日本医師会 認定産業医制度産業医学研修会 令和３年４月以降開催予定一覧
既に受講定員に達し、申込みが締め切られている研修会も掲載されている場合があります。ご諒承くださいませ。

2021年4月24日 （ 土 ） 15:00

2021年4月25日 （ 日 ） 12:30

2021年4月27日 ( 火 )

2021年5月23日 （ 日 ）

9:40

9:10

2021年5月29日 （ 土 ） 13:30

2021年6月12日 （ 土 ） 15:00

2021年6月18日 ( 金 )

9:40

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場巡視①（グループ討議によるケースカンファレス）
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

生涯・実地[2]

32

HP

～

【労働衛生講座】
①熱中症を防ごう
中災防・大阪労働衛生
大阪労働衛生総合センター 分析測定室 衛生管理士 小川善弘
②情報機器作業従事者のための職場体操
17:20 総合ｾﾝﾀｰ
（大阪市西区土佐堀2）
健康快適推進室 室長補佐 戸次 由佳
③トラブル防止のための産業医実務Q&A
中災防 大阪労働衛生総合センター所長 圓藤 吟史

基礎・実地［４］
生涯・実地［４］

36

HP

～

【令和3年度 第1回実務向上研修(Dコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
中災防・大阪労働衛生 ②講義「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
～」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
（大阪市西区土佐堀2）
東北大学 名誉教授 長谷川 啓三
③講義・研究討議「産業保健スタッフのための教え方の鉄則～イケてる健康教育はインストラクショナルデ
ザインで作る～」
産業医科大学 産業医実務研修センター 准教授 柴田 喜幸

生涯・専門[5]

60

～

【産業保健実践講習会】
①最近の労働安全衛生法令の動き
大阪市立大学 名誉教授 圓藤 吟史
②治療と仕事の両立支援
大阪市立大学医学部学 大阪労災病院 治療就労両立支援センター所長 久保田 昌詞
舎
③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～
16:30 （大阪市阿倍野区旭町 関西医科大学 教授 西山 利正
1）
④ストレスチェック制度の実務～職場環境改善を中心に～
（一財）京都工場保健会 御池メンタルサポートセンター 水本 正志
⑤メンタルヘルス事例研究～職場復帰事例～
前久保クリニック院長 前久保 邦昭
医療法人伸明会 ナンバかぎもとメンタルクリニック理事長 鍵本 伸明

～

【大阪市中央区東医師会産業医研修会】
①講演「ストレスチェックによる面接指導」
国立病院機構 大阪医
資生堂産業医／豊川産業医事務所長 豊川 彰博
療センター講堂他
16:30 （大阪市中央区法円坂 ②講演「最近の産業保健関連法令～パワハラ防止対策の義務化など～」
大阪産業保健総合支援センター 副所長 山口 浩光
2）
③講演「事例から身につく「うつ状態」診断書への対応、ああ実感！」
産業ストレス学会前理事長／樟蔭女子大学名誉教授 夏目 誠

生涯・更新［１］
生涯・専門［３．５］
生涯・実地［１．５］

生涯・専門［2］
生涯・更新［1］

170

HP

HP

●受講料：無料
●申込み：大阪産業保健総合支援センター 大阪産業保健総合支援センター
HP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み
TEL 06-6944-1191

●受講料：11,000円（銀行振込）
●申込み：中央労働災害防止協会HP参照

連絡先：同協会・大阪労働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

●受講料：20.000円
●申込み：産業医学振興財団HPまたはFAX 連絡先：産業医学振興財団
TEL：03-3525-8293
受付期間はR3/3/15(月)～3/26(金)
FAX：03-5209-1020

●受講料：大阪市中央区東医師会員・大阪
医療センター医師：2,000円
連絡先：大阪市中央区東医師会
その他：6000円
TEL 06-6261-1414
●申込み：FAX
FAX 06-6261-1415

80

※受付終了

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場巡視②（グループ討議によるケースカンファレス）
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

生涯・実地[2]

32

～

【令和3年度 第5回実務向上研修(Aコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会担当
中災防・大阪労働衛生
②講義「ストレス社会を生き抜くための働き方～健康生成論・SOC(Sense of Coherence)を活かす～」
総合ｾﾝﾀｰ
17:00
筑波大学 産業精神医学宇宙医学グループ 精神科医・産業医 髙橋 司
（大阪市西区土佐堀2）
③講義・研究討議「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
～」
筑波大学体育科学センター センター長 教授 白木 仁

生涯・専門[5]

60

HP

HP

●受講料：無料
●申込み：大阪産業保健総合支援センター 連絡先：大阪産業保健総合支援センター
HP（産業医研修のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み
TEL 06-6944-1191

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

日本医師会 認定産業医制度産業医学研修会 令和３年４月以降開催予定一覧
既に受講定員に達し、申込みが締め切られている研修会も掲載されている場合があります。ご諒承くださいませ。

2021年8月6日 ( 金 )

9:40

2021年9月4日 （ 土 ） 15:00

2021年9月17日 ( 金 )

9:40

2021年9月18日 （ 土 ） 15:00

2021年10月15日 ( 金 )

9:40

2021年10月21日 （ 木 ） 14:30

2021年10月23日 （ 土 ） 15:00

2021年10月28日 （ 木 ） 14:00

2021年11月12日 （ 金 ） 14:00

～

【令和3年度 第9回実務向上研修(Cコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
中災防・大阪労働衛生
②講義「高齢期の健康維持・増進のために」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
桜美林大学 大学院 老年学研究所 教授 鈴木 隆雄
（大阪市西区土佐堀2）
③講義・研究討議「職場における思いやり行動～より良い関係性を構築するための仕事を通した助け合
いについて～」
就実大学・就実短期大学・就実大学大学院 講師・臨床心理士 堀田 裕司

