
日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
第12回日本脳血管・
認知症学会総会

日本脳血管・認知症学
会総会　主催

2022．8．6（土）
15：20～17：20

大崎ブライトコアホール

品川区北品川5-5-15　大峰ブライ
トコア　3F

定員　　100名（非学会員の受講可）

受講料　学会員　1講座1,000円、2講座2，000円
　　　（学会参加費には含まない）
　　　　非学会員　1講座3,000円、2講座6，000円
　　　（ただし、学会参加費を支払場合は参加費に含
　　　　む）
　　　〈学会参加費〉学会員5,000 円
　　　　　　　　　　非学会員（一般・アカデミア）
　　　　　　　　　　10,000円

日本脳血管・認知症学会事務局　株式会社
プライス・アカデミーホームページより、事前
申込制。

https://www.plus-s-ac.com/vas-
cogj/soukai.html

日本脳血管・認知症学会事務局
株式会社プライス・アカデミー
〒591-8025
大阪府堺市北区長曽根町3シュライクク
リエイティブセンター201
TEL：072-275-5723
FAX：072-275-5724
メール：vas-cogj@plus-s-ac.com

申込締切日
2022年8月6日（土）
（但し、先着順敏、定員になり次第締
切）

認定産業医は生涯研修
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「脳疾患後の復職に向けて」
②講演「職場における化学物質取扱業務と神経障害」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．8．7（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年7月24日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀講演「有害物質と労働衛生3管理」
②講演「有害物管理と健康管理」
③講演「会社が変わる。安全衛生委員会の立ち上げ方と進め方」

令和4年度第4回産業
医のためのレベル
アップセミナー「睡
眠医学を活かした産
業医活動」

中央労働災害防止協会
主催

2022．8．7（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

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収）
受講料　中災防会員　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まにて申込む。
 
https://www.jisha.or.jp/seminar/heal
th/h3611_sangyoui_levelup.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
（実地）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「睡眠医学を活かした産業医活動」

日本医師会認定産業
医研修会

産業保健協議会　主催 2022．8．8（月）
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

定員　　　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
メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org

申込締切日
2022年7月25日（月）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「産業医に関わる法令について」
②講演「産業医のデジタルトランスフォーメーション」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．8．14（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年7月31日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀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「ハラスメントの法解釈と事例」
③講演「職場における健康づくり」

令和4年度産業保健
実践講習会

産業保健振興財団主催

東京都医師会共催

2022．8．21（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

定員　　200名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

産業医学振興財団ホームページよりWEB
申込み、または所定のFAX用紙にて申込
み

 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

申込締切日
定員になり次第締切り

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）1.5単位
（専門）3.5単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

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「産業医活動の実務」
⑤実地「メンタルヘルス事例研究ー職場復帰事例ー」

日本医師会認定産業
医研修会

産業保健協議会　主催 2022．8．22（月）
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

定員　　　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
メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org

申込締切日
2022年8月8日（月）

認定産業医は生涯研修
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「職場におけるメンタルヘルス　休職事例」
②講演「自殺リスクの高い従業員への危機介入について」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．8．28（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年8月14日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「ストレスと人間関係構築」
③講演「労働衛生と安全配慮義務について」

※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 １０月１日）に更新されます。



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

日本医師会認定産業
医研修会

産業保健協議会　主催 2022．9．1（木）
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

定員　　　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
メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org

申込締切日
2022年8月18日（木）

認定産業医は生涯研修
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「長時間残業面談について」
②講演「産業医が知っておきたい健康経営の知識」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．9．4（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年8月21日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀講演「注目されるテレワークの作業環境管理」
②講演「ハラスメントの法解釈と事例」
③講演「人事異動に産業医はどうかかわるか」

産業医学実践研修
（産業医のための作
業環境管理入門）

産業医科大学　産業医
実務研修センター　主
催

2022．9．4（日）
10：00～16：20

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 TGビル本館
（事務所1階）
TEL：03-3510-9123

定員　　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）

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
※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
2022年7月7日（木）～7月21日（木）

認定産業医は生涯研修
（実地）2単位
（専門）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「検知管を用いた化学物質のリスクアセスメント」
②実地「リアルタイムモニターを用いた化学物質のリスクアセスメ
ント」
③講演「有害物取扱い職場の工学的改善方法」
④講演「事務所の環境管理と改善」
⑤講演「新しい場の管理と個人ばく露の管理」

第41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 2022. 9. 4(日）
9：00～11：30

帝京大学　本部棟
（第3会場＜4階会議室01＞

板橋区加賀2-11-1
TEL：03-3964-3067

定員　　50名（非学会員の受講可／事前徴収）

受講料　学会員　　 9,000円
　　　　非学会員　9,000円

第41回日本臨床運動療法学会学術集会の
ホームページより申込む。

http://www.assiste-
j.net/jaetp41/index.html

第41回日本臨床運動療法学会学術集会事
務局

〒102-0072
千代田区飯田橋3-11-24
TEL：03-3234-5511
FAX：03-3263-2740

申込締切日
2022年8月21日（日）

認定産業医は生涯研修
（専門）2.5単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「心肺運動負荷実験から学ぶ運動処方と職域での運動指導」
②講演「心肺運動負荷実験から学ぶ運動処方と職域での運動指導」

