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開催日 学会・研究会名 回 会長 所属 開催地 会場 単位 お問合せ先
2018
11.30‒
12.1

日本産業ストレス学
会

26 種市康太郎

吉内　一浩

桜美林大学心
理・教育学系
東京大学大学院
ストレス防御・
心身医学

東京都 一橋大学一橋講堂 3 （株）プロコムインター
ナショナル
TEL：050‒3611‒2716
FAX：03‒6800‒1327
E‒MAIL：jajsr26@
procomu.jp

12.8‒9 日本行動医学会 25 中尾　睦宏 国際医療福祉大
学医学部心療内
科学（山王病院）

徳島市 徳島大学常三島
キャンパス

3 鳴門教育大学大学院臨
床心理士養成コース古
川研究室
TEL：088-687-6317
E‒mail：25thjsbm@
naruto‒u.ac.jp

2019
1.13 日本皮膚科心身医学

会
9 鶴田　大輔 大阪市立大学皮

膚科
大阪市 大阪市立大学医学

部大講義室
3 日本皮膚科心身医学会

E‒mai l：i n fo@jpsd‒
ac.org

1.26‒27 日本心身医学会九州
地方会

58 添嶋　裕嗣 鹿屋体育大学ス
ポーツ生命科学
系

鹿児島
市

鹿児島県医師会館 5 志學館大学人間関係学
部心理臨床学科
TEL：099‒812‒8501
FAX：099‒257‒0308
E‒mail：munemoto@
shigakukan.ac.jp

2.9‒10 日本心身医学会関東
地方会

130 丸岡秀一郎 日本大学呼吸器
内科学分野／日
本大学医学部附
属板橋病院心療
内科

東京都 日本大学病院 5階
大会議室

5 関東支部事務局（（株）
アクセライト内）
TEL：03‒6801‒6638
E‒mai l：j spmkanto‒
office@accelight.co.jp

2.15‒16 日本慢性疼痛学会 48 飯田　宏樹 岐阜大学大学院
麻酔・疼痛制御
学分野

岐阜市 じゅうろくプラザ
（岐阜市文化産業
交流センター）

3 （株）コングレ中部支社
TEL：052‒950‒3369
FAX：052‒950‒3370
E‒mail：jsscp48@cong 
re.co.jp

2.23 日本心身医学会東北
地方会

88 福土　審 東北大学大学院
行動医学／東北
大学病院心療内
科

仙台市 星陵会館 2階　医
学部開設百年記念
ホール

5 東北支部
TEL：022‒717‒7327
FAX：022‒717‒7330
E‒mail：shinryonaika@
hosp.tohoku.ac.jp

2.24 日本心身医学会北海
道支部例会

44 上原　聡
（世話人）

上原内科クリ
ニック

札幌市 北海道大学医学部
臨床講義棟（臨床
大講堂）

5 日本心身医学会北海道
支部
（北海道大学大学院医
学研究院精神医学教室
内）
TEL：011‒716‒1161
FAX：011‒706‒5081

3.1‒2 日本不安症学会 11 塩入　俊樹 岐阜大学大学院
精神病理学分野

岐阜市 じゅうろくプラザ
（岐阜市文化産業
交流センター）

3 （株）インターグループ
名古屋支社内
TEL：052‒581‒3241
FAX：052‒581‒5585
E‒mail：jpsad11@inter 
group.co.jp
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開催日 学会・研究会名 回 会長 所属 開催地 会場 単位 お問合せ先
3.2 日本東洋心身医学研

究会
55 牧野　真也 トヨタ記念病院 東京都 品川インターシ

ティホール
3 日本東洋心身医学研究
会学術集会
共催事務局
（株）ツムラ問い合わせ
窓口
TEL：03‒6361‒7187

3.17 日本心身医学会近畿
地方会

62 椋田　稔朗 菜の花心療内科
クリニック

大津市 ピアザ淡海　滋賀
県立県民交流セン
ター大津市

5 日本心身医学会近畿支
部
TEL：072‒804‒0100　
（内線 2530　関西医科
大学心療内科医局）
TEL：06‒6995‒5699　
（まちだクリニック）

4.7 内分泌糖尿病心理行
動研究会

31 大家　聡樹 奈良先端科学技
術大学院大学

大阪市 グランフロント大
阪

3 茨木市保健医療セン
ター
TEL：072‒625‒6685
FAX：072‒625‒6979

4.27‒29 日本医学会/2019中
部

30 齋藤　英彦 名古屋大学名誉
教授

名古屋
市

名古屋国際会議場
ほか

10 （株）コングレ
TEL：052‒744‒2037　
FAX：052‒744‒2038
E-mail：isoukai2019@
congre.co.jp

5.12 〈身〉の医療研究会 5 岡　孝和 国際医療福祉大
学病院心療内
科）

堺市 関西大学堺キャン
パス（予定）

3 E‒mail：otoiawase@
minoiryo.org

5.17‒19 日本プライマリ・ケ
ア連合学会

10 雨森　正記 医療法人社団弓
削メディカルク
リニック

京都市 国立京都国際会館 3 （株）コンベンションリ
ンケージ
TEL：075‒231‒6357 
FAX：075‒231‒6354
E‒mail：jpca2019@c‒
linkage.co.jp

5.25 日本心身医学会中部
地方会

81 大崎　園生 愛知淑徳大学心
理学部心理学科

名古屋
市

ウインクあいち　
1209会議室

5 愛知淑徳大学心理学部
心理学科大崎研究室
TEL：0561‒62‒4111
（内 2419）

5.31‒
6.2

日本交流分析学会第
44回

44 田副　真美 ルーテル学院大
学

東京都 ルーテル学院大学
トリニティホール

3 第 44回学術大会事務
局
（ルーテル学院大学田
副研究室内）
TEL：0422‒31‒4611
E‒m a i l：j s t a 2 0 1 9 @
gmail.com

11.15‒
17

日本心身医学会 60 福永　幹彦 関西医科大学心
療内科学講座

大阪市 大阪市中之島公会
堂

10 第 2回日本心身医学関
連学会合同集会運営事
務局
（あゆみコーポレー
ション内）
TEL：06‒6131‒6605
FAX：06‒6441‒2055
E‒mail：jsp6cc_secret 
ariat@a‒youme.jp

※会期，会場などの最新情報については，各学会・研究会へお問い合わせくださいますようお願いいたします．
※ 日本心身医学会ウェブサイト（http://www.shinshin‒igaku.com/）にも学会情報を掲載していますので，あわせてご覧ください．


