日本医師会 認定産業医制度産業医学研修会 令和４年１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。

※斜線が引かれた研修会は、中止となっております。
【日医・認定産業医制度運営委員会への審査依頼中の研修会】

2022年1月16日 （ 日 ） 12:40

2022年1月20日 （ 木 ） 14:00

2022年1月23日 （ 日 ） 12:40

2022年1月27日 ( 木 )

9:40

2022年1月30日 （ 日 ） 12:40

2022年2月3日 （ 木 ） 14:00

2022年2月6日 （ 日 ） 12:40

～

【労働衛生講座】
①「局所排気装置の有効な活用方法について」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 上席専門役 東久保 一朗
中災防・大阪労働衛生
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
②「職場体操－からだリフレッシュで安全・健康を確保する－」
（大阪市西区土佐堀3）
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 専門役 上田 千穂
③「自身と同僚のためのメンタルヘルス～復職調整はなぜ難しい～」
医師 辻本 浩

～

エル・おおさか本館6階
【5回連続講座「産業保健と法」第4回】
606
16:30 （大阪市中央区石町3- 「休復職と法」
天満法律事務所 所長 吉田 肇
14）

～

【労働衛生講座】
①「局所排気装置の有効な活用方法について」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 上席専門役 東久保 一朗
中災防・大阪労働衛生
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
②「エイジフレンドリーガイドラインについて～概要と体力チェック～」
（大阪市西区土佐堀3）
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 専門役 戸次 由佳
③「健康経営」
NPO法人健康経営研究会 理事長 岡田 邦夫

～

【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」
中央労働災害防止協会 担当
中災防・大阪労働衛生
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
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」
（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

～

【労働衛生講座】
①「情報機器作業従事者のための職場体験」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 上席専門役 平岡
中災防・大阪労働衛生
正弘
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
（大阪市西区土佐堀3） ②「職場におけるメンタルヘルスの進め方」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 専門役 上田 千穂
③「健康保険組合のデータヘルス計画の取組みについて」
医師 パナソニック健康保険組合健康開発センター 所長 阪本 善邦

～

エル・おおさか本館6階 【5回連続講座「産業保健と法」第5回】
「健康情報の取扱いと法」
606
16:30 （大阪市中央区石町3英知法律事務所 淀川 亮
14）

～

【労働衛生講座】
①「産業医実務の実際」
医師 坂田 晃一
中災防・大阪労働衛生
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
②「喫煙対策」
（大阪市西区土佐堀3）
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 専門役 上田 千穂
③「検知管を用いた職場巡視について」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 上席専門役 東久保 一朗

～

大阪府医師会館 2階 ①「職場の感染対策～新型コロナウイルス感染症を中心に～」
ホール、4階大会議室、
16:00 7階71会議室（大阪市天 大阪市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学 教授 掛屋 弘
②「職業性難聴について」
王寺区上本町2）

生涯・実地［４］

生涯・更新[2.5]

基礎・実地[４]
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【令和3年度第3回労災医療研修会】

2022年2月7日 ( 月 ) 14:00

大阪労災病院副院長 耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長 西池 季隆

HP

●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(先着順)

●受講料：無料
●申込み：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。5日間連続受講できる者が
対象

●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(先着順)

●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：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(先着順)

●受講料：無料
●申込み：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。5日間連続受講できる者が
対象

連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3464
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 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

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：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3464
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

●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(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 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

※大阪府医師会員限定
●参加費：無料
●申込：HPから申込み

連絡先：府医事務局（保険医療課）
TEL:06-6763-7001

※WEB受講での単位取得不可

日本医師会 認定産業医制度産業医学研修会 令和４年１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。

※斜線が引かれた研修会は、中止となっております。
【日医・認定産業医制度運営委員会への審査依頼中の研修会】
エル・おおさか本館7階

2021年2月10日 （ 木 ） 14:00

～

16:00 709
（大阪市中央区石町2）

2022年2月12日 （ 土 ） 15:00

2022年2月12日 （ 土 ） 15:00

2022年2月19日 ( 土 )

9:40

2022年2月20日 （ 日 ） 12:40

2022年2月23日 （ 水 ） 12:40

2022年2月27日 ( 日 )

