
※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３１年２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・
　　江戸川区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H30．12．1（土）
 13：30～17：50

 江戸川区総合文化センター
　　　３階研修室・２階会議室
 江戸川区中央４－１４－１
 ＴＥＬ　０３－３６５２－１１１１

　１００名（非会員の受講可／事前徴収）
　江戸川区医師会員　　　  　３，０００円
　都道府県医師会員　　　　　５，０００円
　非　会　員　　　　　　         ７，０００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
 江戸川区医師会へ直接電話にて
 申込む。

江戸川区医師会
〒１３２－００２１
　江戸川区中央４－２４－１４
　ＴＥＬ　０３－３６５２－３１６６
　ＦＡＸ　０３－３６５５－５５０５

　申込締切日
　　　平成３０年１０月３１日（水）

 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「労働衛生行政の最新の動向
　　　　　　　　　（第１３次労働災害防止計画を中心に）」
②実地「職域のメンタルヘルス対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　（アルコール事例の検討）」
③実地「職場巡視の実際（化学物質を中心に）」
④講演「ＤＶＤ（産業精神保健の臨床）」

「東京都医師会・
　　町田市医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H30．12．1（土）
 13：30～17：45

 町田市医師会館
 町田市旭町１－４－５
 ＴＥＬ　０４２－７２２－９４８６

　７０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　　　 　　　７，０００円
　非　会　員　　　　　　         ８，０００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
 町田市医師会ホームページ内の
 産業医研修会専用ページより
 産業医研修会申込書をダウン
 ロードし、直接町田市医師会に
 ＦＡＸにて申込む。

 https://
       www.machida.tokyo.med.or.jp/

町田市医師会
〒１９４－００２３
　町田市旭町１－４－５
　ＴＥＬ　０４２－７２２－９４８６
　ＦＡＸ　０４２－７２２－５５４９

　申込締切日
　　　平成３０年１１月１６日（金）
　　　（定員になり次第締切）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）１単位
（後期）３単位

（更新）１単位
（実地）１単位
（専門）２単位

①講演「産業医の基本、最近の労働衛生行政について、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禁煙等について」
②講演「発達障害的・傾向のある労働者への関わり、
　　　　　　　労使への配慮事項など心理職の立場から」
③講演「海外勤務者の健康管理」
④実地「職場における腰痛予防対策の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポイントとエクササイズ」

「東京都医師会・
　　神田医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H30．12．1（土）
 14：05～18：15

 ＣＩＶＩ 研修センター日本橋
　　　６階 Ｎ６ＨＡＬＬ・Ｎ６００
 中央区日本橋室町４－１－６
　　　　　クアトロ室町ビル６階
 ＴＥＬ　０３－５２９８－１８１０

　２００名（非会員の受講可／事前徴収）
　神田医師会員　　　　　　　 ８，０００円
　東京都医師会員　　　　　１０，０００円
　道府県医師会員　　　　　１２，０００円
　非　　会　　員 　　　   　　１３，０００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

神田医師会
　　　　　　　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

（更新）２単位
（専門）２単位

①講演「がん治療と就労の両立支援」
②講演「精神障害の労災認定の実際」
③講演「働く人の睡眠障害」
④講演「労働安全衛生法規の読み方・使い方」

「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」

「日本産業ストレス学会
　　　　　　平成３０年度第２回研修会」
　日本産業ストレス学会主催

 H30．12．2（日）
 10：00～16：00

 学術総合センター一橋講堂
 千代田区一ツ橋２－１－２
 ＴＥＬ　０３－４２１２－３９００

　２００名（非学会員の受講可）
　【事前申込】
　日本産業ストレス学会会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，０００円
　非 学 会 員 　　　　　　　　 ５，０００円

　【当日申込】
　日本産業ストレス学会会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６，０００円
　非 学 会 員   　　　　　　 　８，０００円
　

 メールタイトルに「平成３０年度第
 ２回研修会参加申込」と記載し、
 本文に①氏名（フリガナ）②参加
 者区分（会員・非会員）③電話番
 号④日医認定産業医番号⑤所属
 地区⑥所属医療機関名・企業名を
 記載のうえ、Ｅ-mailにて申込む。

 E-mail : jajsr-office
                      @accelight.co.jp

 詳細はホームページにてご確認
 ください。

 http://jajsr.umin.ac.jp/gakkai.html

日本産業ストレス学会事務局
〒１１３－００３３
　文京区本郷４－１－５
　　　　　　　　　　石渡ビル５階
　　　　株式会社アクセライト内
　ＴＥＬ　０３－６８０１－５１０６
　ＦＡＸ　０３－６８０１－６０９１

　事前参加登録締切日
　　　平成３０年１１月２２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。

（実地）１単位
（専門）４単位

①講演「中小企業が取り組むポジティブメンタルヘルス」
②講演「企業などでの教育研修の進め方の実際」
③講演「職場で意外に身近に見られる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　摂食障害の基礎知識」
④講演「職場復帰支援
　　　　　　（日本うつ病リワーク協会の取り組み）」
⑤実地「職場のメンタルヘルス
　　　　　（職種間連携による産業ストレス対策について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔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

 H30．12．3（月）
 13：30～16：30

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

　３０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

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

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

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

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）３単位 ①実地「作業環境測定方法」



※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３１年２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

 H30．12．6（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「働き方改革関連法と労働者の健康管理」

「日本産業衛生学会
　中小企業安全衛生研究会
　　　　　　　　　　　　第５２回全国集会」
　
　日本産業衛生学会
　中小企業安全衛生研究会・
　東京産業保健総合支援センター・
　　　　　　　　　　東京都医師会共催
　

 H30．12．8（土）
 12：50～14：20

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

　５０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

 参加希望者は、氏名、所属、認定
 番号を記載のうえ、メールにて申
 込む。

 e-mail : ayato3927b@e-pise.com

日本産業衛生学会
中小企業安全衛生研究会
　 第５２回全国集会事務局
　　　　　　　　　（担当：寺田勇人）
〒１０５－００１４
　港区芝３－３４－１
　　　芝パークタワー７０５号
　　高輪労働衛生コンサルタント
　　　　　　　　　　　　　　　事務所
　ＴＥＬ　０９０－２２２４－２７２７