産業医学実践研修
（産業医のための教
育技術入門）

産業医科大学　産業医
実務研修センター　主
催

2022．9．10（土）
13：00～17：00

アワーズ院阪急

品川区大井1-50-5
TEL：03-3775-6121

定員　　24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）

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
※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
2022年7月7日（木）～7月21日（木）

認定産業医は生涯研修
（実地）4単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「インストラクショナルデザイン（教育設計）の基礎と設計
書作成」
②実地「インストラクショナルデザイン（教育設計）の基礎と設計
書の相互評価」

産業医学実践研修
（ケースで学ぶメン
タルヘルス不調者の
支援に必要な労務お
よび社会制度に関す
る知識と応用）

産業医科大学　産業医
実務研修センター　主
催

2022．9．11（日）
9：30～17：00

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 TGビル本館
（事務所1階）
TEL：03-3510-9123

定員　　24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）

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
※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
2022年7月7日（木）～7月21日（木）

認定産業医は生涯研修
（実地）4単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「ケースメソッドを用いたメンタルヘルス不調者支援の検討
（その1）」
②実地「ケースメソッドを用いたメンタルヘルス不調者支援の検討
（その2）」
③講演「裁量労働等と管理職指導」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．9．11（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年8月28日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「健康診断事後措置～就業制限と健康確保」
③講演「衛生管理者と連携した就労支援」

令和4年度第5回産業
医のためのレベル
アップセミナー「心
身の不調に対しての
職場復帰支援」

中央労働災害防止協会
主催

2022．9．11（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

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収）
受講料　中災防会員　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まにて申込む。
 
https://www.jisha.or.jp/seminar/heal
th/h3611_sangyoui_levelup.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
（実地）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「心身の不調に対しての職場復帰支援」



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

東京都医師会・第24
回東邦大学医師会産
業医研修会

東京都医師会　主催 2022．9．11（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）

定員　　200名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　東邦大学医師会を通して日本医師会・東京都
　　　　医師会に所属している者　 1,000円
　　　　東邦大学勤務医（非医師会員）
　　　　　　　　　　　　　　　　 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　　　　　　　　　 9,000円

東京都地区・大学医師会毎に取りまとめ
のうえ、所定の様式によりメールにて申
込。
非会員・道府県会員についても同様に上
記メールアドレスに甲込。

東邦大学大森学事都学事支援課内東邦大
学医師会事務局

〒143-8540
大田区大森西5-21-16
TEL：03-3762-4151
メール：ishikai@med.toho-u.ac.jp

申込締切日
2022年7月29日（金）

非認定産業医は基礎研修
（実地）1単位
（後期）4単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）1単位
（専門）3単位

①講演「職場における新型コロナウイルス感染症対策～最新知見を
含めて～」
②講演「産業現場の発がん物質」
③講演「発達障害を持つ人が働く職場と産業医」
④講演「改正事務所労働基準規則～産業医巡視への活用～」
⑤実地「職場巡視：事例検討」

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 2022．9．11（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

定員　　230名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　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、又は所定の申込用紙を電話にて
請求の上、必要事項を記入してFAXにて
申込。

http://www.human-
research.jp/kensyukai/kensyu_ninsk.h
tml

西多摩医師会彦業医研修会事務局

〒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

申込締切日
2022年9月24日（金）

非認定産業医は基礎研修
（実地）3単位
（後期）2単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）3単位
（専門）1単位

①講演「コロナ禍における労働衛生行政のトピックス」
②講演「精神障害の労災認定の動向と職場のメンタルヘルス」
③実地「職場の過重労働対策―事例検討―」
④実地「職場のメンタル不調者への対応―産業医としての役割―」
⑤実地「職場の感染症対策―事例検討―」

日本産業保健法学会
第2回学術大会

日本産業保健法学会第
2回学術大会　主催

2022．9．18（日）
13：00～16：10

全国町村会館

千代田区永田町1-11-35
TEL：03-3581-0471

定員　　200名（非学会員の受講可）

受講料　学会員　　 7,000円
　　　　非学会員　10,000円

ホームページより申込む。
 https://jaohl2022.info

日本産業保健法学会事務局

〒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）

申込締切日
2022年8月31日（水）
（但し、定員になり次第締切）

認定産業医は生涯研修
（更新）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「労働衛生行政の動向」
②講演「精神障害者の雇用促進と法－合理的配慮を中心に」