9:40

じん肺について
テーマ１ じん肺診断概論
岡山労災病院 アスベスト疾患研究・研修センター 所長 岸本 卓巳
テーマ２ じん肺の合併症について
北海道中央病院 院長 大塚 義紀
テーマ３ 大陰影と肺癌の識別及びじん肺に伴う間質性肺炎の検討
川崎医科大学総合放射線医学 教授 加藤 勝也

～

エル・おおさか本館10
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）
階
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）

～

【関西産研 第63回 研究会】
テーマ「働く人の多様性と産業保健」
①基調講演「治療と仕事の両立支援～支援の要諦と最近の動向～」
ヴィアーレ大阪４F大
産業医科大学産業生態科学研究所災害産業保健センター 教授 立石 清一郎
ホール
17:30 （大阪市中央区安土町 ②シンポジウム「背景に神経発達症を持つ就労者の日常診療で留意していること」
大阪市立大学大学院 医学研究科 神経精神医学 出口 裕彦
3）
③シンポジウム「セクシュアルマイノリティを理解し支援するアライ（Ally）活動」
パーソナルチェレンジ株式会社 並木 崇之／荻野 佳織
④総合討論

～

【令和3年度 第35回実務向上研修(E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「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」
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 森 晃爾
（大阪市西区土佐堀2）
③講義・研究討議「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」
産業医科大学 産業生態科学研究所 産業保健経営学 特任助教 小田上 公法

～

【労働衛生講座】
①「防じんマスクの性能とマスク密着性試験について」
中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター 衛生管理士 大柴 聡
中災防・大阪労働衛生
②「エイジフレンドリーガイドライン＆概要と体力チェック」
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 上席専門役 平岡
（大阪市西区土佐堀3）
正弘
③「メンタルヘルス関連の判例、産業医の関わり」
医師 萩原労働衛生コンサルタント事務所 所長 萩原 聡

～

【労働衛生講座】
①「検知管を用いた職場巡視について」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 上席専門役 東久保 一朗
中災防・大阪労働衛生
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
②「ストレスチェックの集計と職場環境改善」
（大阪市西区土佐堀3）
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 専門役 戸次 由佳
③「臨床医のための産業医活動」
医師 古海 勝彦

～

【令和3年度 第36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」
中央労働災害防止協会 担当
中災防・大阪労働衛生
17:00 総合ｾﾝﾀｰ
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」
（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 研究科長・教授 福田 吉治

生涯・専門［２］
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HP

●受講料：無料
●申込み：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

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：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

連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

生涯・実地[2]

32

生涯・専門［２．５］

200

●受講料：関西産研会員は無料、非会員3,000円
●申込み：関西産業健康管理研究協議会

生涯・専門[５]

40

●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）
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●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(先着順)

★連絡先：関西産業健康管理研究協議会
TEL 06-6362-9042
FAX 06-6362-1087

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：中央労働災害防止協会・大阪労働
衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労働
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
衛生総合C
ml)
FAX 06-6459-4195
(先着順)

●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４年１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。

※斜線が引かれた研修会は、中止となっております。
【日医・認定産業医制度運営委員会への審査依頼中の研修会】

2022年3月11日 ( 金 )

9:40

2022年3月12日 （ 土 ） 14:00

2022年3月13日 （ 日 ）

9:10

2022年3月13日 （ 日 ） 12:40

2022年3月19日 （ 土 ） 17:30

2022年3月21日 （ 月 ） 12:40

～

【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」
総合ｾﾝﾀｰ
17:00
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

～

【関西産研 産業医研修会】
①「ストレスチェックによる面接指導」
資生堂産業医／豊川産業医事務所 豊川 彰博
エル・おおさか南館５階 ②「労働法制と産業医～最近の考え方～」
17:00 （大阪市中央区石町2）
大阪産業保健総合支援センター 副所長 浅田 雅彦
③「事例から身につく「うつ状態」診断書への対応 ああ実感！－発達障がいとの鑑別も含め
－」
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[２］

