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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
2019
11.29‒
30

日本産業ストレス学
会

27 三柴　丈典 近畿大学法学部
教授

大阪市 大阪市中央公会堂 3 第 27回学会事務局（日
本予防医学協会西日本
事業部内）
TEL：06‒6362‒9042
E‒mail：noda_noboru@
jpm1960.org

12.6‒7 日本行動医学会 26 井上　茂 東京医科大学公
衆衛生学分野

東京都 東京医科大学病院 3 学術総会事務局（東京
医科大学公衆衛生学分
野内）
TEL：03‒3351‒6141
（内 237）
E‒m a i l：2 6 t h . j s b m .
tokyo@gmail.com

2020
2.1‒2 日本催眠医学心理学

会
65 鈴木　義也 東洋学園大学 東京都 東洋学園大学 3 日本催眠医学心理学会

事務局
（アカデミーセンター
（株）国際文献社内）
TEL：03‒6824‒9370
FAX：03‒5227‒8631
E‒mail：jsh‒post@bun 
ken.co.jp

2.8‒9 日本心身医学会関東
地方会

131 木村　真人 日本医科大学千
葉北総病院メン
タルへルス科

東京都 東京大学弥生講堂
一条ホール

5 第 131回関東地方会事
務局（日本医科大学千
葉北総病院メンタルヘ
ルス科）
TEL：0476‒99‒1111 
FAX：0476‒99‒1862
E‒mail：psm131gakkai@ 
gmail.com

2.8‒9 日本心身医学会九州
地方会

59 金光　芳郎 福岡歯科大学総
合医学講座心療
内科学分野

福岡市 九州大学医学部百
年講堂

5 九州・沖縄支部（九州
大学心療内科内）
TEL：092‒642‒5316
FAX：092‒642‒5336 

2.23 日本心身医学会北海
道支部例会

45 田中　輝明
（世話人）

KKR札幌医療
センター

札幌市 北海道大学医学部
臨床講義棟（臨床
大講堂）

5 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
（内 5973）

2.28‒29 日本慢性疼痛学会 49 田邉　豊 順天堂大学医学
部附属練馬病院 
麻酔科・ペイン
クリニック

東京都 ソラシティカンファ
レンスセンター

3 合同会社エム・プラン
ニングオフィス
TEL：03-3825-7968
FAX：050-3153-7816
E‒mail：jsscp49@m‒
planning‒o.ddnn.jp

3.6‒7 日本不安症学会学術
大会

12 松永　寿人 兵庫医科大学精
神科神経科学講
座

神戸市 兵庫医療大学 3 運営事務局（（株）イン
ターグループ内）
TEL：06‒6372‒3053
FAX：06‒6376‒2362
E‒mail：jpsad12@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
3.7 日本東洋心身医学研

究会
56 千葉　太郎 盛岡友愛病院 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

3.7‒8 日本子ども健康科学
会

21 柴田　玲子 聖心女子大学現
代教養学部心理
学科

東京都 聖心女子大学 3 聖心女子大学現代教養
学部心理学科
柴田研究室
E‒mail：jshsc21th@
gmail.com
FAX：03‒3407‒6082

5.9 日本心身医学会中部
地方会

82 坪井　宏仁 金沢大学医薬保
健研究域

名古屋
市

ウインクあいち 3 日本心身医学会中部支
部事務局（名古屋第一
赤十字病院心療相談セ
ンター内）
TEL：052‒481‒5111
（内線 53005）
FAX：052‒482‒7733

5.29‒31 日本プライマリ･ケア 
連合学会

11 田妻　進 広島大学病院総
合内科・総合診
療科/JA尾道総
合病院病院長

広島市 広島国際会議場，
リーガロイヤルホ
テル広島

3 運営事務局（（株）コン
ベンションリンケージ内）
TEL：092‒437‒4188
FAX：092‒437‒4182
E‒mail：jpca2020@c‒
linkage.co.jp

6.13‒14 日本交流分析学会 45 端詰　勝敬 東邦大学医学部
心身医学講座

東京都 東邦大学医学部 3 日本交流分析学会事務
局
TEL：03‒3972‒8111
（内線 3222）

6.19‒20 日本サイコオンコロ
ジー学会

33 内富　庸介 国立がん研究セ
ンター

京都市 国立京都国際会
館，他

3 あゆみコーポレーション
TEL：06‒6131‒6605
FAX：06‒6441‒2055
E‒mail：2020joint@a‒
youme.jp

6.26‒27 日本心身医学会総会
ならびに学術講演会

61 久住　一郎 北海道大学大学
院医学研究院精
神医学教室

札幌市 札幌コンベンショ
ンセンター

10 （株）コンベンションリン 
ケージ 北海道本部
TEL：011‒272‒2151
FAX：011‒272‒2152
E‒mai l：j spm61@c‒
linkage.co.jp

6.27‒28 日本小児精神神経学
会

123 桝屋　二郎 東京医科大学精
神医学分野

東京都 日本消防会館
（ニッショーホール）

3 日本小児精神神経学会
https：//www.jsppn.jp/
contact

7.17‒18 日本うつ病学会 17 吉村　玲児 産業医科大学医
学部精神医学教
室

北九州
市

北九州国際会議
場/西日本総合展
示場 AIMビル

3 日本うつ病学会事務局
（（株）コンベンション
リンケージ内）
TEL：03‒3263‒8697
FAX：03‒3263‒8693
E‒mail：jsmd@secre 
tariat.ne.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．