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 2022．9．21（水）
19：30～21：30

世田谷区医師会館4階　ホールABC

世田谷区松原6-37-10
TEL：03-6704-9111

定員　　100名（非会員の受講可／当日徴収）

受講料　東京都医師会員　　　　　 3,000円
　　　　道府県医師会員　　　　   5,000円
　　　　非会員　　　　　　　　　 5,000円

世田谷区医師会のホームページより申込
み。

https://www.setagaya-med.or.jp/

世田谷区医師会

〒156-0043
世田谷区松原6-37-10
TEL：03-6704-9111

申込締切日
2022年9月14日（水）
但し、定員になり次第締切り

非認定産業医は基礎研修
（後期）2単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）1単位

①講演「職場におけるハラスメント対策」
②講演「労災認定の基本的な考え方」

令和4年度 第17回
実務向上研修（B
コース）

中央労働災害防止協会
主催

2022．9．23（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

定員　　60名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　THP登録者　　　 21,780円
　　　　中災防賛助会員　21,780円
　　　　一般　　　　　　24,200円

中央労働災害防止協会ホームページより
オンライン申込み

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り

認定産業医は生涯研修
（専門）5単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「労働者のストレス対処とポジティブ・メンタルヘルス」
③講演「行動経済学とナッジの健康づくりへの応用：理論と実践」

産業医学実践研修
（治療と職業生活の
両立支援①～診療報
酬改定に準拠した医
師の意見書の書き
方）

産業医科大学　産業医
実務研修センター　主
催

2022．9．24（土）
10：00～16：00

アワーズ院阪急

品川区大井1-50-5
TEL：03-3775-6121

定員　　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）

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
※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
2022年7月7日（木）～7月21日（木）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）2単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．9．25（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年9月11日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀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「有害物質の健康管理」
③講演「有害物質と労働衛生3管理」

日本医師会認定産業
医研修会

産業保健協議会　主催 2022．9．26（月）
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

定員　　　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
メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org

申込締切日
2022年9月12日（月）

認定産業医は生涯研修
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「職場におけるメンタルヘルス　復職事例」
②講演「従業員に自殺が発生した際の対応について」



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

令和4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 2022．9．29（木）
14：35～16：35

東日本旅客鉄道株式会社　東京総
合車両センター

品川区広町2-1
TEL：03-3771-7573

定員　　40名（非会員の受講可/事前徴収）

受講料　東京都医師会員　　　　　 8,000円
　　　　道府県医師会員　　　　  10,000円
　　　　非会員　　　　　　　　　14,000円

東京都医師会の研修申込システムより申
込む。

https://study.tokyo.med.or.jp/publis
h

東京都医師会健康保健課

〒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
2022年8月31日（水）
受講者は締切日までに申込のあった中か
ら、抽選にて決定

認定産業医は生涯研修
（実地）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「東京総合車両センター（鉄道車両整備等業務）における職
場巡視と助言のポイント」

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 2022．10．1（土）
9：00～17：00

2022．10．2（日）
9：00～17：00

2022．10．23（日）
9：00～16：00

日本医科大学教育棟

文京区千駄木1-1-5
TEL：03-3822-2131

定員　　200名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　日本医科大学医師会員　26,000円
　　　　東京都医師会員　　　　32,000円
　　　　日本医師会員　　　　　45,000円
　　　　非会員　　　　　　　　55,000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.h
tml

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
2022年9月7日（水）
（但し、定員になり次第締切）

2022．10．1（土）
非認定産業医は基礎研修
（後期）7単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）6単位

2022．10．2（日）
非認定産業医は基礎研修
（実地）2単位
（後期）5単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）2単位
（専門）4単位

2022．10．23（日）
非認定産業医は基礎研修
（後期）6単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）5単位

2022．10．1（土）
①講演「遠隔産業医面談の実際と留意点」
②講演「治療と仕事の両立支援について」
③講演「過重労働に係る労働衛生関係法規」
④講演「メンタルヘルス事例対応の本質をつかむ」
⑤講演「発達障害が疑われる社員にどのように対応するか？」
⑥講演「産業医の知識・能力の維持向上～活動の価値を高める～」

2022．10．2（日）
①講演「職場における受動喫煙防止対策の実際」
②講演「メンタルヘルスのトラブル事例への対応」
③講演「化学物質管理に関する法改正対応の実際」
④講演「特殊健診の仕方と活用」
⑤実地「化学物質リスクアセスメント」

2022．10．23（日）
①講演「在宅テレワークにおけるメンタルヘルス管理」
②講演「ストレスチェック制度について」
③講演「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エ
イジフレンドリーガイドライン)について」
④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」
⑤講演「嘱託産業医のための健康診断事後措置」