200

【令和３年度産業保健実践講習会】
①「産業医が行う労働衛生・健康教育の技法」
産業医科大学 産業医実務研修センター 教育教授 柴田 喜幸
②「職場における腰痛と対策の進め方」
びわこリハビリテーション専門職大学 教授 峠田 和史
③「最近の労働安全衛生法令の動き」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 所長 大阪市立大学 名誉教授 圓藤
吟史
④「職場における救急処置」
独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 救急部長 高松 純平
⑤「じん肺健康診断の実務」
労働者健康安全機構 アスベスト疾患研究・研修センター 所長 岸本 卓己

～

大阪府立国際会議場
16:15 （グランキューブ大阪）
北区中之島5丁目

～

【労働衛生講座】
①「熱中症予防のための環境管理」
元中災防 大阪労働衛生総合センター 専門役 衛生管理士 太田 裕一
中災防・大阪労働衛生
②「「職場における腰痛予防対策指針」の解説と運動指導」
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 上席専門役 平岡
（大阪市西区土佐堀3）
正弘
③「自身と同僚のためのメンタルヘルス～復職調整はなぜ難しい～」
医師 辻本 浩

～

テーマ「働く女性の妊娠・出産に関連するメンタル不調とその予防」
①基調講演
「働く女性の妊娠・出産とメンタルヘルス」
AP大阪駅前 B2階 AP
株式会社JUMOKU 代表取締役 長井 聡里
19:40 ホール
②シンポジウム
（北区梅田1）
「働く女性の妊娠・出産に関連するメンタル不調とその予防」
（公社）大阪精神科診療所協会 理事／（医）フォスター 生きる育む輝くメンタルクリニック 梅
田本院 院長 安田 由華

～

【労働衛生講座】
①「検知管を用いた職場巡視について」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 上席専門役 東久保 一朗
中災防・大阪労働衛生
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
②「メンタルヘルス教育のすすめ方」
（大阪市西区土佐堀3）
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 専門役 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／弁護士 伊藤 寛之

生涯・専門［5］
生涯・更新［1］

基礎・実地[４]
生涯・実地［４］

生涯・専門［２］

基礎・実地[４]
生涯・実地［４］

200

50

HP

HP

HP

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：関西産研会員は3,000円、非会員6,000円
●申込み：関西産業健康管理研究協議会

★連絡先：関西産業健康管理研究協議会
TEL 06-6362-9042
FAX 06-6362-1087

●受講料：20,000円
●申込み：財団HP（http://www.zsisz.or.jp）からオンライ ★連絡先：産業医学振興財団
ン受付
TEL 03-3525-8293
申込み期間：令和4年1/11(火)～定員に達するまで
FAX 03-5209-1020

●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(先着順)

●受講料：3,000円
●申込み：（公社）大阪精神科診療所協会 HP
（https://daiseishin.org/mice220319）

80

50

●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）

HP

●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(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 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

★連絡先：大阪精神科診療所協会 事務局
TEL 06-6763-5912
FAX 06-6763-5913

★連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労
働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
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４年１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。

※斜線が引かれた研修会は、中止となっております。
【日医・認定産業医制度運営委員会への審査依頼中の研修会】

2022年3月27日 （ 日 ） 12:40

2022年4月23日 （ 土 ） 15:00

～

【労働衛生講座】
①「検知管を用いた職場巡視について」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 上席専門役 東久保 一朗
中災防・大阪労働衛生
17:10 総合ｾﾝﾀｰ
②「リラクセーション技法」
（大阪市西区土佐堀3） 中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 健康快適推進室 室長 鈴木 規子
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／弁護士 小里 佳嵩

～

エル・おおさか本館10
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）
階
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）

大阪府立国際会議場

2022年5月29日 （ 日 ）

9:10

～

16:30 （グランキューブ大阪）
北区中之島5丁目

【令和４年度産業保健実践講習会】
①講義 「最近の労働安全衛生法令の動き」
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 所長
大阪市立大学 名誉教授
圓藤 吟史
②講義 「治療と仕事との両立支援」
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
③講義 「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～」
関西医科大学 教授 西山 利正
④講義 「産業医活動の実務」
パナソニック健康保険組合 健康管理センター 所長 伊藤 正人
⑤実地 「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
ナンバかぎもとメンタルクリニック 理事長 鍵本 伸明

