
「現場で使える基本業務」シリーズ 

日時：２０２０年６月２４日（水） 18：30～20：40   

講師： 一般社団法人健康経営推進産業医会 代表理事  鈴木 健太氏 

 

演題：18：30～19：30 「衛生委員会」 

ブラッシュアップ講座：19：40～20：40  「基本業務 アドバンス１」（任意） 

＊第 2 部は生涯研修ではないため単位は取得できません。 

 

 

開催場所：東京都新宿区西新宿 2丁目 4 番 1号 新宿 NSビル 6 階 

お問い合わせ： Tel：03-3345-6106    メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org 

 

受講資格：認定産業医の更新を希望する医師 

研修単位：1単位/専門  （現在申請中）  

受講料：4,000 円（1 部+2 部 両参加） 

    2,000 円 （1部のみ参加） 

  ＊お申込みフォームにて 両方参加もしくは 1 部のみ参加かどうか 

必ずチェックを入れてください。 

振込先：三井住友銀行 新宿西口支店 普通：4359604  

口座名：イッパンシャダンホウジンサンギョウホケンキョウギカイ 

 

当日キャンセルの場合、受講料は返金致しかねますので 予めご了承ください。 

 

申込締切： ２０２０年６月１９日（金） 

受講ご希望の方は 当サイト研修会お申込みフォームよりお申込みをお願いします。 

申し込み完了は受講料振込確認次第となります。 

 

なお 申込締切日前に定員に達した時点で、受付終了とさせていただきますので予めご了

承ください。 

 

＊当日は 申込返信メールを受講証といたしますのでご持参ください。 
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「現場で使える基本業務」シリーズ 

日時：２０２０年７月２２日（水） 18：30～20：40   

講師： 一般社団法人健康経営推進産業医会 代表理事  鈴木 健太氏 

 

演題：18：30～19：30 「職場巡視」 

ブラッシュアップ講座：19：40～20：40  「基本業務 アドバンス２」（任意） 

＊第 2 部は生涯研修ではないため単位は取得できません。 

 

 

開催場所：東京都新宿区西新宿 2丁目 4 番 1号 新宿 NSビル 6 階 

お問い合わせ： Tel：03-3345-6106    メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org 

 

受講資格：認定産業医の更新を希望する医師 

研修単位：1単位/専門  （現在申請中）  

受講料：4,000 円（1 部+2 部 両参加） 

    2,000 円 （1部のみ参加） 

  ＊お申込みフォームにて 両方参加もしくは 1 部のみ参加かどうか 

必ずチェックを入れてください。 

振込先：三井住友銀行 新宿西口支店 普通：4359604  

口座名：イッパンシャダンホウジンサンギョウホケンキョウギカイ 

 

当日キャンセルの場合、受講料は返金致しかねますので 予めご了承ください。 

 

申込締切： ２０２０年７月１７日（金） 

受講ご希望の方は 当サイト研修会お申込みフォームよりお申込みをお願いします。 

申し込み完了は受講料振込確認次第となります。 

 

なお 申込締切日前に定員に達した時点で、受付終了とさせていただきますので予めご了

承ください。 

 

＊当日は 申込返信メールを受講証といたしますのでご持参ください。 
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「現場で使える基本業務」シリーズ 

 

日時：２０２０年８月２６日（水） 18：30～20：40   

講師： 一般社団法人健康経営推進産業医会 代表理事  鈴木 健太氏 

 

演題：18：30～19：30 「過重労働対策と過重労働者面談」 

ブラッシュアップ講座：19：40～20：40  「基本業務 アドバンス３」（任意） 

＊第 2 部は生涯研修ではないため単位は取得できません。 

 

開催場所：東京都新宿区西新宿 2丁目 4 番 1号 新宿 NSビル 6 階 

お問い合わせ： Tel：03-3345-6106    メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org 

 

受講資格：認定産業医の更新を希望する医師 

研修単位：1単位/専門  （現在申請中）  

受講料：4,000 円（1 部+2 部 両参加） 

    2,000 円 （1部のみ参加） 

  ＊お申込みフォームにて 両方参加もしくは 1 部のみ参加かどうか 

必ずチェックを入れてください。 

振込先：三井住友銀行 新宿西口支店 普通：4359604  

口座名：イッパンシャダンホウジンサンギョウホケンキョウギカイ 

 

当日キャンセルの場合、受講料は返金致しかねますので 予めご了承ください。 

 

申込締切： ２０２０年８月２１日（金） 

受講ご希望の方は 当サイト研修会お申込みフォームよりお申込みをお願いします。 

申し込み完了は受講料振込確認次第となります。 

 

なお 申込締切日前に定員に達した時点で、受付終了とさせていただきますので予めご了

承ください。 

 

＊当日は 申込返信メールを受講証といたしますのでご持参ください。 
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「現場で使える基本業務」シリーズ 