東京都医師会第４２
回健康スポーツ医学
研修会

東京都医師会 2022．10．1（土）
16：10～18：15

東京都医師会館

千代田区神田駿河台2-5
TEL：03-3294-8821

定員　　100名（非会員の受講可/事前徴収）

受講料　東京都医師会員　　　　　10,000円
　　　　道府県医師会員　　　　  20,000円
　　　　非会員　　　　　　　　　20,000円

東京都医師会の研修申込システムより申
込む。

https://study.tokyo.med.or.jp/publis
h

東京都医師会健康保健課

〒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
2022年8月31日（水）
定員になり次第締切り

非認定産業医は基礎研修
（実地）1単位
（後期）1単位

認定産業医は生涯研修
（実地）1単位
（専門）1単位

①講演「～産業医が知っておきたい～人生100年時代に必要な運動
とは（理論編）」
②実地「～産業医が知っておきたい～人生100年時代に必要な運動
とは（実技編）」

令和4年度第6回産業
医のためのレベル
アップセミナー「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

2022．10．2（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

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収）
受講料　中災防会員　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まにて申込む。
 
https://www.jisha.or.jp/seminar/heal
th/h3611_sangyoui_levelup.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
（実地）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．10．2（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年9月18日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀講演「産業保健活動に役立つデータ活用法～疫学の視点を中心
に」
②講演「人事異動に産業医はどうかかわるか」
③講演「就業規則と休職復職と企業の本音」

令和4年度　第20回
実務向上研修（C
コース）

中央労働災害防止協会
主催

2022．10．8（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

定員　　60名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　THP登録者　 　　　　　21,780円
　　　　中災防賛助会員　　　  21,780円
　　　　一般　　　　　　　　　24,200円

中央労働災害防止協会ホームページより
オンライン申込み。

https://www.jisha.or.jp/seminar/heal
th/h3160_skil_up.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
（専門）5単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「高齢期の健康維持・増進のために（職域）」
②講演「テレワーク時代の上司のコミュニケーション」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．10．9（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年9月25日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「労働衛生における化学物質管理と法律に基づくリスク管
理」
③講演「注目されるテレワークの作業環境管理」



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

日本医師会認定産業
医研修会

産業保健協議会　主催 2022．10．14（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

定員　　　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
メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org

申込締切日
2022年9月30日（金）

認定産業医は生涯研修
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「コロナ対応を含めた健康経営について」

第47回日本外来臨床
精神医学会研究会

日本外来臨床精神医学
会　主催

2022. 10. 16(日）
13：05～16：20

立正大学品川キャンパス

品川区大崎4-2-16
TEL：03-3492-2681

定員　　200名（非学会員の受講可/事前徴収）

受講料　学会員　　　　　　　　 6,000円
　　　　非学会員　　　　　　　 7,000円

学会のホームページより申込み。

http://jcop.xsrv.jp/

日本外来臨床精神医学会

〒101-0047
千代田区内神田3－14－8 ニシザワビル5
階
TEL：03-5289-7290
FAX：03-5289-7290

申込締切日
2022年9月30日（金）

認定産業医は生涯研修
（専門）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「リモートワークと精神科診療」
②講演「在宅勤務者の「怠業」、「孤独」と「過剰適応」～パンデ
ミック後の環境変化に適応できない人たちにどう対処するかを考え
る」

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 2022．10．19（水）
19：30～21：30

世田谷区医師会館4階　ホールABC

世田谷区松原6-37-10
TEL：03-6704-9111

定員　　80名（世田谷区医師会員限定）

受講料　無料

世田谷区医師会のホームページより申込
み。

https://www.setagaya-med.or.jp/

世田谷区医師会

〒156-0043
世田谷区松原6-37-10
TEL：03-6704-9111

申込締切日
2022年10月12日（水）
但し、定員になり次第締切り

非認定産業医は基礎研修
（後期）2単位

認定産業医は生涯研修
（専門）2単位

①講演「産業医に必要なソーシャルスキル～職場でのノンバーバル
コミュニケーション～」

産業医学実践研修
（嘱託産業医に明日
から役に立つ職場の
メンタルヘルス活動
の実際）

産業医科大学産業医実
務研修センター　主催

2022. 10. 22(土）
13：00～18：00

TKP市ヶ谷カンファレンスセン
ター

新宿区市谷八幡町8番地　TKP市ヶ
谷ビル（事務所：2F）
TEL：03-5227-6911

定員　　70名（非学会員の受講可/事前徴収）

受講料　無料

産業医科大学ホームページから申込む。

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

※申し込んだ研修の全日程に参加するこ
と
※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
メール：mentalex@mbox.med.uoeh-
u.ac.jp

申込締切日

認定産業医は生涯研修
（実地）1.5単位
（専門）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「職場のメンタルヘルス活動の実際」
②講演「職場復帰支援の実務」
③実地「面談業務の実務」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．10．23（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年10月9日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀講演「働き方改革と労働基準法と労働安全衛生法」
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」