【5回連続講座「産業保健と法」第１回】
「ハラスメントと法」
近畿大学 法学部
教授 三柴 丈典

～

エル・おおさか本館6階
大会議室
16:30 （大阪市中央区石町314）

～

エル・おおさか本館10
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）
階
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6階
大会議室
16:30 （大阪市中央区石町314）

【5回連続講座「産業保健と法」第２回】
「健康情報の取扱いと法」
愛三西尾法律事務所
弁護士、メンタルヘルス/産業保健法務主任者 井上 洋一

2022年8月12日 （ 金 ） 14:00

～

エル・おおさか本館6階
大会議室
16:30 （大阪市中央区石町314）

【5回連続講座「産業保健と法」第３回】
「産業医に関する裁判例」
明治大学法学部
兼任講師 原 俊之

2022年8月27日 （ 土 ） 15:00

～

17:00 （大阪市中央区石町3-

2022年6月3日 （ 金 ） 14:00

2022年6月11日 （ 土 ） 15:00

2022年7月15日 （ 金 ） 14:00

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）
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二

基礎・実地[４]
生涯・実地［４］

生涯・実地[２]

生涯・専門［3.5］
生涯・実地[1.5]
生涯・更新［1］

生涯・更新[２．５]

生涯・実地[２]

生涯・更新[２．５]
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32

156

50

32

50

HP

HP

HP

HP

HP

HP

2022年9月9日 （ 金 ） 14:00

～

★連絡先：中央労働災害防止協会・大阪労
働衛生総合C
TEL 06-6448-3464
FAX 06-6459-4195

●受講料：無料
●申込み：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

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

●受講料：20,000円
●申込み：産業医学振興財団HP
★連絡先：産業医学振興財団
（http://www.zsisz.or.jp）からオンライン受付もしくは所定
TEL 03-3525-8293
用紙でFAX
FAX 03-5209-1020
申込み期間：令和4年3/22(火)～4/1(金)

●受講料：無料
●申込み：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。5日間連続受講できる者が
対象

●受講料：無料
●申込み：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

●受講料：無料
●申込み：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。5日間連続受講できる者が
対象

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

生涯・更新[２．５]

50

HP

●受講料：無料
●申込み：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。5日間連続受講できる者が
対象

生涯・実地[２]

32

HP

●受講料：無料
●申込み：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

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

HP

●受講料：無料
●申込み：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。5日間連続受講できる者が
対象

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

14）

エル・おおさか南館10 【5回連続講座「産業保健と法」第４回】
階1023
16:30 （大阪市中央区石町3- 「休復職と法」
天満法律事務所 所長 吉田 肇
14）

●受講料：13,200円（銀行振込）
●申込み：HPから申込み（
https://www.jisha.or.jp/oohsc/seminar/s7400_sangyoi.ht
ml)
(先着順)

生涯・更新[２．５]

50

★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４年１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。

※斜線が引かれた研修会は、中止となっております。
【日医・認定産業医制度運営委員会への審査依頼中の研修会】
【5回連続講座「産業保健と法」第５回】

2022年10月21日 （ 金 ） 14:00

～

エル・おおさか本館6階
「典型的な問題事例と解説～高次機能障害と発達障害の事例を素材として～」
大会議室
16:30 （大阪市中央区石町3- 伝馬町法律事務所
弁護士 メンタルヘルス/産業保健法務主任者
14）

HP

●受講料：無料
●申込み：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。5日間連続受講できる者が
対象

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

32

HP

●受講料：無料
●申込み：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

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

生涯・実地[２]

32

HP

●受講料：無料
●申込み：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

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

生涯・実地[２]

32

HP

●受講料：無料
●申込み：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

★連絡先：大阪産業保健総合支援センター
TEL 06-6944-1191

生涯・更新[２．５]

50

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）
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]

西園寺 直之

2022年10月22日 （ 土 ） 15:00

～

エル・おおさか本館10
階

17:00 （大阪市中央区石町314）

2022年12月17日 （ 土 ） 15:00

～

エル・おおさか本館10
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）
階
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）

2023年2月18日 （ 土 ） 15:00

～

17:00 （大阪市中央区石町3-

エル・おおさか本館10
階
14）

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）
大阪産業保健総合支援センター相談員 山田 誠二