～

エル・おおさか本館
産業医職場診断①情報収集
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

～

【令和3年度 第14回実務向上研修(Bコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中災防・大阪労働衛生
中央労働災害防止協会 担当
②講義「労働者のストレス対処とポジティブ・メンタルヘルス」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
（大阪市西区土佐堀2）
桜美林大学 リベラルアーツ学群領域長 教授 種市 康太郎
③講義・研究討議「行動経済学とナッジの健康づくりへの応用：理論と実践」
帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 非常勤講師 杉本 九実

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場巡視③（グループ討議によるケースカンファレス）
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

～

【令和3年度 第17回実務向上研修(Aコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
中災防・大阪労働衛生
②講義「ストレス社会を生き抜くための働き方～健康生成論・SOC(Sense of Coherence)を活かす～」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
筑波大学 産業精神医学宇宙医学グループ 精神科医・産業医 高橋 司
（大阪市西区土佐堀2）
③講義・研究討議「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
～」
筑波大学体育科学センター センター長 教授 白木 仁

～

芦森工業株式会社
16:30 （摂津市千里丘７）

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場巡視④（グループ討議によるケースカンファレス）
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

～

エル・おおさか本館5階
視聴覚室
化学物質による災害事例の検討
16:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 佐藤 雅彦
14）

生涯・専門[2]

25

～

府医会館2階ホール
事例から学ぶ「うつ状態」を巡る混乱と産業医の対応
16:00 （大阪市天王寺区上本 大阪産業保健総合支援センター相談員 夏目 誠
町2）

生涯・専門[2]

100

産業医職場診断②工場見学
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二

生涯・専門[5]

生涯・実地[2]

生涯・専門[5]

生涯・実地[2]

生涯・専門[5]

生涯・実地[2]

生涯・実地[2]

60

12

60

32

60

12

32

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

連絡先中央労働災害防止協会・大阪労働衛
生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

日本医師会 認定産業医制度産業医学研修会 令和３年４月以降開催予定一覧
既に受講定員に達し、申込みが締め切られている研修会も掲載されている場合があります。ご諒承くださいませ。

2021年11月13日 （ 土 ） 15:00

～

エル・おおさか本館10
階

17:00 （大阪市中央区石町3-

産業医職場診断③職場巡視に基づく意見書作成
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二

生涯・実地[2]

12

生涯・専門[5]

60

HP

14）

2021年11月26日 ( 金 )

9:40

2021年12月2日 （ 木 ） 14:00

2021年12月4日 （ 土 ） 15:00

2021年12月18日 （ 土 ） 15:00

2022年1月27日 ( 木 )

9:40

2022年2月12日 （ 土 ） 15:00

2022年3月11日 ( 金 )

9:40

～

【令和3年度 第23回実務向上研修(Dコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
中災防・大阪労働衛生 ②講義「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
～」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
（大阪市西区土佐堀2）
徳島大学 准教授 横谷 謙次
③講義・研究討議「産業保健スタッフのための教え方の鉄則～イケてる健康教育はインストラクショナルデ
ザインで作る～」
産業医科大学 産業医実務研修センター 准教授 柴田 喜幸

～

府医会館2階ホール
事例から学ぶ知る産業医が活用できる「ムントテラピー（簡易指示的療法）」の実際
16:00 （大阪市天王寺区上本 大阪産業保健総合支援センター相談員 夏目 誠
町2）

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場診断④職場巡視に基づく意見書作成 総括
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場巡視⑤（グループ討議によるケースカンファレス）
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

～

【令和3年度 第26回実務向上研修(Bコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中災防・大阪労働衛生
中央労働災害防止協会 担当
②講義「労働者のストレス対処とポジティブ・メンタルヘルス」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
（大阪市西区土佐堀2）
桜美林大学 リベラルアーツ学群領域長 教授 種市 康太郎
③講義・研究討議「行動経済学とナッジの健康づくりへの応用：理論と実践」
帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 教授・研究科長 福田 吉治

～

エル・おおさか本館10
階
産業医職場巡視⑥（グループ討議によるケースカンファレス）
17:00 （大阪市中央区石町3- 大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二
14）

生涯・実地[2]

32

～

【令和3年度 第33回実務向上研修(Cコース)】
①講義「働く人の健康づくりの動向」
中央労働災害防止協会 担当
中災防・大阪労働衛生
②講義「高齢期の健康維持・増進のために」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
桜美林大学 大学院 老年学研究所 教授 鈴木 隆雄
（大阪市西区土佐堀2）
③講義・研究討議「職場における思いやり行動～より良い関係性を構築するための仕事を通した助け合
いについて～」
就実大学・就実短期大学・就実大学大学院 講師・臨床心理士 堀田 裕司

生涯・専門[5]

60

生涯・専門[2]

生涯・実地[2]

生涯・実地[2]

生涯・専門[5]

100

12

32

60

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

●受講料：無料
●申込み：同支援センターHP（産業医研修
のﾍﾟｰｼﾞ ）から申込み

●受講料：THP登録者／協会賛助会員
21,780円、一般24,200円
●申込み：FAXか郵送（先着順）

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3840
FAX 06-6459-4195