　申込締切日
　　　平成３０年１２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。

（専門）1.5単位 ①講演「小規模事業所だからできる
　　　　　多様な産業保健活動形態
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＣＴ活用の限界に挑む）」

「平成３０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

 H30．12．8（土）
 14：30～17：45

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

　８０名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　　６，０００円
　道府県医師会員　　　　　　８，０００円
　非　　会　　員　　　　　　  １２，０００円
　

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

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

　申込締切日
　　　平成３０年１０月３１日（水）
　（但し、定員になり次第締切り）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）３単位 ①実地「健診フォロー時の禁煙支援
　　　　　　　　　　　　　（対象者ごとの突っ込みどころは）」
②実地「職場の分煙対策の
　　　　　　　　　　　効果確認のための測定について学ぶ」

「東京都医師会・
　　中央区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H30．12．8（土）
 15：00～17：00

 株式会社LSI　メディエンス
　　　　　　　　　志村事業所
 板橋区志村３－３０－１
 ＴＥＬ　０３－５９９４－２３６２
  

　３０名（非会員の受講不可／事前徴収）
　中央区医師会員 　　　　　 １，０００円

　【 受講資格 】
　中央区医師会員のみ受講可能

 中央区医師会へ電話にて申込む。 中央区医師会
〒１０４－００５４
　中央区勝どき１－６ー７
　ＴＥＬ　０３－３５３１－１０４８
　ＦＡＸ　０３－３５３４－８２２９

　申込締切日
　　　平成３０年１１月２２日（木）

 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「職場環境管理、就労体制管理、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康管理について」

「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

 H30．12．11（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。

（更新）２単位 ①講演「働き方改革と快適職場」

「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」

「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

 H30．12．14（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」

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（次回平成３１年２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」

「産業医のスペシャリストを育成する
　　　　　　　　　　　　　　弾丸セミナー
　（一気に「労働衛生コンサルタント」
　　　　　　実力レベルに引き上げる）
 （専門産業医による
　　　　　　　　　　web個別指導付き）」
　産業医科大学・東京都医師会共催

 H30．12．15（土）
 14：00～18：30

 クロスウェーブ府中
 府中市日鋼町１－４０
 ＴＥＬ　０４２－３３３－７１１１

 

　５０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　１１０，０００円
　（宿泊なし。夕食費、消費税込。）

　受　　講　　料　　　　　　１２０，０００円
　（宿泊費、夕・朝食費、消費税込。）

　※２日分の受講料のため、 未受講の
　　部分があった場合でも返金はいたしま
    せん。

 コース名、氏名、所属、役職、
 住所、電話番号、e-mailアドレス、
 産業医歴を記入のうえ、e-mail
 にて申込む。

 e-mail :
      shuto@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp

 ※原則、部分受講はできません。

産業医科大学
　　　　　　首都圏事業推進室
〒８０７－８５５５
　北九州市八幡西区
　　　　　　　　　　　医生ケ丘１－１
　ＴＥＬ　０９３－６９１－７２５１
　　　　　　　　　　　　　　（直通）

　申込締切日
　　　平成３０年１２月７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）２単位 ①実地「ケースで学ぶ産業保健」

 H30．12．16（日）
 9：00～12：00

 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。

（更新）２単位 ①講演「ケースメソッド形式集中講座
　　　　　　　　　　　（最近の労働安全衛生法令　他）」

「平成３０年度三鷹市医師会
　　　　　　　　　　　　産業医講習会・
　第５０回産業精神保健学会
　　　　　　　　　　　　　　研修セミナー」
　三鷹市医師会、
　　日本産業精神保健学会教育・
　　　　　　　　　　　　　　　研修委員会、
　　　　　　　　　　　　東京都医師会共
催

 H30．12．15（土）
 14：00～18：25

 杏林大学三鷹キャンパス
　　　　　　　　　　　臨床講堂
 三鷹市新川６－２０－２
 ＴＥＬ　０４２２－４７－８０００

　１００名（非会員の受講可／当日徴収）
　三鷹市医師会または
　産業精神保健学会会員　  ２，０００円
　その他の方　　　　　 　　　　５，０００円

 往復葉書にて、往信に①住所②氏
 名③所属④連絡先電話番号⑤所
 属地区（大学）医師会名⑥認定産
 業医番号⑦三鷹市医師会・日本産
 業精神保健学会の会員・非会員の
 別を明記して、返信には申込者の
 住所、氏名を記入し申込む。

日本産業精神保健学会
　教育・研修委員会セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　事務局
　杏林大学医学部衛生学
　　　　　　　　公衆衛生学教室内
〒１８１－８６１１
　三鷹市新川６－２０－２
　ＴＥＬ　０４２２－４７－５５１２
　　　　　　　　　　　（内線３４６０）
　ＦＡＸ　０４２２－４４－０８４１
　

 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
（専門）２単位

①講演「最近の労働安全衛生行政の動向について」
②講演「働き方改革（産業医として留意すべきこと）」
③講演「働き方改革（産業医をしていて見えること、
　　　　　　　産業保健スタッフとして取り組めそうなこと）」
④実地「産業医面接について」

「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」

「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

 H30．12．18（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）」

「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

 H30．12．21（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）」

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３１年２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

「医療機関における
　　　　　　　　両立支援推進者コース」
　産業医科大学・東京都医師会共催

 H30．12．22（土）
 14：00～18：00

 エッサム神田ホール２号館
 千代田区内神田３－２４－５
 ＴＥＬ　０３－３２５４－８７８７

　２４名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　４０，０００円

　※２日分の受講料のため、 未受講の
　　部分があった場合でも返金はいたしま
    せん。

 コース名、氏名、所属、役職、
 住所、電話番号、e-mailアドレス、
 産業医歴を記入のうえ、e-mail
 にて申込む。

 e-mail :
      shuto@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp

 ※原則、部分受講はできません。

産業医科大学
　　　　　　首都圏事業推進室
〒８０７－８５５５
　北九州市八幡西区
　　　　　　　　　　　医生ケ丘１－１
　ＴＥＬ　０９３－６９１－７２５１
　　　　　　　　　　　　　　（直通）

