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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

北海道 北海道産業保健総合支援セン
ター

25/28(水)011-242-7701

北海道 北海道産業保健総合支援セン
ター

1 16/3(火)011-242-7701

北海道 北海道医師会

(札幌市医師会)

2 26/17(火)011-611-4181

北海道 北海道産業保健総合支援セン
ター

1 16/18(水)011-242-7701

北海道 北海道産業保健総合支援セン
ター

27/7(月)011-242-7701

宮城県 宮城産業保健総合支援センター

(宮城県医師会)

24/23(水)022-267-4229

宮城県 宮城産業保健総合支援センター

(宮城県医師会)

25/14(水)022-267-4229

宮城県 宮城産業保健総合支援センター

(宮城県医師会)

25/17(土)022-267-4229

宮城県 宮城県医師会

(仙台市医師会)

2 25/21(水)022-227-1531

秋田県 秋田産業保健総合支援センター

秋田県医師会

25/22(木)018-884-7771

秋田県 秋田産業保健総合支援センター

秋田県医師会

26/5(木)018-884-7771

山形県 山形産業保健総合支援センター

(山形県医師会)

24/24(木)023-624-5188

山形県 山形産業保健総合支援センター

(鶴岡地区医師会)

25/14(水)0235-22-0136

山形県 山形産業保健総合支援センター

(新庄市最上郡医師会)

25/20(火)0233-22-1151

山形県 山形産業保健総合支援センター

(米沢市医師会)

26/5(木)0238-23-0386

福島県 福島県医師会

(相馬郡医師会)

2 1.5 2 1.55/10(土)0244-26-1883

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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（協力団体）

福島県 福島産業保健総合支援センター

福島県医師会

1 25/21(水)024-526-0526

福島県 福島県医師会

(福島市医師会)

1.5 1.55/29(木)024-534-2290

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

24/22(火)029-300-1221

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

24/24(木)029-300-1221

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

25/14(水)029-300-1221

茨城県 茨城県医師会 2 25/14(水)029-241-8446

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

25/15(木)029-300-1221

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

25/20(火)029-300-1221

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

25/21(水)029-300-1221

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

25/27(火)029-300-1221

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

25/28(水)029-300-1221

茨城県 茨城産業保健総合支援センター

茨城県医師会

25/29(木)029-300-1221

栃木県 栃木産業保健総合支援センター 24/24(木)028-643-0685

栃木県 栃木産業保健総合支援センター 25/14(水)028-643-0685

栃木県 栃木産業保健総合支援センター 25/22(木)028-643-0685

栃木県 栃木産業保健総合支援センター 25/28(水)028-643-0685

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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栃木県 栃木産業保健総合支援センター 25/29(木)028-643-0685

群馬県 群馬県医師会

(高崎市医師会)

1 15/15(木)027-323-3966

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 25/12(月)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 25/13(火)048-829-2661

埼玉県 埼玉県医師会 55/25(日)048-824-2611

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 25/28(水)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 26/4(水)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 26/10(火)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 26/16(月)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 26/18(水)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 26/24(火)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 26/27(金)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 27/11(金)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 27/16(水)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 27/25(金)048-829-2661

埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 28/21(木)048-829-2661

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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埼玉県 埼玉産業保健総合支援センター 28/26(火)048-829-2661

千葉県 千葉県医師会 4 1 35/10(土)043-242-4271

千葉県 千葉県医師会

(野田市医師会)

3 35/22(木)04-7122-3692

千葉県 日本心身医学会 26/6(金)03-3263-8688

千葉県 千葉県医師会 4 46/7(土)043-242-4271

千葉県 千葉県医師会

(千葉市医師会)

2 26/11(水)043-242-1090

千葉県 千葉県医師会 4 412/13(土)043-242-4271

東京都 日本産業衛生学会 44/26(土)03-5841-3521

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

25/1(木)03-5211-4480

東京都 東京都医師会

(東京医科歯科大学医師会)