産業医学実践研修
（治療と職業生活の
両立支援②～診療報
酬改定に準拠した医
師の意見書の書き方
～）

産業医科大学産業医実
務研修センター　主催

2022. 10. 23(日）
10：00～16：00

TKP市ヶ谷カンファレンスセン
ター

新宿区市谷八幡町8番地　TKP市ヶ
谷ビル（事務所：2F）
TEL：03-5227-6911

定員　　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）

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

※申し込んだ研修の全日程に参加するこ
と
※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
メール：mentalex@mbox.med.uoeh-
u.ac.jp

申込締切日

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）2単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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」

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 2022．10．29（土）
13：00～18：10

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

定員　　100名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　東京医科大学医師会員　  　10,000円
　　　　　東京医科大学医師会員以外  12,000円

地区医師会員は所属地区医師会へ所定の
様式にて申込む。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事務局

〒160-0023
新宿区西新宿6-7-1
TEL：03-3342-6111
FAX：03-3345-1437

申込締切日
2022年7月29日（金）

非認定産業医は基礎研修
（実地）1単位
（後期）4単位

認定産業医は生涯研修
（実地）1単位
（専門）4単位

①講演「職場における化学物質の管理　産業医に求められる役割」
②講演「職場の感染症対策」
③講演「遠隔通信技術を用いた産業衛生活動のポイント」
④講演「ストレスチェック制度における高ストレス者面談の留意
点」
⑤実地「ストレスチェック制度における高ストレス者面談の留意
点」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022．10．30（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　20,000円

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジより申込む。

 https://network.resv.jp/

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
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年10月16日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：
非認定産業医は研修単位になりま
せん。

➀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「ストレスと人間関係構築」

令和4年度　第10回
産業医のためのレベ
ルアップセミナー
「企業におけるこれ
からの新型コロナウ
イルス対策」

東京都医師会　主催 2022．10．30（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

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収

受講料　中災防会員　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
（実地）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「企業におけるこれからの新型コロナウイルス対策」



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

東京都医師会・昭和
大学医師会産業医研
修会

中央労働災害防止協会
主催

2022．10．30（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

定員　　　300名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　東京都医師会員　  　16,000円
　　　　　道府県医師会  　　　20,000円
　　　　　非会員　　　　　　　22,000円

昭和大学医師ホームページから申込み
後、メール通知される指定口座に受講料
を振り込む（振込確認後、受講票郵
送）。

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

昭和大学医師会

〒142-0064
品川区旗の台1-8-12　昭友商事株式会社
内
TEL：03-3784-8915
FAX：03-5498-3684

申込締切日
2022年8月2日（火）～8月26日（金）正
午まで
但し先着順とし、定員になり次第締切

非認定産業医は基礎研修
（実地）2単位
（後期）5単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）2単位
（専門）4単位

①講演「脳・心臓疾患の労災認定基準改正について」
②講演「ワーク・エンゲイジメント」
③講演「高年齢労働者の健康管理」
④講演「産婦入科医から見た働く女性の健康管理」
⑤講演「テレワーカーの健慶管理」
⑥実地「健康診断に必要な膵臓疾患について」
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～」

第22回日本外来精神
医療学会

第22回日本外来精神医
療学会　主催

2022．11．5（土）
14：05～17：25

杏林大学井の頭キャンパス

三鷹市下連雀5-4-1
TEL：0422-47-8000

定員　　120名（非会員の受講可／当日徴収）

受講料　三鷹市医師会員　　　　　4,000円
　　　　日本外来精神医療学会員　6,000円
　　　　非会員　　　　　　　　　8,000円

ホームページより申込む。

http://www.jaaps.jp/22st/

第22回日本外来精神医療学会事務局

〒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）

申込締切日
定員になり次第締切

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「精神障害者雇用の課題」
②講演「コロナ禍における労災認定の基本」
③講演「産業保健の最近の話題～メンタルヘルスを中心に～」

令和4年度　第22回
実務向上研修（A
コース）

中央労働災害防止協会
主催

2022．11．5（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

定員　　60名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　THP登録者　 　　　　　21,780円
　　　　中災防賛助会員　　　  21,780円
　　　　一般　　　　　　　　　24,200円

中央労働災害防止協会ホームページより
オンライン申込み。

https://www.jisha.or.jp/seminar/heal
th/h3160_skil_up.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
（専門）5単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「働く人の健康づくりの動向」
②講演「身体を守る免疫の話～ストレス下での感染対策～（職
域）」
②講演「職場ではぐくむレジリエンス：測定、理論、実践」

産業医学実践研修
（特殊健康診断と有
害業務管理）

産業医科大学産業医実
務研修センター　主催

2022. 11. 6(日）
10：00～16：10

TKP品川カンファレンスセンター
ANNEX

港区高輸3-13-1
TEL：03-5447-1201

定員　　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）

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

※申し込んだ研修の全日程に参加するこ
と
※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
メール：mentalex@mbox.med.uoeh-
u.ac.jp