　申込締切日
　　　平成３０年１２月１４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）2.5単位
（専門）0.5単位

①講演「両立支援総論」
②講演「両立支援の基礎（１）（背景と求めるレベル）」
③講演「両立支援の基礎（２）（各フェーズでの支援）」

 H30．12．23（日）
 9：00～16：30

 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）3.5単位

①実地「意見書の作成実習」
②講演「組織での展開」

「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

 H31．1．8（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「働き方改革と快適職場」

「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

 H31．1．9（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「働く女性の健康管理」

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

 H31．1．10（木）
 14：00～16：00

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

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

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

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

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

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（更新）２単位 ①講演「働き方改革関連法と労働者の健康管理」

「平成３０年度産業医学専門講習会」
　公益財団法人
　産業医学振興財団・
　　　慈恵医師会・東京都医師会共催

 H31．1．12（土）
　　　　　　～14（月・祝）
 1／12（土）
 9：30～18：30
 1／13（日）
 9：00～17：30
 1／14（月・祝）
 9：00～16：30

 東京慈恵会医科大学
　１号館講堂・講義室・実習室
 港区西新橋３－２５－８
 TEL　０３－３４３３－１１１１

　２５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　受　　講　　料　　　　　　　３５，０００円

　
　
　

　
　
　
　

 所定の申込書により、直接財団へ
 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〕
    http://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
　　　平成３０年１１月１２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）3.5単位
（実地）4.5単位
（専門）12単位

①講演「産業医が行う労働衛生・健康教育の技法」
②講演「化学物質とそのリスクアセスメント」
③実地「ケーススタディ メンタルヘルスケア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（職場復帰事例）」
④講演「医療機関における産業保健対策」
⑤講演「一般健康診断と事後措置の進め方」
⑥講演「治療と職業生活の両立支援（産業医の役割）」
⑦講演「高年齢労働対策
　　　　（高年齢労働社会に求められる産業保健戦略）」
⑧講演「ストレスチェック制度の実践
　　　　　　　　　　　　　　　　　（職場環境改善を中心に）」
⑨実地「作業環境測定の実際」
⑩講演「過重労働対策の進め方」
⑪講演「じん肺健康診断の実務」
⑫講演「働き方改革と産業医の職務」
⑬講演「安全配慮義務と産業医の実務」
⑭講演「職場における救急処置」
⑮実地「職場巡視」
⑯講演「職場における腰痛と対策の進め方」



※下記の都内の情報については、東京都医師会のホームページ（http://www.tokyo.med.or.jp/　→「産業医情報」　→「研修会スケジュール」)にてご覧になれます。また、新しい情報は、毎偶数月（次回平成３１年２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・
　　帝京大学医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．1．12（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
 帝京大学病院のホームページ
 より申込用紙を印刷し、必要事項
 を記入のうえ、帝京大学医師会
 事務局へＦＡＸにて申込む。

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１２月２２日（土）
　　（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

 

 ※受講コースにより、修得
    単位は最大５単位まで

（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「１３次労働災害防止計画と企業の働き方改革
　　　　　　　　　　　　　　（産業医に関わってほしいこと）」
②講演「職場における健康増進
                                  （多職種連携の視点から）」
③講演「リスクアセスメント（化学物質を中心に）」
④講演「産業医の役割と業務
　　　　　　　 （働き方改革関連法による改正も含めて）」
⑤講演「職場における喫煙対策」
⑥実地「産業医による職場巡視」

「第５３回日本成人病（生活習慣病）
　　　　　　　　　　　　　　学会学術集会」
　第５３回日本成人病（生活習慣病）
　　　　　　　　　　　　　　　　　学会主催
　

 H31．1．12（土）
 15：00～17：00

 都市センターホテル
 千代田区平河町２－４－１
 ＴＥＬ　０３－３２６５－８２１１
　

　１００名（非学会員の受講可）
　受　　講　　料  　　　　　    無　 　　料

 当日会場にて受付。

  

 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１「健康経営時代の生活習慣病対策」

 H31．1．13（日）
 15：00～17：00

 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）２単位 ①シンポジウム４「職場におけるストレスマネージメント」

「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

 H31．1．16（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」

「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

 H31．1．17（木）
 13：50～17：00

 ＡＮＡ機体工場見学
 大田区羽田空港３－５－４
 ＴＥＬ　０３－５７５６－５０９４

 ※現地集合・現地解散不可

　５０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１２月２０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

（実地）２単位

（実地）２単位

①実地「事業所見学及び説明」

「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

 H31．1．18（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単位 ①講演「アスベスト関連疾患の基礎」

「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

 H31．1．18（金）
 19：30～21：00

 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
　

　６０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

 

 足立区医師会へ直接電話にて
 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
　　 平成３１年１月７日（月）
　　　（定員になり次第締切）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）１単位
（後期）0.5単位

（実地）１単位
（専門）0.5単位

①講演「職場における喫煙の問題点と
　　　　　　　　　　　　　　　禁煙治療及び保健指導」
②実地「職場における、禁煙による肥満（メタボ）の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予防指導・アドバイス」

「東京都医師会・
　　八王子市医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．1．19（土）
 13：05～18：30

 八王子市医師会大講堂
 八王子市本町１３－２
 ＴＥＬ　０４２－６２２－６０００

　７０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

 受講希望者は八王子市医師会へ
 連絡のうえ所定の様式により、
 ＦＡＸまたは郵送にて申込む。

八王子市医師会
〒１９２－００６６
　八王子市本町１３－２
　ＴＥＬ　０４２－６２２－６０００
　ＦＡＸ　０４２－６２２－３３００

　申込締切日
　　　平成３０年１２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

（実地）３単位
（専門）２単位

①講演「職場におけるメンタルヘルス対策」
②講演「産業医に必要な認知症の知識
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（若年性認知症を中心に）」
③実地「作業環境測定法（測定器の操作・測定実習）」

