
※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４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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
（有害物質の生体影響と管理）

産業医科大学 産業医実務研
修センター主催

2022.2.5（土）
 13：00～18：20

フクラシア丸の内オアゾ
 
千代田区丸の内1-6-4
丸の内北口ビルディング15
階、16階
ＴＥＬ： 050-5287-4485

定員　　70名（非会員の受講可）

受講料　無料
 

所定様式により申込み（ホーム
ページまたはFAX）
https://www.uoeh-
u.ac.jp/medical/training/jisse
n.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

申込期間

 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「粉じん・石綿の労働衛生管理」
②講演「職場の発がん要因」
③講演「マンガンおよび塗膜剥離剤の有害性」

「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」

日本医師会認定産業医研修会 産業保健協議会主催 2022．2．9（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

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1月26日（水）

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「40代から健康で美しく生き生きと働き続
けるための女性のヘルスケア」

「令和３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

受付終了

 2022．2．10（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

　１２５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      ２，１００円
　そ　の　他　　　　 　　 　　　４，１００円

 地方公務員安全衛生推進協会
 ホームページ上から所定の様式
 をダウンロードし、メールまたは
 FAXにて申込む。

 http://www.jalsha.or.jp/schd/
 schd05

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
　　　２０２２年１月６日（木）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（後期）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「職場におけるハラスメント対策」
④講演「大規模災害時における職場のメンタルヘルス
ケア対策と産業医の役割」

「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」

「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）」

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

2022.2.19（土）
 13：00～17：00

アワーズイン阪急

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
 

所定様式により申込み（ホーム
ページまたはFAX）
https://www.uoeh-
u.ac.jp/medical/training/jisse
n.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

申込期間

 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」



※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４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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
（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

2022.2.20（日）
 9：30～17：00

アワーズイン阪急

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
 

所定様式により申込み（ホーム
ページまたはFAX）
https://www.uoeh-
u.ac.jp/medical/training/jisse
nkensyu.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

申込期間
2021年12月14日（火）～12月28
日（火）

 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」

「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？」

日本医師会認定産業医研修会 産業保健協議会主催 2022．2．25（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2月10日（木）

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「産業医が知っておきたい難病の知識」

「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

受付終了

 2022．2．27（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

　７５名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　１５，０００円
　道府県医師会員・非会員
　　　　　　　　　　　 　　　　 　１８，０００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/tdjdi202202/

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
　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
　　　２０２２年１月２８日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（実地）３単位

（実地）３単位

①実地「個人サンプリング法による作業環境測定」
②実地「改正有機溶剤健康診断のやり方」
③実地「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」

「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

受付終了

 2022．2．27（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

　７５名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　２０，０００円
　道府県医師会員・非会員
　　　　　　　　　　　 　　　　　 ２４，０００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/tdjdi202202/

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
　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
　　　２０２２年１月２８日（金）

 非認定産業医は基礎研修

 認定産業医は生涯研修

（実地）４単位

（実地）４単位

①実地「作業環境に即したマスクの選び方」
②実地「局所排気装置等の性能の見方」
③実地「職場巡視で活用する有機溶剤測定」
④実地「肩こり・腰痛・膝痛予防の運動」



※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（次回令和４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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」

日本医師会認定産業医研修会 産業保健協議会主催 2022．3．10（木）
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2月24日（木）

認定産業医は生涯研修
（更新）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「特殊健康診断など最新の改定について」

「令和３年度第1３回産業医のための
レベルアップセミナー」」
　中央労働災害防止協会主催

 2022．3．13（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
 ページより申込用紙をダウンロード
の上、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

 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」



※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４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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」

令和3年度 第14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」

中央労働災害防止協会　主
催

2022．3．21（月）
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　中災防賛助会員　20,790円
　　　　一般　　　　　　23,100円

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、日本医
師会認定産業医

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
/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り

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研修会 産業保健協議会主催 2022．3．23（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

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3月9日（水）

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「パワハラ防止法のポイントと予防の取り
組み」
②講演「今すぐ役立つ！産業医のデジタルトラン
スフォーメーション」