5 15 3 5 125/3(土)

-5/5(月)

03-3358-5360

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

25/15(木)03-5211-4480

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

25/28(水)03-5211-4480

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

26/3(火)03-5211-4480

東京都 産業医科大学 96/7(土)

-6/8(日)

093-691-7464

東京都 産業医科大学 36/12(木)093-691-7464

東京都 産業医科大学 66/15(日)093-691-7464

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

26/17(火)03-5211-4480

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

26/20(金)03-5211-4480

東京都 東京都医師会

(慈恵医師会)

7 1 66/29(日)03-3358-5360

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

27/1(火)03-5211-4480

東京都 東京都医師会

(中央区医師会)

7 1 67/6(日)03-3358-5360

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

27/8(火)03-5211-4480

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

27/18(金)03-5211-4480

東京都 東京産業保健総合支援センター

東京都医師会

27/23(水)03-5211-4480

神奈川県 神奈川産業保健総合支援セン
ター

神奈川県医師会

24/21(月)045-410-1160

神奈川県 神奈川産業保健総合支援セン
ター

神奈川県医師会

25/16(金)045-410-1160

神奈川県 神奈川産業保健総合支援セン
ター

神奈川県医師会

25/20(火)045-410-1160

富山県 富山県医師会 3 36/15(日)076-429-4466

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.55/15(木)076-265-3888

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.55/29(木)076-265-3888

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.56/5(木)076-265-3888

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.56/11(水)076-265-3888

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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石川県 石川県医師会 76/22(日)076-239-3800 1

2 2 2

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.56/26(木)076-265-3888

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.58/20(水)076-265-3888

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.510/29(水)076-265-3888

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.511/13(木)076-265-3888

石川県 石川産業保健総合支援センター 1.511/26(水)076-265-3888

福井県 福井県医師会 74/20(日)0776-24-0387 2 2 1

2

福井県 福井県医師会 1.5 1.54/25(金)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.55/16(金)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 3 35/25(日)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.56/7(土)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.56/18(水)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.57/17(木)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.57/23(水)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.58/8(金)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.58/27(水)0776-24-0387

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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福井県 福井県医師会 2 29/11(木)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 6 69/28(日)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.510/9(木)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.510/20(月)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.511/21(金)0776-24-0387

福井県 福井県医師会 1.5 1.512/14(日)0776-24-0387

山梨県 山梨産業保健総合支援センター

山梨県医師会

34/22(火)055-220-7020

山梨県 山梨産業保健総合支援センター

山梨県医師会

34/25(金)055-220-7020

山梨県 山梨産業保健総合支援センター

山梨県医師会

35/14(水)055-220-7020

山梨県 山梨産業保健総合支援センター

山梨県医師会

35/23(金)055-220-7020

長野県 長野県医師会 1 3 1 1 25/17(土)026-219-3600

岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

26/25(水)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

26/25(水)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

26/28(土)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

26/28(土)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

27/17(木)058-263-2311

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

27/17(木)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

27/26(土)058-263-2311

岐阜県 岐阜産業保健総合支援センター

(岐阜県医師会)

27/26(土)058-263-2311

静岡県 静岡県医師会 75/25(日)054-246-6151 2 2 1

2

静岡県 静岡県医師会 76/1(日)054-246-6151 1

2 2 2

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 25/21(水)052-950-5375

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 25/24(土)052-950-5375

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 26/12(木)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 2 26/17(火)052-241-4143

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 26/19(木)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 2 26/24(火)052-241-4143

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 27/2(水)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 2 27/3(木)052-241-4143

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 27/5(土)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 2 27/15(火)052-241-4143

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 27/16(水)052-950-5375

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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（協力団体）

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 27/19(土)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 2 28/22(金)052-241-4143

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 28/23(土)052-950-5375

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 28/27(水)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 2 29/4(木)052-241-4143