申込締切日

認定産業医は生涯研修
（実地）4単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「特殊健康診断の概説」
②実地「特殊健康診断の事後措置」
③実地「有害業務の3管理①」
④実地「有害業務の3管理②」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

中央労働災害防止協会
主催

2022．11．6（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年10月23日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「高齢労働者の健康課題と対策」
②講演「就業規則と休職復職と企業の本音」
③講演「働き方改革と労働基準法及び労働安全衛生法」

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

2022. 11. 13(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

定員　　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）

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

※申し込んだ研修の全日程に参加するこ
と
※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
メール：mentalex@mbox.med.uoeh-
u.ac.jp

申込締切日

認定産業医は生涯研修
（実地）3.5単位
（専門）1.5単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「確実な改善につながるための取組み（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」

令和4年度産業保健
実践講習会

東京都医師会　主催 2022．11．13（日）
9：10～16：30

ベルサール神田（会場内サテライ
ト形式で開催）

千代田区神田美土代町7
TEL：03-5281-3053

定員　　　250名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　20,000円

産業医学振興財団ホームページ又は所定
のFAX用紙にて申込む。

https://www.zsisz.or.jp/

（公財）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

申込締切日
定員になり次第締切

非認定産業医は基礎研修
（更新）1単位
（専門）5単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「産業医活動の実務」
②講演「最近の労働安全衛生法令の動向」
③講演「安全配慮義務と産業医の実務」
④講演「職場における腰痛と対策の進め方」
⑤講演「職場における救急処置」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022.11.13（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年10月30日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「労働衛生における化学物質管理の現状と法律に基づくリス
ク管理」
②講演「効率的な空気換気について」
③講演「有害物質と労働衛生3管理」



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

東京都医師会・順天
堂大学医師会産業医
研修会

産業医学振興財団　主
催

東京都医師会　共催

2022．11．19（土）
9：30～18：40

順天堂大学　7号館　小川秀興講
堂

文京区本郷2-1-1
TEL：03-5802-1140

定員　　　100名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　東京都医師会員　  　11,000円
　　　　　道府県医師会  　　　13,000円
　　　　　非会員　　　　　　　15,000円

東京都医師会員は地区医師会取りまとめ
またはホームページより申込む。
道府県医師会員と非会員は個人でホーム
ページより申込む。

https://www.juntendo.ac.jp/hosp/medi
cal-menu/seminar.html

順天堂大学医学部附属順天堂医院内

〒113-8431
文京区本郷3-1-3
TEL：03-5802-1140
FAX：03-5802-1582

申込締切日
2022年8月1日（月）～8月31日（水）

非認定産業医は基礎研修
（後期）8単位

認定産業医は生涯研修
（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「企業で取り組む健康増進の実践例」
④講演「医療機関における産業保健活動」
⑤講演「ストレスチェック制度における産業医の役割と対応のポイ
ント」
⑥講演「自律的な化学物質管理におけるリスクアセスメント」
⑦講演「産業医と健康スポーツ医に役立つ人生　100年時代のロコ
モティブシンドローム対策―青年期から老年期に至る運動器の機能
維持による健康増進の実際―　」

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 2022．11．20（日）
9：30～18：40

順天堂大学　7号館　小川秀興講
堂

文京区本郷2-1-1
TEL：03-5802-1140

定員　　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　東京都医師会員　  　11,000円
　　　　　道府県医師会  　　　13,000円
　　　　　非会員　　　　　　　15,000円

東京都医師会員は地区医師会取りまとめ
またはホームページより申込む。
道府県医師会員と非会員は個人でホーム
ページより申込む。

https://www.juntendo.ac.jp/hosp/medi
cal-menu/seminar.html

順天堂大学医学部附属順天堂医院内

〒113-8431
文京区本郷3-1-3
TEL：03-5802-1140
FAX：03-5802-1582

申込締切日
2022年8月1日（月）～8月31日（水）

非認定産業医は基礎研修
（後期）8単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）7単位

①講演「職場の化学物質管理が変わります」
②講演「労働衛生関連機関について」
③講演「リモートワークにおける健康管理」
④講演「職場における新型コロナウイルス対策」
⑤講演「労働環境と生殖・妊娠について」
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「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」
⑧講演「産業医と衛生管理者」

令和4年度　第7回産
業医のためのレベル
アップセミナー「ト
ラブル防止のための
産業医実務Q＆A」

中央労働災害防止協会
主催

2022．11．20（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

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　中災防会員　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にて申込む。

https://www.jisha.or.jp/seminar/heal
th/h3611_sangyoui_levelup.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
（実地）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「トラブル防止のための産業医実務Q＆A」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022.11.26（土）
14：30～17：30

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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年11月12日（土）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①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」
②講演「有害物質と労働衛生3管理」
③講演「法令改正の動向と実務の変化」