日時：２０２０年９月２３日（水） 18：30～20：40   

講師： 一般社団法人健康経営推進産業医会 代表理事  鈴木 健太氏 

 

演題：18：30～19：30 「職場のメンタル対策とメンタル面談」 

ブラッシュアップ講座：19：40～20：40  「基本業務 アドバンス４」（任意） 

＊第 2 部は生涯研修ではないため単位は取得できません。 

 

 

開催場所：東京都新宿区西新宿 2丁目 4 番 1号 新宿 NSビル 6 階 

お問い合わせ： Tel：03-3345-6106    メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org 

 

受講資格：認定産業医の更新を希望する医師 

研修単位：1単位/専門  （現在申請中）  

受講料：4,000 円（1 部+2 部 両参加） 

    2,000 円 （1部のみ参加） 

  ＊お申込みフォームにて 両方参加もしくは 1 部のみ参加かどうか 

必ずチェックを入れてください。 

振込先：三井住友銀行 新宿西口支店 普通：4359604  

口座名：イッパンシャダンホウジンサンギョウホケンキョウギカイ 

 

当日キャンセルの場合、受講料は返金致しかねますので 予めご了承ください。 

 

申込締切： ２０２０年９月１８日（金） 

受講ご希望の方は 当サイト研修会お申込みフォームよりお申込みをお願いします。 

申し込み完了は受講料振込確認次第となります。 

 

なお 申込締切日前に定員に達した時点で、受付終了とさせていただきますので予めご了

承ください。 

 

＊当日は 申込返信メールを受講証といたしますのでご持参ください。 
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「現場で使える基本業務」シリーズ 

日時：２０２０年１０月２８日（水） 18：30～20：40   

講師： 一般社団法人健康経営推進産業医会 代表理事  鈴木 健太氏 

 

演題：18：30～19：30 「ストレスチェックと高ストレス者面談」 

ブラッシュアップ講座：19：40～20：40  「基本業務 アドバンス５」（任意） 

＊第 2 部は生涯研修ではないため単位は取得できません。 

 

 

開催場所：東京都新宿区西新宿 2丁目 4 番 1号 新宿 NSビル 6 階 

お問い合わせ： Tel：03-3345-6106    メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org 

 

受講資格：認定産業医の更新を希望する医師 

研修単位：1単位/専門  （現在申請中）  

受講料：4,000 円（1 部+2 部 両参加） 

    2,000 円 （1部のみ参加） 

  ＊お申込みフォームにて 両方参加もしくは 1 部のみ参加かどうか 

必ずチェックを入れてください。 

振込先：三井住友銀行 新宿西口支店 普通：4359604  

口座名：イッパンシャダンホウジンサンギョウホケンキョウギカイ 

 

当日キャンセルの場合、受講料は返金致しかねますので 予めご了承ください。 

 

申込締切： ２０２０年１０月１８日（金） 

受講ご希望の方は 当サイト研修会お申込みフォームよりお申込みをお願いします。 

申し込み完了は受講料振込確認次第となります。 

 

なお 申込締切日前に定員に達した時点で、受付終了とさせていただきますので予めご了

承ください。 

 

＊当日は 申込返信メールを受講証といたしますのでご持参ください。 
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「現場で使える基本業務」シリーズ 

日時：２０２０年１１月２５日（水） 18：30～20：40   

講師： 一般社団法人健康経営推進産業医会 代表理事  鈴木 健太氏 

 

演題：18：30～19：30 「健診事後措置と健診後面談 」 

ブラッシュアップ講座：19：40～20：40  「基本業務 アドバンス６」（任意） 

＊第 2 部は生涯研修ではないため単位は取得できません。 

 

 

開催場所：東京都新宿区西新宿 2丁目 4 番 1号 新宿 NSビル 6 階 

お問い合わせ： Tel：03-3345-6106    メール：sk@sangyohoken-kyogikai.org 

 

受講資格：認定産業医の更新を希望する医師 

研修単位：1単位/専門  （現在申請中）  

受講料：4,000 円（1 部+2 部 両参加） 

    2,000 円 （1部のみ参加） 

  ＊お申込みフォームにて 両方参加もしくは 1 部のみ参加かどうか 

必ずチェックを入れてください。 

振込先：三井住友銀行 新宿西口支店 普通：4359604  

口座名：イッパンシャダンホウジンサンギョウホケンキョウギカイ 

 

当日キャンセルの場合、受講料は返金致しかねますので 予めご了承ください。 

 

申込締切： ２０２０年１１月１８日（水） 

受講ご希望の方は 当サイト研修会お申込みフォームよりお申込みをお願いします。 

申し込み完了は受講料振込確認次第となります。 

 

なお 申込締切日前に定員に達した時点で、受付終了とさせていただきますので予めご了

承ください。 

 

＊当日は 申込返信メールを受講証といたしますのでご持参ください。 
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