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 29/11(木)052-950-5375

愛知県 愛知産業保健総合支援センター 29/17(水)052-950-5375

愛知県 愛知県医師会 6 2 49/28(日)052-241-4143

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

24/24(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

25/8(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

25/15(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

25/22(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

25/28(水)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

25/29(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

26/5(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

26/11(水)059-213-0711

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

26/12(木)059-213-0711

三重県 三重県医師会 4 46/19(木)059-228-3822

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

26/19(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

26/25(水)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

26/26(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

27/3(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

27/9(水)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

27/10(木)059-213-0711

三重県 三重県医師会 4 47/17(木)059-228-3822

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

27/24(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

27/31(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

28/28(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

29/11(木)059-213-0711

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

29/17(水)059-213-0711

三重県 三重県医師会 4 49/18(木)059-228-3822

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

29/18(木)059-213-0711

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

三重県 三重産業保健総合支援センター

三重県医師会

29/30(火)059-213-0711

三重県 三重県医師会 4 411/20(木)059-228-3822

三重県 三重県医師会 4 4H27/1/18(日)059-228-3822

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

24/24(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

25/1(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

25/8(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

26/12(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

26/19(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

27/3(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

27/10(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

27/16(水)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

27/24(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

28/28(木)077-510-0770

滋賀県 滋賀産業保健総合支援センター

(滋賀県医師会)

29/25(木)077-510-0770

京都府 京都産業保健総合支援センター

京都府医師会

24/24(木)075-212-2600

京都府 京都産業保健総合支援センター

京都府医師会

25/24(土)075-212-2600

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 



PAGE：　12

日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

京都府 京都産業保健総合支援センター

京都府医師会

25/27(火)075-212-2600

京都府 京都産業保健総合支援センター

京都府医師会

25/29(木)075-212-2600

京都府 京都産業保健総合支援センター

京都府医師会

2.56/5(木)075-212-2600

京都府 京都産業保健総合支援センター

京都府医師会

26/19(木)075-212-2600

大阪府 大阪府医師会

(中災防大阪労働衛生総合セン
ター)

4 45/18(日)06-6448-3464

大阪府 大阪府医師会

(大阪市福島区医師会)

2 25/29(木)06-6461-1533

大阪府 大阪府医師会

(豊中市医師会)

2 26/21(土)06-6848-1671

大阪府 大阪府医師会

(中災防大阪労働衛生総合セン
ター)

4 46/29(日)06-6448-3464

大阪府 大阪府医師会 2 27/4(金)06-6763-7012

大阪府 大阪府医師会

(中災防大阪労働衛生総合セン
ター)

4 47/24(木)06-6448-3464

大阪府 大阪府医師会

(中災防大阪労働衛生総合セン
ター)

4 49/7(日)06-6448-3464

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

24/24(木)0742-25-3100

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

25/8(木)0742-25-3100

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

25/21(水)0742-25-3100

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

25/28(水)0742-25-3100

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

26/4(水)0742-25-3100

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

26/12(木)0742-25-3100

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

26/18(水)0742-25-3100

奈良県 奈良産業保健総合支援センター

奈良県医師会

26/26(木)0742-25-3100

和歌山県 和歌山産業保健総合支援セン
ター

1 14/24(木)073-421-8990

和歌山県 和歌山産業保健総合支援セン
ター

25/29(木)073-421-8990

和歌山県 和歌山県医師会 2 25/31(土)073-424-5101

島根県 島根産業保健総合支援センター

(島根県医師会)

25/10(土)0852-59-5801

島根県 島根産業保健総合支援センター

(島根県医師会)

25/31(土)0852-59-5801

岡山県 岡山産業保健総合支援セン
ター・岡山労災病院

岡山県医師会

25/15(木)086-212-1222

岡山県 日本産業衛生学会

岡山県医師会

0.5 1.5 175/22(木)