第５３回日本成人病
                    （生活習慣病）
　　　　学会学術集会運営事務局
〒１１２－００１２
　文京区大塚３－５－１０
　　住友成泉小石川ビル６階
　株式会社サンプラネット
　　　　　　　　　　　（担当：宮川）
　ＴＥＬ　０３－５９４０－２６１４

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３１年２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

「日本産業衛生学会
　　　　関東産業医部会産業医研修
会」
　日本産業衛生学会関東産業医部
会・
 　　　 慈恵医師会・東京都医師会共
催

 H31．1．19（土）
 13：30～17：30

 東京慈恵会医科大学
 　　　　大学一号館６階講堂
 港区西新橋３－２５－８
 ＴＥＬ　０３－３４３３－１１１１

　１１０名（非学会員の受講可／事前徴
収）
　日本産業衛生学会員・東京都医師会員
 　  　　　　　　　　　　　　　　  ４，０００円
　道府県医師会員　　　　　　５，０００円
　非医師会員　　　　　　　　  ６，０００円

 必要事項（氏名、所属、所属医師
 会、日本産業衛生学会会員の有
 無、連絡先（電話）、日医認定産業
 医の場合は、認定番号を記入）を
 記載のうえ、メールにて申込む。

 e-mail : ae86f@hotmail.co.jp

日本産業衛生学会
　　　　　関東産業医部会事務局
〒１５３－００６３
　目黒区目黒１－５－１９
　　　　　　目黒第一ビル５０３
　　　　株式会社　ｉ・ＯＨ研究所
　ＴＥＬ　０３－４４５５－３４５５
　ＦＡＸ　０３－６４１７－９２６６

　申込締切日
　　　平成３０年１２月２５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）１単位
（専門）３単位

①講演「治療と仕事の両立支援」
②講演「働き方改革（産業医が知っておくべきこと）」
③講演「高度プロフェッショナル制度
　　　　　　　　　　　　　　　　（産業衛生における課題）」
④講演「過重労働対策」

「産業疫学論文を
　どのように読みこなし、
　　　　　　　　　　　　　実務に活かすか
　（過重労働、交替勤務、長期病休な
ど
　　　　　　　　　ホットな話題を中心に）
　産業医科大学・東京都医師会共催

 H31．1．19（土）
 14：00～18：30

 産業医科大学東京事務所
 千代田区神田司町２－２
　　　　　　　　　新倉ビル３階
 ＴＥＬ　０３－３５２５－８２０１

　２５名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　４０，０００円

　※２日分の受講料のため、 未受講の
　　部分があった場合でも返金はいたしま
    せん。

 コース名、氏名、所属、役職、
 住所、電話番号、e-mailアドレス、
 産業医歴を記入のうえ、e-mail
 にて申込む。

 e-mail :
      shuto@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp

 ※原則、部分受講はできません。

 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「集団分析（記述疫学・データ分析）」
②講演「交替勤務に関する疫学研究（症例対照研究）」

 H31．2．16（土）
 14：00～18：30

 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「過重労働に関する疫学研究（コホート研究）」
②講演「長期病休に関する疫学研究（介入研究）」

「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」

「ストレスチェック
　　　　　　　面接指導研修会Ⅰ（医
師）」
　公益社団法人
　　全国労働衛生団体連合会主催

 H31．1．22（火）
 9：30～17：10

 三田ＮＮホール
 港区芝４－１－２３
　　　　三田ＮＮビル地下１階
 ＴＥＬ　０３－５４４３－３２３３

　６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　全衛連会員　　　　　 　　　２１，６００円
　そ　の　他　　　　　　　　　 ４３，２００円

　【 受講資格 】
　健康診断に従事する医師

 全国労働衛生団体連合会のホー
 ムページより申込書をダウンロー
 ドのうえ、FAXまたは郵送にて申込
 む。

 http://www.zeneiren.or.jp/
                    training/new.html

全国労働衛生団体連合会
〒１０８－００１４
　港区芝４－１１－５
　　　　　　田町ハラビル５階
　ＴＥＬ　０３－５４４２－５９３４
　ＦＡＸ　０３－５４４２－５９３７

　申込締切日
　　　平成３１年１月１１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。
 １日受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（専門）５単位 ①講演「労働安全衛生法に基づく
　　　　　　　　　　　　　　　　ストレスチェックと面接指導」
②講演「職場における精神医学的問題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（精神医学概論）」
③講演「簡易ストレス調査票の使い方および
　　　　　　　　　　　　　　　　　　構造化面接法について」
④講演「職場ストレスとメンタルヘルス不調」
⑤講演「職場のメンタルヘルスと法的問題」

「ストレスチェック
　　　　　　　面接指導研修会Ⅱ（医
師）」
　公益社団法人
　　全国労働衛生団体連合会主催

 H31．1．23（水）
 9：30～17：00

 三田ＮＮホール
 港区芝４－１－２３
　　　　三田ＮＮビル地下１階
 ＴＥＬ　０３－５４４３－３２３３

　６０名（非会員の受講可／事前徴収）
　全衛連会員　　　　　 　　　１６，２００円
　そ　の　他　　　　　　　　　 ３２，４００円

　【 受講資格 】
　健康診断に従事する医師

 全国労働衛生団体連合会のホー
 ムページより申込書をダウンロー
 ドのうえ、FAXまたは郵送にて申込
 む。

 http://www.zeneiren.or.jp/
                    training/new.html

全国労働衛生団体連合会
〒１０８－００１４
　港区芝４－１１－５
　　　　　　田町ハラビル５階
　ＴＥＬ　０３－５４４２－５９３４
　ＦＡＸ　０３－５４４２－５９３７

　申込締切日
　　　平成３１年１月１１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。
 １日受講した場合のみ、
 単位修得できます。

（専門）５単位 ①講演「ストレスチェック制度の課題」
②講演「職場ストレス環境の改善」
③講演「職場メンタルヘルス対策の
　　　　　　　　　　　　　　　　　認知・行動的アプローチ」
④講演「医師の面接と
　　　　　　　　　　　精神科医療施設との連携の留意点」
⑤講演「取組事例の検討」