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 2022．3．25（金）
19：30～21：30

世田谷区医師会館（うめと
ぴあ区複合施設棟４F）

世田谷区松原6-37-10
TEL：03-6704-9111

定員　　150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

世田谷区医師会事務局へ電話にて
申込み。

世田谷区医師会事務局

〒156-0043
世田谷区松原6-37-10-4F
TEL：03-6704-9111

申込締切日
2022年3月17日（木）
（但し、定員になり次第締切）

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
（更新）1単位
（実地）1単位

①講演「労災認定の基本的な考え方」
②実地「職場における感染症対策の進め方（事例
検討）」

産業医のための熱中症予防対策セ
ミナー（理論と実践）（第1回）

中央労働災害防止協会主催 2022.3.26（土）
 13:10～16:30

ビジョンセンター田町

港区芝5-31-19
TEL：03-6262-3553

 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（消
費税込み）
　　　　一般　　　　　23,100円（消
費税込み）

中央労働災害防止協会ホームペー
ジよりweb申込み、もしくは申込
書をダウンロードしFAXまたは郵
送

https://www.jisha.or.jp/semina
r/kyoiku/y6290_sangyoui_necchu
sho.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
定員になり次第締切り

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「職場における熱中症の発生機序」
②実地「職場における熱中症防止対策」
③実地「熱中症防止対策用品・保護具の適切な選
択と使い方」



※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（次回令和４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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 日本衛生管理者ネットワー
ク主催

2022.4.10（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

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3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。

➀講演「ストレスと人間関係構築」
②講演「職場における産業医の役割～労働衛生ス
タッフとの連携～」
③講演「ハラスメントの法的解釈と事例」

令和4年度 第1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

2022．4．17（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

定員　　50名（非会員の受講可／事前
徴収）

受講料　中災防賛助会員　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

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り

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「運動負荷試験の実際（安全対策を含
む）」

令和4年度 第1回 実務向上研修（E
コース）

中央労働災害防止協会　主
催

2022．4．23（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

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、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
ジよりオンライン申込み

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「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 日本衛生管理者ネットワー
ク主催

2022.4.24（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

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4月10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「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」

令和4年度 第2回 実務向上研修（C
コース）

中央労働災害防止協会　主
催

2022．4．29（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

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、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
ジよりオンライン申込み

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「高齢期の健康維持・増進のために」
③講演「テレワーク時代の上司のコミュニケー
ション」

医師のためのSST入門講座～職場の
メンタルヘルスに生かすSST～

SST普及協会南関東支部 主
催

2022．4．29（金）
10:00～16:00

北里大学 白金キャンパス

港区白金5-9-1
TEL：03-3444-6161

定員　　20名（非学会員の受講可／事
前徴収）

受講料　東京都医師会員　 9,000円
　　　　SST普及協会員　  9,000円
　　　　非会員　　　　  12,000円

メールまたはFAXにて連絡。また
はホームページより申込用紙をダ
ウンロードして申込む。

http://news.jasst.net/minamika
nto-workshop

SST普及協会南関東支部

〒338-0003
さいたま市中央区本町東6-11-1
埼玉精神神経センター内
FAX：048-857-7986
メール：saitama-sst@saitama-
mo．com

申込締切日
2022年4月11日（月）
（但し、定員になり次第締切）

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「職場のストレスと対人関係スキル」
②講演「SSTの理論と応用」
③講演「演習（1）基本的対人援助スキル、目標設
定」
④講演「演習（2）SSTの諸技能」



※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４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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・下谷医師会産業医
研修会

東京都医師会 主催 2022．4．30（土）
14：00～18：20

台東区ミレニアムホール

台東区西浅草3-25-16
TEL：03-5246-5827

定員　　150名（非会員の受講可／事
前徴収）

受講料　下谷・浅草医師会員　 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
ページより申込む。

下谷医師会　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4月8日（金）

非認定産業医は基礎研修
（後期）4単位

認定産業医は生涯研修
（更新）1単位
（専門）3単位

①講演「労働安全衛生法の改正確認と情報通信機
器を用いた活動に対する留意事項」
②講演「職場の新型コロナウイルス感染症対策～
パンデミックからの教訓と今後の産業医の役割に
ついて」
③講演「ストレスチェックの事後措置」
④講演「職場の化学物質管理対策が変わる～産業
医の接点と役割」

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

2022.5.1（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4月17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「ハラスメントの法的解釈と事例」
③講演「職場における健康づくり～産業医と労働
衛生スタッフとの連携」

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

2022.5.8（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4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「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「アーク溶接作業における作業環境管理」

令和4年度 第1回 産業医のための
レベルアップセミナー
「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

2022．5．15（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　中災防賛助会員　20,790円
　　　　一般　　　　　　23,100円

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、日本医
師会認定産業医

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
/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り