-5/25(日)

086-250-7681

岡山県 岡山産業保健総合支援セン
ター・岡山労災病院

岡山県医師会

26/12(木)086-212-1222

岡山県 岡山産業保健総合支援セン
ター・岡山労災病院

岡山県医師会

1 47/5(土)086-212-1222

岡山県 岡山産業保健総合支援セン
ター・岡山労災病院

岡山県医師会

1 17/17(木)086-212-1222

岡山県 岡山産業保健総合支援セン
ター・岡山労災病院

岡山県医師会

1 18/7(木)086-212-1222

広島県 広島産業保健総合支援センター

広島県医師会

1.54/20(日)082-224-1361

広島県 広島県医師会

(東広島地区医師会)

2 24/23(水)082-422-3810

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

広島県 広島産業保健総合支援センター

広島県医師会

1.55/8(木)082-224-1361

広島県 広島産業保健総合支援センター

広島県医師会

1.55/11(日)082-224-1361

広島県 広島産業保健総合支援センター

広島県医師会

1.55/11(日)082-224-1361

広島県 広島県医師会

(東広島地区医師会)

2 25/15(木)082-422-3810

広島県 広島県医師会

(呉市医師会)

2 25/22(木)0823-22-2326

徳島県 徳島産業保健総合支援センター 25/15(木)088-656-0330

徳島県 徳島産業保健総合支援センター 25/22(木)088-656-0330

徳島県 徳島産業保健総合支援センター 26/12(木)088-656-0330

徳島県 徳島産業保健総合支援センター 26/26(木)088-656-0330

香川県 香川県医師会

(香川産業保健総合支援セン
ター)

2 25/28(水)087-823-0155

香川県 香川大学医師会

香川県医師会

26/20(金)087-891-2384

香川県 三豊・観音寺市医師会

香川県医師会

27/3(木)0875-25-2231

香川県 香川県医師会

(香川産業保健総合支援セン
ター)

2 27/30(水)087-823-0155

香川県 香川大学医師会

香川県医師会

28/22(金)087-891-2384

香川県 香川県医師会

(香川産業保健総合支援セン
ター)

2 29/24(水)087-823-0155

香川県 香川大学医師会

香川県医師会

210/24(金)087-891-2384

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

香川県 香川大学医師会

香川県医師会

211/7(金)087-891-2384

香川県 香川県医師会

(香川産業保健総合支援セン
ター)

2 211/26(水)087-823-0155

香川県 香川大学医師会

香川県医師会

212/19(金)087-891-2384

香川県 香川県医師会

(香川産業保健総合支援セン
ター)

2 2H27/1/28(水)087-823-0155

香川県 香川大学医師会

香川県医師会

2H27/2/6(金)087-891-2384

香川県 香川県医師会

(香川産業保健総合支援セン
ター)