「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

 H31．1．24（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）」

産業医科大学
　　　　　　首都圏事業推進室
〒８０７－８５５５
　北九州市八幡西区
　　　　　　　　　　　医生ケ丘１－１
　ＴＥＬ　０９３－６９１－７２５１
　　　　　　　　　　　　　　（直通）

　申込締切日
　　　平成３１年１月１１日（金）



※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３１年２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

 H31．1．25（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「建設現場における死亡災害の実態と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せき損等職業性外傷」

「東京都医師会・
　　葛飾区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．1．26（土）
 13：30～18：40

 葛飾区医師会館３階講堂
 葛飾区立石５－１５－１２
 ＴＥＬ　０３－３６９１－８５３６

　１５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　葛飾区医師会員　　　　　　５，０００円
　東京都医師会員　　　　　　７，０００円
　道府県医師会員・非会員　８，０００円

 ヒューマン・リサーチに電話の上、
 所定の申込書により郵送にて
 申込む。

葛飾区医師会
　　　　　　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　０３－３３５８－４００１
　ＦＡＸ　０３－３３５８－４００２

　申込締切日
　　　平成３１年１月１１日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）５単位

（更新）１単位
（専門）４単位

①講演「気軽にできる！嘱託産業医
　　　　　～変貌する社会に対応した
　　　　　　　　　　　　　　　　産業医業務の基本と再整理～」
②講演「じん肺とアスベスト肺の健康管理と関係法令
　　　　　　　　　　　　　　　　　（法令に関する内容を含む）」
③講演「信頼される産業医はここが違う！」
④講演「過重労働（その問題点と対策について）」
⑤講演「産業医に知って欲しい歯科の知識」

「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

 H31．1．27（日）
 9：00～17：00
  

 ＴＫＰ東京駅八重洲
　　　　　カンファレンスセン
ター
 中央区京橋１－７－１
　　　　戸田ビルディング
 ＴＥＬ　０３－３５６２－８５２２

　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）
 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１１月１９日（月）～
　　　　　　　　　　　１２月７日（金）

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（実地）４単位
（専門）１単位

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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（就業規則を中心に）」
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
　　　　　　　　　　　　　　　（労災制度との関係を中心に）」
③講演「裁量労働等と管理職指導」

「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

 H31．1．29（火）
 14：00～16：00
  

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

　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⑬（健康情報の取扱い）」

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

 H31．1．30（水）
 14：00～16：00
  

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

　７０名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　　　 無　　　　料

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

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

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

　申込締切日
　　　  定員になり次第締切り

 認定産業医は生涯研修

 注意：
 非認定産業医は研修単位に
 なりません。

（専門）２単位 ①講演「職場のメンタルヘルスにおける依存症」

「東京都医師会・
　　目黒区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．2．2（土）
 13：30～18：50

 目黒区医師会館
 目黒区鷹番２－６－７
 ＴＥＬ　０３－３７１４－２１０１

　１３０名（非会員の受講可／事前徴収）
　目黒区医師会員　　　　　　６，０００円
　東京都医師会員  　  　　１０，０００円
　道府県医師会員　　　　　１２，０００円
　非　会　員　　　　　　      １５，０００円
 

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジ にアクセスし、 申込フォームに
 入力の上、申込む。
 または、電話にて申込書を請求の
 上、ＦＡＸにて申込む。

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

目黒区医師会
　　　　　　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３１年１月１８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「働き方改革と労働安全衛生法の改正に伴う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医の役割」
②講演「職場における災害時の対応」
③実地「過重労働面談事後措置について」
　　　　 「作業環境測定と個人曝露測定」
　　　　 「職場における疲労対策」



※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３１年２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・
　　中野・杉並・新宿区医師会
　　　　　　　　　　　　　　産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．2．2（土）
 14：00～19：15

 中野区医師会館
　　　　　　　　　３階大会議室
 中野区中野２－２７－１７
 ＴＥＬ　０３－３３８４－１３３５
　

　１５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　中野・杉並・新宿区医師会員
　　　　　　　　　　　　　　　　 　３，０００円
  東京都医師会員　　　　　　５，０００円
　道府県医師会員・非会員 ７，０００円

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会・非会員は直接中野
 区医師会へＦＡＸにて申込む。

中野区医師会産業医係
〒１６４－８５５８
　中野区中野２－２７－１７
　ＴＥＬ　０３－３３８４－１３３５
　FAX　０３－３３８４－１３３８

　申込締切日
     平成３１年１月１１日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）５単位

（更新）１単位
（専門）４単位

①講演「医療訴訟と産業医（実態と予防対策）」
②講演「救命救急医療と働き方改革
　　　　　　　　　　　　　　　　（どう折り合いをつけるか）」
③講演「職場での受動喫煙防止対策
　　　　　　　　　　　　　　　　（加熱式タバコの有害性）」
④講演「労働安全衛生法の概略と最近の話題」
⑤講演「産業医が知っておくべき
　　　　　　　　　　　メンタル不調者への対応のポイント」

「東京都医師会・
　　大森医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．2．2（土）
 14：00～17：00

 障がい者総合
              サポートセンター
 さぽーとぴあ
 大田区中央４－３０－１１
 ＴＥＬ　０３－５７２８－９１３３

　８０名（非会員の受講可／事前徴収）
　大田区三医師会員　　 　　３，０００円
　東京都医師会員　　　　　　４，０００円
　道府県医師会員　　　　　　５，０００円
　非　会　員　　　　　　　  　　６，０００円

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

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

　申込締切日
　　　平成３０年１２月２６日（水）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）３単位

（専門）３単位

①講演「産業医と訴訟対策」
②講演「勤労者の自殺予防対策」
③講演「職場のメンタルヘルス対策の動向」

「東京都医師会・
　　墨田区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．2．3（日）
 10：00～16：10

 サンライズホール
　（すみだ産業会館）
 墨田区江東橋３－９－１０
  ＴＥＬ　０３－３６３５－４３５１

　３００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
 

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジ にアクセスし、 申込フォームに
 入力の上、申込む。
 または、電話にて申込書を請求の
 上、ＦＡＸにて申込む。