産業医学実践研修
（治療と職業生活の
両立支援③～診療報
酬改定に準拠した医
師の意見書の書き方
～）

産業医科大学産業医実
務研修センター　主催

2022. 11. 27(日）
10：00～16：00

アワーズイン阪急

品川区大井1-50-5
TEL：03-3775-6121

定員　　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）

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

※申し込んだ研修の全日程に参加するこ
と
※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
メール：mentalex@mbox.med.uoeh-
u.ac.jp

申込締切日

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（実地）2単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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敵な考え方」
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」

産業医のための労働
衛生管理セミナー
（第1回）

中央労働災害防止協会
主催

2022．11．27（日）
13：30～16：50

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：03-3452-6389

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　一般　　    　　　　23,100円
        中災防会員　　　　　20,790円
　

中央労働災害防止協会ホームページより
WEBにて申込む。

https://www.jisha.or.jp/seminar/kyoi
ku/y6270_sangyoui_eikan.html

中央労働災害防止協会　教育ゼロ災推進
部

〒108-0014
港区芝5-35-2　安全衛生総合会館6階
TEL：03-3452-6389
FAX：03-3453-3449

申込締切日

認定産業医は生涯研修
（実地）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「改正有機溶剤健康診断のやり方」
②実地「安全衛生保護具の基礎知識（耳栓着用体験）」
③実地「エイジフレンドリーガイドラインとエクササイズ」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022.11.27（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年11月13日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「有害物質と労働衛生3管理について」
②講演「ストレスと人間関係構築」
③講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」+P70:P71



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

第30回日本産業スト
レス学会

日本産業ストレス学会
主催

2022．12．2（金）
10：00～17：00

2022．12．3（土）
9：30～17：55

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：03-4212-2000

定員　　500名（非学会員の受講可／事前徴収）

受講料　学会員　            8,000円（事前）
　　　　　　　　           11,000円（当日）
        非学会員  　       11,000円（事前）
                           14,000円（当日）

日本産業ストレス学会ホームページより
WEBにて申込む。

https://www.procomu.jp/jajsr30/

株式会社プロコムインターナショナル

〒135-0063
江東区有明3-6-11　TFTビル東館9階
TEL：03-5520-8822
メール：jajsr30＠procom-i.jp

申込締切日
令和4年10月31日（月）

2022．12．2（金）
認定産業医は生涯研修
（専門）5単位
　又は
（専門）3単位
（実地）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

2022．12．3（土）
認定産業医は生涯研修
（更新）3単位
（専門）2単位
　又は
（更新）2単位
（専門）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

2022．12．2（金）
①講演「社会情勢や働き方の変化と産業ストレス」
②講演「職域におけるがん検診―その問題点と打開策―」
③講演「産業ストレス対策における人事労務管理の実務―経営学の
知見を活かした産業保健との連携―」
④講演「どう育てる！？最新の産業ストレスの課題を反映した心理
的支援の実務者養成」
⑤講演「健康経営と職場のメンタルヘルス」
⑥講演「ダイバーシティ経営と個人「内」の多様性：働き方改革と
管理職の役割が鍵」
⑦講演「勤労者医療とメール相談～15万件の相談事例から学ん　だ
もの～」
⑧講演「日本産業ストレス学会の歩み―産業ストレスの歴史を振り
返る―」
⑨実地「産業保健スタッフのための事例検討」

2022．12．3（土）
①講演「「裁判所は産業ストレスをどう考えたか」―国・京都上労
基署長（島津エンジニアリング）事件」をめぐって―」
②講演「労災認定と産業ストレス」
③講演「両立支援科学から考える産業ストレス研究」
④講演「中高年の支援、キャリア・メンタル・ライフの統合から」
⑤講演「小規模事業場でメンタルヘルス対策を進める上での課題と

日本産業ストレス学
会令和4年度第2回研
修会

日本産業ストレス学会
主催

2022．12．4（日）
10：00～16：00

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：03-4212-2000

定員　　200名（非学会員の受講可／事前徴収）

受講料　学会員・医師会会員  5,000円
        非学会員・非医師会会員
                            8,000円

日本産業ストレス学会ホームページより
WEBにて申込む。

https://jajsr.jp/info/workshop

日本産業ストレス学会事務局

〒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　担当：上田
TEL：03-3358-4001
FAX：03-3358-4002
メール：jajsr-office@human-
research.co.jp

申込締切日
令和4年11月28日（月）

認定産業医は生涯研修
（実地）2単位
（専門）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「職場の心理的安全性」
②講演「職場における、がんを持つ労働者の支援―心療内科医の視
点から―」
③講演「医師の働き方改革の最新動向―産業ストレスに関するマネ
ジメント視点を中心に―」
④実地「働き方の新しい幕開けと産業ストレス―産業保健スタッフ
の連携―」

令和4年度　第3回
健康測定実践セミ
ナー～運動負荷試験
の実験～

中央労働災害防止協会
主催

2022．12．4（日）
（午前）10：30～
12：30
（午後）13：30～
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

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　中災防会員　35,640円
　　　　一般　　　  39,600円

