの連携」
③講演「ハラスメントの法解釈と事例」



※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（次回令和３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

「令和３年度
　　第３４回実務向上研修（Eコース）」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．3．19（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

  ６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　THP登録者　　　　　　　　２１，７８０円
  中央労働災害防止協会賛助会員
　　　　　　　　　　　　　　  　 ２１，７８０円
　非　　会　　員　　          ２４，２００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
 ページより申込書をダウンロード
 の上、ＦＡＸか郵送にて申込む。

 https://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「改正THP指針と職場における効果的な健康確
保対策の進め方」
③講演「自社の健康経営関連情報の現状把握・評価と
その活用、健康づくり活動（健康経営）の進め方実例」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．3．20（日）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年３月１３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。

（更新）１単位
（専門）２単位

①講演「有害物質の健康影響について」
②講演「労働衛生と安全配慮義務について」
③講演「注目されるテレワークの作業管理」

「産業医労働衛生スタッフ研修会」
  一般社団法人
     日本衛生管理者ネットワーク主催

 2022．3．21（月）
 10：00～13：00
  

 快・決いい会議室　HALL-A
 新宿区歌舞伎町２－４－１０
 KDX東新宿ビル３F
 TEL　０９０－６９２０－１３５８

  １２０名（非会員の受講可／事前徴収）
  受　  講　  料　　　　　　　２０，０００円

 必要事項（氏名、勤務先、連絡先
 （電話）、日本医師会認定産業医
 認定番号、所属医師会）を記載の
 うえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : eisei.network@gmail.com

 日本衛生管理者ネットワーク
 〒２５２－０３２１
   神奈川県相模原市南区
　　　　　　　相模台４－６－１１
  TEL　０９０－６９２０－１３５８
 
 　申込締切日
 　　２０２２年３月１4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。

（更新）２単位
（専門）１単位

①講演「労働安全衛生法と今、求められる労働衛生j管
理」
②講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
③講演「労務管理と労働衛生管理の同軸マネジメント」