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

墨田区医師会
　　　　　　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３１年１月１８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
（後期）３単位

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）２単位

①講演「働き方改革と労働安全衛生法に関する動向」
②講演「業種によっての産業医のかかわり方」
③講演「ストレスチェック実施後の産業医の役割」
④実地「地域・職場で役に立つ運動療法の実際」

「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

 H31．2．3（日）
 12：30～17：45

 銀座ブロッサム
　　　　　　　中央会館ホール
 中央区銀座２－１５－１６
  ＴＥＬ　０３－３５４２－８５８５

　５００名（非会員の受講可／事前徴収）
  日本橋医師会員　　　　　　５，０００円
　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
 

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジ にアクセスし、 申込フォームに
 入力の上、申込む。
 または、電話にて申込書を請求の
 上、ＦＡＸにて申込む。

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

日本橋医師会
　　　　　　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３１年１月２１日（月）

 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

（更新）２単位
（専門）３単位

①講演「健康経営とヘルスリテラシー」
②講演「働き方改革と労働安全衛生法の改正
　　　　　　（４月から始まる、今からしておきたいこと）」
③講演「産業医勧告の実際」
④講演「労働安全衛生法の改正に基づく
　　　　　心身の状態の情報の適正な取扱いのため規程
　　　　　　　　　　　（その趣旨と規定の作り方と活用法）」
⑤講演「産業医現場の変化と産業医の変化」

「平成３０年度東京都医師会・
　地方公務員安全衛生推進協会
　　　　　　　　　　　　　産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．2．7（木）
 9：55～16：10

 大手町サンケイプラザ４階
　　　　　　　　　　大ホール
 千代田区大手町１－７－２
 ＴＥＬ　０３－３２７３－２２５７

　２５０名（非学会員の受講可／事後徴
収）
　地方公共団体が選任している産業医
　もしくは地方公共団体に勤務し
　産業医に選任予定の医師 ２，０００円
　そ　の　他　　　　 　　 　　　４，０００円

 地方公務員安全衛生推進協会へ
 電話の上、所定の様式により申込
 む。

地方公務員安全衛生推進協会
〒１０２－００８３
　千代田区麹町３丁目２番地
　　　　　　　　　垣見麹町ビル３F
　ＴＥＬ　０３－３２３０－２０２１
　ＦＡＸ　０３－３２３０－２２６６

　申込締切日
　　　平成３１年１月８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）５単位

（専門）５単位

①講演「地方公共団体の安全衛生の現状と課題」
②講演「職場の健康管理と産業医の役割について」
③講演「職場の過重労働対策の進め方」
④講演「職場のメンタルヘルス対策」

「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）」

「東京都医師会・
　　渋谷区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．2．9（土）
 13：50～18：00

 渋谷区医師会教室
 渋谷区桜丘町２３－２１
    渋谷区文化総合センター
　　　　　　　　　　大和田９階
  ＴＥＬ　０３－３４６２－２２００

　５０名（非会員の受講可／事前徴収）
　渋谷区医師会員　　　　　　６，０００円
　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
 

 ヒューマン・リサーチのホームペー
 ジ にアクセスし、 申込フォームに
 入力の上、申込む。
 または、電話にて申込書を請求の
 上、ＦＡＸにて申込む。

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

渋谷区医師会
　　　　　　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３１年１月１８日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 
 認定産業医は生涯研修

（実地）１単位
（後期）３単位

（更新）１単位
（実地）１単位
（専門）２単位

①講演「職場におけるハラスメント対策」
②講演「両立支援における産業医の役割」
③講演「働き方改革と労働安全衛生法に関する動向」
④実地「ストレスチェック実施後の産業医の役割
　　　　　　　　　　　　　　　　（集団分析と結果の活用）」



※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３１年２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

 H31．2．13（水）
 15：30～17：30

 ＬＳＩメディエンス
　　　　　　　　臨床検査会社
 板橋区志村３－３０－１
 ＴＥＬ　０３－５４３５－４１７１

　７０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３１年１月３１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

（実地）２単位

（実地）２単位

①実地「事業所見学及び説明」

「産業医学実践研修
　　（海外勤務者の産業保健活動）」
　産業医科大学
　　　　産業医実務研修センター主催

 H31．2．16（土）
 13：30～18：30
  

 ＴＫＰ東京駅八重洲
　　　　　カンファレンスセン
ター
 中央区京橋１－７－１
 ＴＥＬ　０３－３５６２－８５２２

　１００名（非会員の受講可）
  受　　講　　料　　　　  　　　無　　　　料
 

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１１月１９日（月）～
　　　　　　　　　　　１２月７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「海外勤務者の健康管理
　　　　　　　　　　　　　　と赴任先の衛生・感染症対策」
②講演「海外赴任者・帯同家族のメンタルヘルス」
③講演「中国における産業保健体制」
④講演「海外勤務者の産業保健活動
　　　　　（健診と事後措置、
　　　　　　急性・慢性疾患管理を中心としたリスク管理）」

 H31．2．17（日）
 10：00～16：00
  

 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。

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）２単位

①講演「治療と職業生活の両立支援（総論）」
②講演「復職に関する産業保健的な考え方」
③講演「復職に関する臨床医的な考え方」
④実地「主治医による復職の意見書の書き方」
⑤実地「産業医による
　　　　　　　　　　　主治医の意見書への返書の書き方」

「第１９回日本外来臨床精神医学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　学術大会」
　日本外来臨床精神医学会主催
　

 H31．2．17（日）
 11：20～12：20
  

 立正大学　品川キャンパス
 品川区大崎４－２－１６
 ＴＥＬ　０３－３４９２－２６８１
　

　１１０名（非学会員の受講可／事前徴
収）
　学　会　員  　　　　　　      １０，０００円
　非 学 会 員                  １２，０００円

 正会員は事務局より送信される申
 込書により申込む。（会員優先）
 非学会員はホームページより所定
 の申込書をダウンロードしFAXまた
 はメールに添付し申込む。
 
 (非学会員用ホームページ）
 http://jcop.xsrv.jp/

 e-mail:jcop-office.fujimi
                  @db4.so-net.ne.jp

  