中央労働災害防止協会ホームページより
オンライン申込み。

https://www.jisha.or.jp/seminar/heal
th/h3020_sp01.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
（実地）3単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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「（実習）運動不可試験の実際と運動処方」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022.12. 4（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年11月20日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「会社が変わる。安全衛生委員会の立ち上げ方と進め方」
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」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022.12.11（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年11月27日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「産業保健活動に役立つデータ活用法～疫学の視点を中心
に」
②講演「有害物質の健康影響」
③講演「産業医の法的責任とリスク」

産業医のための労働
衛生管理セミナー
（第2回）

中央労働災害防止協会
主催

2022．12．18（日）
13：30～16：50

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：03-3452-6389

定員　　50名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　一般　　    　　　　23,100円
        中災防会員　　　　　20,790円

中央労働災害防止協会ホームページより
WEBにて申込む。

https://www.jisha.or.jp/seminar/kyoi
ku/y6270_sangyoui_eikan.html

中央労働災害防止協会　教育ゼロ災推進
部

〒108-0014
港区芝5-35-2　安全衛生総合会館6階
TEL：03-3452-6389
FAX：03-3453-3449

申込締切日

認定産業医は生涯研修
（実地）3単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①実地「改正有機溶剤健康診断のやり方」
②実地「安全衛生保護具の基礎知識（耳栓着用体験）」
③実地「エイジフレンドリーガイドラインとエクササイズ」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2022.12.18（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2022年12月4日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「労務管理と労働衛生管理の同軸マネジメント」
②講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
③講演「労働衛生における化学物質管理の現状と法律に基づくリス
ク管理」



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 1.15（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年1月1日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「労働衛生と安全配慮義務」
②講演「有害物質と労働衛生3管理」
③講演「有害物質の健康影響」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 1.22（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年1月8日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「高齢労働者の健康課題と対策」
②講演「会社が変わる。安全衛生委員会の立ち上げ方と進め方」
③講演「産業医の法的責任とリスク」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 2. 5（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年1月22日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「ハラスメントの法解釈と事例」
②講演「働き方改革と労働基準法及び労働安全衛生法」
③講演「労務管理と労働衛生管理の同軸マネジメント」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 2.12（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年1月29日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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法律に基づくリス
ク管理」
③講演「高齢労働者の健康課題と対策」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 2.19（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年2月5日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「衛生管理者と連携した就労支援」
②講演「ハラスメントの法解釈と事例」
③講演「就業規則と休職復職と企業の本音」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 2.26（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年2月12日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「産業保健活動に役立つデータ活用法～疫学の視点を中心
に」
②講演「有害物質の健康影響」
③講演「産業医の法的責任とリスク」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 3. 5（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年2月19日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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「職場における健康づくり」
③講演「働き方改革と労働基準法及び労働安全衛生法」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 3.19（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年3月5日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「高齢労働者の健康課題と対策」
②講演「会社が変わる。安全衛生委員会の立ち上げ方と進め方」
③講演「産業医の法的責任とリスク」



日本医師会認定産業医制度における研修会開催案内

研修会名称 主催 日時 会場 定員・受講料 申込方法 申込先・締切 研修単位 研修内容
※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 １０月１日）に更新されます。

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 3.26（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年3月12日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「労働衛生と安全配慮義務」
②講演「有害物質の健康影響」
③講演「ストレスと人間関係構築」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 4. 2（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年3月19日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

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「効率的な空気換気について」
③講演「働き方改革と労働基準法及び労働安全衛生法」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 4. 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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年3月26日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「職場における健康づくり」
②講演「人事異動に産業医はどうかかわるか？」
③講演「労働衛生における化学物質管理の現状と法律に基づくリス
ク管理」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 4.16（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年4月2日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「ハラスメントの法解釈と事例」
②講演「産業医の法的責任とリスク」
③講演「有害物質と労働衛生3管理」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 4.23（日）
10：30～13：00

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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年4月9日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）2単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「注目されるテレワークの作業環境管理」
②講演「就業規則と休職復職と企業の本音」
③講演「メンタルヘルスで何見るの？」

産業医労働衛生ス
タッフ研修会

日本衛生管理者ネット
ワーク主催

2023. 4.30（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

定員　　120名（非会員の受講可／事前徴収）

受講料　　 　　　　　20,000円
　

日本衛生管理者ネットワークホームペー
ジよりオンライン申込み。

https://network.resv.jp/

※必要事項を記載して申込む。

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：050-5211-8095
メール：eisei.network@gmail.com

申込締切日
2023年4月16日（日）

認定産業医は生涯研修
（更新）2単位
（専門）1単位

注意：非認定産業医は研修単位に
なりません。

①講演「安全衛生委員会の法的根拠と運営」
②講演「労働衛生における化学物質管理の現状と法律に基づくリス
ク管理」
③講演「有害物質と労働衛生3管理」