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「ハラスメントに対して産業医はどうかか
わるか」

令和4年度 第4回 実務向上研修（D
コース）

中央労働災害防止協会　主
催

2022．5．22（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

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

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、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
ジよりオンライン申込み

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「こころの応急処置：メンタルヘルス・
ファーストエイドの職場での活用」
③講演「人生100年時代を迎えて～若年層からのフ
レイル予防～（職域での健康づくり対策）」

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

2022.5.22（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5月8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「衛生管理者と連携した就労支援につい
て」
②講演「職場における産業医の役割～労働衛生ス
タッフとの連携～」
③講演「労働安全衛生法と求められる労働衛生管
理」

「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

受付終了

 2022．5．29（日）
 9：00～13：10

 日本教育会館一ツ橋ホール
 千代田区一ツ橋２－６－２
 ＴＥＬ　０３－３２３０－２８３１

　４００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　　８，０００円
　道府県医師会員及び東京都医師会
　未加入会員（地区医師会のみ）
　　　　　　　　　　　 　　　　　１２，０００円
　非医師会員　　　　　　 　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/tdjdi2022/

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
　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
　　　２０２２年４月２５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）４単位

（更新）１単位
（専門）３単位

①講演「労災認定基準の考え方～新興・再興中毒を例
として」
②講演「職場の喫煙対策と加熱式タバコの問題」
③講演「両立支援に必要な知識～血液疾患」
④講演「職場の感染症対策に役立つワクチンの基礎知
識」



※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４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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

受付終了

 2022．5．29（日）
 14：00～18：10

 日本教育会館一ツ橋ホール
 千代田区一ツ橋２－６－２
 ＴＥＬ　０３－３２３０－２８３１

　４００名（非会員の受講可／事前徴収）
　東京都医師会員　　　　　　８，０００円
　道府県医師会員及び東京都医師会
　未加入会員（地区医師会のみ）
　　　　　　　　　　　 　　　　　１２，０００円
　非医師会員　　　　　　 　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/tdjdi2022/

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
　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
　　　２０２２年４月２５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）４単位

（更新）１単位
（専門）３単位

①講演「労働衛生関連法規」
②講演「両立支援に必要な知識（１）～消化管疾患」
③講演「職場の感染症対策と輸入感染症の問題」
④講演「両立支援に必要な知識（２）～循環器疾患」

第41回日本脳神経超音波学会総会
／第25回日本栓子検出と治療学会

日本脳神経超音波学会／日
本栓子検出と治療学会　主
催

2022．6．4（土）
 15：00～17：00

コンフォート水道橋

千代田区三崎町2-7-10
帝都三崎町ビル2階、5階
TEL：03-5227-8822

定員　　50名（非学会員の受講可／事
前徴収）

受講料　学会員　　2,000円
　　　　非学会員　2,000円（※学会
参加者限定）

学会ホームページより申込み。

http://jsad55．umin．jp

第41回日本脳神経超音波学会総
会／第25回日本栓子検出と治療
学会

〒103-8276
中央区日本橋3-10-5
オンワードパークビルディング
3F
TEL：03-3510-3701
FAX：03-3510-3702

申込締切日
2022年5月27日（金）

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「職場の健康管理と頸動脈超音波検査」
②講演「化学物質と職業性神経疾患」

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

2022.6.5（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5月22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「職場における産業医の役割～労働衛生ス
タッフとの連携～」
③講演「注目されるテレワークの作業環境管理」

令和4年度 第7回 実務向上研修（B
コース）

中央労働災害防止協会　主
催

2022．6．12（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

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

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、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
ジよりオンライン申込み

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

2022.6.19（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6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。

➀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「安全衛生委員会の法的根拠と運営」

令和4年度 第2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

2022．6．19（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　中災防賛助会員　20,790円
　　　　一般　　　　　　23,100円

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、日本医
師会認定産業医

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
/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り

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「産業医が推進する健康経営」



※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４年４月１日）に更新されます。

名　称　及　び　主　催 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 日本衛生管理者ネットワー
ク主催

2022.6.26（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6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。

➀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「労務管理と労働衛生管理の同軸マネジメ
ント」

令和4年度 第9回 実務向上研修（A
コース）

中央労働災害防止協会　主
催

2022．7．9（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

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

【 受講資格 】
 健康測定専門研修終了医師、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
ジよりオンライン申込み

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「身体を守る免疫の話～ストレス下での感
染対策～（職域）」
③講演「職場ではぐくむレジリエンス：測定、理
論、実践」