日本外来臨床精神医学会
　　　　　　　　　　　　　　事務局
〒３５４－００１８
　埼玉県富士見市
　　　　　西みずほ台１－２１－４
　　　　　　　　　　　　長野ビル３F
　ＴＥＬ　０４９－２５７－４３１０
　ＦＡＸ　０５０－３７３０－２６２１

　申込締切日
　　 　定員になり次第締切り
　（平成３１年１月１６日より
　　　　　　　　　　　　　　受付開始）

 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「発達障害特性を持つ群への
　　　　　　　　　　　　　精神科診療所における取り組み
　　　　　　　　　　　　（リワークデイケアを中心として）」

「東京都医師会・
　  江東区医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．2．23（土）
 14：00～19：10

 カメリアホール
 江東区亀戸２－１９－１
　　　　　　カメリアプラザ３Ｆ
  ＴＥＬ　０３－５６２６－２１２１

　３８０名（非会員の受講可／事前徴収）
　江東区医師会員  　  　　　５，０００円
　都道府県医師会員　 　　　７，０００円
　非　会　員　　　　　　　　　　９，０００円
　

 

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

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

江東区医師会
　　　　　　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３１年２月４日（月）

 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

（更新）１単位
（専門）４単位

①講演「職場のメンタルヘルス」
②講演「がん治療と就労の両立支援」
③講演「過重労働対策」
④講演「職場の喫煙対策」
⑤講演「ハラスメントに関する法令と産業医の対応」

 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/
          jissenkensyu.htmｌ

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

 ※全日程に参加すること



※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３１年２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

「ワンランク上の健康教育の技法」
　産業医科大学・東京都医師会共催

 H31．2．23（土）
 14：00～17：00

 エッサム神田ホール２号館
 千代田区内神田３－２４－５
 ＴＥＬ　０３－３２５４－８７８７

　１００名（非会員の受講可）
　受　　講　　料　　　　　 　４０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税込）

　※２日分の受講料のため、 未受講の
　　部分があった場合でも返金はいたしま
    せんので、ご了承ください。

 ホームページより申込む。
 
 https://
   premium.med.uoeh-u.ac.jp/
   service/course/nember06/

 ※原則、部分受講はできません。

産業医科大学
　　　　　　首都圏事業推進室
〒８０７－８５５５
　北九州市八幡西区
　　　　　　　　　　　医生ケ丘１－１
　ＴＥＬ　０９３－６９１－７２５１
　　　　　　　　　　　　　　（直通）

　申込締切日
　　　平成３１年２月１５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）２単位
（専門）１単位

①講演「健康教育の課題」
②実地「健康教育の分析・設計」

 H31．2．24（日）
 9：00～17：00

 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。

（実地）４単位
（専門）３単位

①実地「健康教育の開発」
②実地「健康教育の実施」
③講演「健康教育の評価」

「平成３０年度東京都医師会
　　　　　　　　　　　産業医前期研修会」
　東京都医師会主催

 H31．3．2（土）
 13：20～19：40

 日本医師会館・大講堂
 文京区本駒込２－２８－１６
 ＴＥＬ　０３－３９４６－２１２１

　４４０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　　　　　２０，０００円
　非　　会　　員　　　　　　  ３０，０００円
　

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

 （東京都医師会URL）
 http://www.tokyo.med.or.jp/
　 →医師のみなさまへ
　 →産業医情報
　 →研修会スケジュール

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３１年２月６日（水）
    　 （定員になり次第締切）

 非認定産業医は基礎研修

 注意：
 認定産業医は研修単位に
 なりません。

 【修得単位】
 ①総論１単位
 ②産業医活動の実際１単位
 ③有害業務管理１単位
 ④健康管理１単位
 ⑤作業管理１単位
 ⑥メンタルヘルス対策１単位

（前期）６単位 ①講演「産業医の職務」
②講演「嘱託産業医を中心に」
③講演「じん肺と石綿肺の労働衛生管理」
④講演「職場の感染症対策」
⑤講演「気軽にできる作業管理の進め方」
⑥講演「メンタル不調による休職者への対応
　　　　　　　　　　　　　　（リワークプログラムの効果）」

 H31．3．3（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。

 【修得単位】
 ①作業環境管理１単位
 ②総論１単位
 ③作業管理１単位
 ④健康保持増進１単位
 ⑤作業環境管理１単位
 ⑥有害業務管理１単位
 ⑦健康管理１単位
 ⑧産業医活動の実際１単位

（前期）８単位 ①ＤＶＤ「真夏の建設現場　熱中症の危険と脳梗塞」
②講演「働き方改革を推進する関連法律の
　　　　　整備に関する法律の概要と
　　　　　　　　　　　　　　最近の労働衛生行政の動向」
③講演「過重労働（その問題点と対策について）」
④講演「産業医の仕事の進め方」
⑤講演「職場での受動喫煙防止対策
　　　　　　　　　　　　　　　～加熱式タバコの問題点～」
⑥講演「有害業務管理の基本と産業医の役割」
⑦講演「治療と仕事の両立支援とは」
⑧講演「職場を知るということ（産業医と職場巡視）」

「東京都医師会・
　　慈恵医師会産業医研修会Ⅰ
　　　　　　　　　　　　　　　　(午前の
部）」
　東京都医師会主催

 H31．3．3（日）
 9：00～12：10

 東京慈恵会医科大学
　 大学１号館講堂・実習室他
 港区西新橋３－２５－８
 ＴＥＬ　０３－３４３３－１１１１

　１５０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・非会員
　　　　　　　　　　　 　　　　　１０，０００円

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

 http://procomu.jp/tdjdi201903/

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

　申込締切日
　　　平成３１年１月３１日（木）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（実地）３単位

（実地）３単位

①実地「騒音職場におけるリスクアセスメント」
②実地「職場巡視で活用する有機溶剤測定」
③実地「肩こり・腰痛・膝通予防の運動」



※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３１年２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・
　　慈恵医師会産業医研修会Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　　　(午後の
部）」
　東京都医師会主催

