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日本心身医学会専門医・認定医更新の対象学会・研究会一覧
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

2022
1.15‒16 日本皮膚科心身医学

会
12 片桐　一元 獨協医科大学埼

玉医療センター
さいた
ま市

ソニックシティ 3 日本皮膚科心身医学会
E‒mail：info@jpsd‒ac. 
org

1.29‒30 日本心身医学会九州
地方会

61 大島　彰 国立病院機構　
九州がんセン
ター

福岡市 国立病院機構　九
州がんセンター
（ハイブリッド・
オンデマンド配
信）

5 九州がんセンター　サ
イコオンコロジー科
TEL：092‒541‒3231
FAX：092‒542‒8503
E‒mail：shin61.kyushu 
@gmail.com

2.5 日本心身医学会東北
地方会

94 福土　審 東北大学大学院
医学系研究科心
療内科学/東北大
学病院心療内科

仙台市 東 北大学 星陵
オーディトリアム
（状況に応じてweb
開催）

5 東北大学病院心療内科
TEL：022‒717‒7327

2.5‒6 日本心身医学会関東
甲信越地方会

132 河合　啓介 国立国際医療研
究センター国府
台病院心療内科

東京都 国立国際医療研究
センター病院
（新宿戸山）
（状況に応じてweb
開催）

5 第 132回日本心身医学
会関東地方会事務局
（国立国際医療研究セ
ンター国府台病院心療
内科内）
TEL：047‒372‒3501
FAX：047‒375‒4792
E‒mail：psm132gakk 
ai@gmail.com

2.6 日本心身医学会近畿
地方会

65 大武　陽一 伊丹せいふう病
院内科

― Web開催
https://jspm65kin 
ki.wixsite.com/ho 
me

5 E‒mail：
jspm65kinki@gmail.
com

2.25‒26 日本慢性疼痛学会 51 平川奈緒美 佐賀大学医学部
附属病院ペイン
クリニック・緩
和ケア科

佐賀市 佐賀市文化会館
（ハイブリッド開
催）
ht tps :/ / j s scp51 .
com/index.html

3 （株）ビジュアルシステム
TEL：0952‒37‒9770
FAX：0952‒37‒9771
E‒mail：info@jsscp51.
com

2.27 日本心身医学会北海
道支部地方会

47 安彦　善裕 北海道医療大学
歯学部臨床口腔
病理学分野

― オンライン開催
（C i s c o W e b e x 
Events）

5 日本心身医学会北海道
支部（北海道大学精神
医学教室）
TEL：011‒716‒1161
FAX：011‒706‒5081
E‒mail：bunken@med.
hokudai.ac.jp

3.5 日本東洋心身医学研
究会

57 小山　敦子 近畿大学内科学
教室心療内科部
門

東京都 品川インターシ
ティホール（ハイ
ブリッド開催）
https://www.k-ken 
kyukai.com/toyos 
hinshin/gakujutsu/

3 （株）ツムラ問い合わせ
窓口
TEL：03‒6361‒7187
E‒mail：toyoshin@mail. 
tsumura.co.jp

3.6 心身医学合同セミ
ナー

7 ― ― ― オンライン開催予
定

なし 第 7回心身医学合同セ
ミナー事務局

3.25‒26 日本産業ストレス学
会

29 石川　浩二，

髙﨑　正子

三菱重工（株）大
江西健康管理科
キオクシア（株）
人事総務部 安
全健康グループ

名古屋
市

ウインクあいち 3 （株）プロコムインター
ナショナル
TEL：03‒5520‒8822
FAX：03‒5520‒8820
E‒mail：jajsr29@pro 
com‒i.jp

4.23‒24 日本交流分析学会 47 齋藤　紀先 弘前大学大学院
臨床検査医学講
座

弘前市 弘前市民文化交流
館ホール

3 学術大会 事務局
E‒mail：ta2022hirosa 
ki@gmail.com

6.10‒12 日本プライマリ・ケ
ア連合学会

13 大橋　博樹 医療法人社団家
族の森 多摩ファ
ミリークリニック

横浜市 パシフィコ横浜（ハ
イブリット開催）
https://jpca2022.
org/

3 International Conference 
Services, PTE., Ltd.
E‒m a i l：j p c a 2 0 2 2 @
icsevents.com
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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
6.18‒19 日本バイオフィード

バック学会
49 岩田　浩康 早稲田大学 未定 未定 3 学会事務局

東邦大学医学部心身医
学講座内
TEL：03‒3762‒4151
E‒mail：jsbrsecretariat 
@gmail.com

6.25‒26 日本心身医学会 63 河合　啓介 国立国際医療セ
ンター国府台病
院心療内科

千葉市 幕張メッセ国際会
議場

10 （株）メッド東京営業所
TEL：03‒6717‒2790
FAX：03‒6717‒2791
E‒mail：jspm63@
med-gakkai.org

6.25‒26 日本小児精神神経学
会

127 井上　祐紀 福島県立矢吹病
院

白河市 福島県白河文化交
流館コミネス

3 学会事務局
（株）アークメディア内
TEL：03‒6272‒6516
FAX：03‒5210‒0874
E‒mail：jsppn＠ arcme 
dium.co.jp

6.25‒26 日本歯科心身医学会 37 小佐野仁志 自治医科大学附
属さいたま医療
センター

さいた
ま市

ソニックシティ市
民ホール

3 学会事務局
一ツ橋印刷（株）学会
事務センター内
TEL：03‒5620‒1953
FAX：03‒5620‒1960
E‒mail：jspd@onebri 
dge.co.jp

7.14‒15 日本うつ病学会 19 寺尾　岳 大分大学精神神
経医学講座

大分市 J：COMホルトホー
ル大分

3 （株）コンベンションリ
ンケージ大分支社
TEL：097‒529‒6730
FAX：0977‒26‒7100
E‒mail：jsmdrd2022@
c‒linkage.co.jp

8.27‒28 日本女性心身医学会 50 西村　勝治 東京女子医科大
学精神医学講座

東京都 TFTビル東館 9F 3 （株）プロコムインター
ナショナル
TEL：03‒5520‒8821
E‒mail：jspog50@pro 
com‒i.jp

9.16‒18 日本家族療法学会 39 坂本真佐哉 神戸松蔭女子学
院大学

淡路市 淡路夢舞台国際会
議場

3 学会ウェブサイト
https://www.jaft.org/
contact/

9.23‒25 日本小児心身医学会 40 渡部　泰弘 秋田県立医療療
育センター　小
児科

― Web開催
h t t p s :/ / w w w.
jspp2022.jp/

3 （株）JTB西日本MICE
事業部
TEL：06‒6252‒5049  
FAX：06‒7657‒8412  
E‒mail：jspp2022@jtb.
com

10.7‒9 日本自律訓練学会 45 端詰　勝敬 東邦大学心療内
科

― Web本部（東邦大
学 大 森 病 院 ）
https://www.jsoat.
jp/

3 学会事務局 https://
www.jsoat.jp/contact‒
base

11.6 日本心身医学会中
国・四国地方会

44 原田　俊英 県立広島大学大
学院総合学術研
究科保健福祉学
専攻

広島市 ホテルチューリッ
ヒ東方 2001

5 県立広島大学大学院総
合学術研究科保健福祉
学専攻　原田俊英研究
室
TEL・FAX：0848‒60‒
1257
E‒mail：hartoshi@pu‒
hiroshima.ac.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．