2 2H27/3/4(水)087-823-0155

愛媛県 愛媛産業保健総合支援センター 24/24(木)089-915-1911

愛媛県 愛媛産業保健総合支援センター 25/8(木)089-915-1911

愛媛県 愛媛産業保健総合支援センター 25/9(金)089-915-1911

愛媛県 愛媛産業保健総合支援センター 25/12(月)089-915-1911

愛媛県 愛媛産業保健総合支援センター 25/19(月)089-915-1911

愛媛県 愛媛産業保健総合支援センター 25/23(金)089-915-1911

愛媛県 愛媛産業保健総合支援センター 25/30(金)089-915-1911

高知県 高知産業保健総合支援センター

高知県医師会

24/24(木)088-826-6155

高知県 高知産業保健総合支援センター

高知県医師会

25/15(木)088-826-6155

高知県 高知産業保健総合支援センター

高知県医師会

25/22(木)088-826-6155

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

福岡県 福岡県医師会 4 1 35/17(土)092-431-4564

福岡県 福岡県医師会 1.5 1.56/2(月)092-431-4564

佐賀県 佐賀県医師会 2 25/22(木)0952-33-1414

佐賀県 佐賀産業保健総合支援センター 25/29(木)0952-41-1888

長崎県 長崎産業保健総合支援センター 24/23(水)095-865-7797

長崎県 長崎産業保健総合支援センター 26/12(木)095-865-7797

熊本県 八代市医師会

熊本産業保健総合支援セン
ター

35/15(木)0965-34-8850

大分県 大分産業保健総合支援センター

大分県医師会

25/1(木)097-573-8070

大分県 大分産業保健総合支援センター

大分県医師会

25/14(水)097-573-8070

大分県 大分産業保健総合支援センター

大分県医師会

25/31(土)097-573-8070

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

24/24(木)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島県医師会 1 1 1 14/25(金)099-254-8121

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

25/2(金)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

25/14(水)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

25/19(月)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

15/19(月)099-252-8002

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

25/23(金)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

26/5(木)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

26/9(月)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

26/17(火)099-252-8002

鹿児島県 鹿児島産業保健総合支援セン
ター

(鹿児島県医師会)

26/27(金)099-252-8002

沖縄県 沖縄県医師会 4 2 25/15(木)098-888-0087

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 25/22(木)098-859-6175

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 26/12(木)098-859-6175

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 26/19(木)098-859-6175

沖縄県 沖縄県医師会 46/19(木)098-888-0087 2

2

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 26/26(木)098-859-6175

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 27/17(木)098-859-6175

沖縄県 沖縄県医師会 4 47/17(木)098-888-0087

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 28/27(水)098-859-6175

沖縄県 沖縄県医師会 4 49/13(土)098-888-0087

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 29/18(木)098-859-6175

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 
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日本医師会認定産業医制度指定研修会一覧

開催県

基礎研修 生涯研修
前期

実地 後期 更新 実地 専門計
8765

4321
主催・共催　 申込等連絡先 開催日
（協力団体）

沖縄県 沖縄産業保健総合支援センター 29/24(水)098-859-6175

沖縄県 沖縄県医師会 4 2 210/30(木)098-888-0087

沖縄県 沖縄県医師会 3 311/13(木)098-888-0087

注：１．平成25年度第6回認定産業医制度運営委員会で承認された研修会のうち
　　　　平成26年4月20日以降に開催されるものを掲載しております。上記指
　　　　定研修会は、日本医師会認定産業医制度における認定（基礎研修）または
　　　　更新（生涯研修）のための単位として認められます。なお、上記研修会の
　　　　プログラム、受講申込等の詳細につきましては、すべて連絡先へお電話下
　　　　さい。

注：２．新規認定のためには、基礎研修（前期研修１４単位以上、実地研修１０単
　　　　位以上、後期研修２６単位以上）合計で５０単位以上の修得が必要です。
　　　　なお、前期研修については、総論２単位・健康管理２単位・メンタルヘル
　　　　ス対策１単位・健康保持増進１単位・作業環境管理２単位・作業管理２単
　　　　位・有害業務管理２単位・産業医活動の実際２単位の各々の単位の修得が
　　　　必要です。
　　　　産業医学基礎研修５０単位修了後の認定産業医の新規申請は、基礎研修最
　　　　終受講日から５年以内に１回限り申請できます。ただし５０単位修了後、
　　　　出来る限り速やかに申請して下さい。

注：３．認定更新のためには、認定証取得後の５年間に生涯研修２０単位以上（更
　　　　新研修１単位以上、実地研修１単位以上、専門研修１単位以上の合計２０
　　　　単位以上）の修得が必要です。

　　　　　　　　　　[担当事務局：日本医師会地域医療第２課]

【基礎研修・前期】　1:総論 2:健康管理 3:メンタルヘルス対策 4:健康保持増進 5:作業環境管理 6:作業管理 7:有害業務管理 8:産業医活動の実際 