 H31．3．3（日）
 13：00～17：15

 東京慈恵会医科大学
　 大学１号館講堂・実習室他
 港区西新橋３－２５－８
 ＴＥＬ　０３－３４３３－１１１１

　２００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
　　　　　　　　　　　 　　　　　１２，０００円

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

 http://procomu.jp/tdjdi201903/

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

　申込締切日
　　　平成３１年１月３１日（木）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（実地）４単位

（実地）４単位

①実地「熱中症予防のためのリスクアセスメント」
②実地「局所排気装置等の性能点検」
③実地「嘱託産業医のための特殊健康診断結果の対応」
④実地「職場環境とコミュニケーション」

「東京都医師会・
　　日本大学医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．3．9（土）
 13：00～18：20

 日本大学医学部記念講堂
 板橋区大谷口上町３０－１
 TEL ０３－３９７２－８１１１
 

　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　　　　　　      １１，０００円
 

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会員・非会員は日本
 大学医師会ホームページから申込
 書をダウンロードのうえ、直接日本
 大学医師会へ郵送またはＦＡＸに
 て申込む。

 
  http://www.nichidai-ishikai.com/

日本大学医師会
〒１７３－８６１０
　板橋区大谷口上町３０－１
　　　　　　　日本大学医学部内
　ＴＥＬ　０３－３９７２－８０９８
　FAX　０３－５９９５－７１２６

　申込締切日
　　　平成３１年２月１５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
（後期）３単位

（更新）１単位
（実地）２単位
（専門）２単位

①講演「労働安全衛生法における事務所の衛生的管理」
②講演「企業のメンタルヘルスの動向と新たな動き」
③講演「職場における
　　　　　　　　　消化器がん患者の日常生活のあり方」
④実地「発達障害への理解と対応」
⑤実地「職場における禁煙支援の実践
　　　　　　（特に加熱式タバコと電子タバコへの対応）」

「東京都医師会・
　　日本大学医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．3．10（日）
 9：00～17：10

 日本大学医学部記念講堂
 板橋区大谷口上町３０－１
 TEL ０３－３９７２－８１１２
 

　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　　　　　　      １１，００１円
 

 地区医師会員は所属地区医師会
 へ申込む。
 道府県医師会員・非会員は日本
 大学医師会ホームページから申込
 書をダウンロードのうえ、直接日本
 大学医師会へ郵送またはＦＡＸに
 て申込む。

 
  http://www.nichidai-ishikai.com/

日本大学医師会
〒１７３－８６１０
　板橋区大谷口上町３０－１
　　　　　　　日本大学医学部内
　ＴＥＬ　０３－３９７２－８０９８
　FAX　０３－５９９５－７１２６

　申込締切日
　　　平成３１年２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）７単位

（更新）１単位
（専門）６単位

①講演「女性の健康対策（婦人科の立場から）」
②講演「産業現場における睡眠障害」
③講演「労働安全衛生法と産業医活動」
④講演「最近のメンタルヘルス事情」
⑤講演「ストレスと循環器疾患」
⑥講演「職場の腰痛対策」
⑦講演「大気・室内気汚染と呼吸器疾患」

「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

 H31．3．23（土）
 9：30～18：40

 ＴＫＰガーデンシティ
 プレミアム秋葉原　ホール２B
 千代田区外神田１－７－５
　フロントプレイス秋葉原
　　　　　　　　　　　　　２F／３F
 ＴＥＬ　０３－５２８９－７０９９

　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会員は
 順天堂大学医師会へ直接申し
 込む。

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

　申込期間
　　　平成３０年１１月１日（木）
　　　　　　　　～１２月２８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）８単位

（更新）２単位
（専門）６単位

①講演「労働安全衛生法と産業医活動」
②講演「中小企業における職場環境改善のすすめ方」
③講演「全身の健康づくりの一環としての歯科保健」
④講演「産業医と健康スポーツ医に役立つ
　　　　　　　　　　　内因性スポーツ障害予防のポイント」

「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」

「第１８回日本旅行医学会大会」
　日本旅行医学会主催

 H31．4．7（日）
 15：00～16：10

 国立オリンピック
　　　記念青少年総合センター
 渋谷区代々木神園町３－１
 ＴＥＬ　０３－３４６９－２５２５

　５００名（非学会員の受講可／事前徴
収）
　参　加　費　　　　　　　  　１２，０００円

 申込用紙については、ホームペー
 ジから印刷または、電話、メール
 にて依頼のうえ、FAX、郵送、メー
 ルのいづれかで申込む。

 e-mail : info@jstm.gr.jp

 URL ： http://www.jstm.gr.jp

日本旅行医学会
〒１５１－００５１
　渋谷区千駄ヶ谷１－１１－６
　　　　第二シャトウ千宗２０２号
　ＴＥＬ　０３－５４１１－２１４４
　ＦＡＸ　０３－３４０３－５８６１

　申込締切日
　　　平成３１年４月３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「職場における睡眠負債
　　　　　（日常勤務と出張時などにおける睡眠対策）」



※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３１年２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・
　　慈恵医師会産業医研修会」
　東京都医師会主催

 H31．6．2（日）
 9：30～18：40

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

　１０００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　　９，０００円
　道府県医師会員・東京都医師会非会員
　　　　　　　　　　　 　　　　　１１，０００円
　非　会　員 　　　 　　　　　１３，０００円
　
　※受講料に昼食代含む

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

 http://procomu.jp/tdjdi2019/

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

　申込締切日
　　　平成３１年５月１０日（金）

 非認定産業医は基礎研修

  認定産業医は生涯研修

（後期）８単位

（更新）２単位
（専門）６単位

①講演「労働衛生関係法規」
②講演「国が進める「働き方改革」と就労支援」」
③講演「両立支援に必要な知識（１）脳卒中」
④講演「職場におけるＬＧＢＴの理解と対応」
⑤講演「両立支援に必要な知識（２）肝疾患」
⑥講演「生産性に影響を及ぼす皮膚疾患」
⑦講演「両立支援に必要な知識（３）骨粗鬆症と関節疾患」
⑧講演「職場復帰支援のためのリハビリテーション
　　　　　　　　　　　　　（高次脳機能障害の症状と対応）」


