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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
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・脳神経内
科学

広島市 ホテルチューリッ
ヒ東方 2001

5 第 44回日本心身医学会
中国・四国地方会事務局
（県立広島大学大学院総
合学術研究科保健福祉
学専攻・脳神経内科学内）
TEL・FAX：0848‒60‒
1257
E‒mail：hartoshi@pu- 
hiroshima.ac.jp

11.6 日本皮膚科心身医学
会

13 堀　仁子 市立旭川病院皮
膚科

旭川市 大雪クリスタル
ホール，Web開催
http://jpsd13.um 
in.jp/index.html

3 （株）コンベンション
フィールド
TEL：03‒6381‒1957
FAX：03‒6381‒1958
E‒mail：jpsd13@conf.
co.jp

11.6 ＜身＞の医療研究会 8 竹林　直紀 ナチュラル心療
内科

― Web開催
ht tps ://ho l ikan 
2021.stars.ne.jp/
sympo/

3 ＜身＞の医療研究会事
務局
関西大学人間健康学部
村川治彦研究室内
E‒mail：otoiawase@
minoiryo.org

11.12 日本線維筋痛症学会 12 吉野　敦雄 広島大学保健管
理センター／
脳・こころ・感
性科学研究セン
ター

― オンライン
https://procomu.
jp/jcfi12/

3 （株）プロコムインター
ナショナル
TEL：03‒5520‒8821
E‒mai l：j c f i 12@pro 
com‒i.jp

11.11‒13 日本認知療法・認知
行動療法学会

22 久我　弘典 国立精神・神経
医療研究セン
ター

東京都 高島屋日本橋ホー
ル/コングレススク
エア日本橋，Web 
https:// jact2022.
org/index.html

3 医療ネットワーク支援
センター
TEL：03‒6846‒4352/
FAX：03‒6911‒0581
Email：jact2022@med 
ical‒bank.org

11.19‒20 日本心療内科学会 26 須藤　信行 九州大学大学院
心身医学

福岡市 九州大学医学部 
百年講堂＋オンデ
マンド配信

10 日本心療内科学会
FAX：047‒374‒8302
E‒mail：jspim@nifty.
com

11.26‒27 日本ストレス学会 38 中田　光紀 国際医療福祉大
学大学院公衆衛
生学専攻

― オンライン開催
https://plaza.um 
in.ac.jp/~jass38/in 
dex.html

3 国際医療福祉大学大学
院公衆衛生学専攻　中
田光紀研究室内
E‒mail：jass38th‒office 
@umin.ac.jp

12.2‒3 日本産業ストレス学
会

30 大塚　泰正
吉内　一浩

筑波大学人間系
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：03‒5520‒8822
FAX：03‒5520‒8820
E‒mail：jajsr30@pro 
com‒i.jp

12.2‒4 日本森田療法学会 39 福治　康秀 独立行政法人国
立病院機構琉球
病院

― Web開催
https://amjsmt20 
22.jp/outline

3 独立行政法人国立病院
機構琉球病院
TEL：098‒968‒2133
FAX：098‒968‒2679
E‒mail：627‒39morita 
@mail.hosp.go.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
12.10‒11 日本行動医学会 29 平井　啓 大阪大学大学院

人間科学研究科
吹田市 大阪大学吹田キャ

ンパス
3 第 29回学術総会事務
局（大阪大学大学院人
間科学研究科平井研究
室）
E‒mail：js.behavioral 
medicine2022@gmail.
com

2023
1.15 日本心身医学会近畿

地方会
66 西山　順滋 関西医科大学心

療内科学講座/
関西医科大学附
属病院総合診療
科

― web開催予定
h t t p s :/ / j s p m 6 6 
kinki.hp.peraichi.
com/

5 関西医科大学心療内科
学講座
E‒mail：jspm66kinki@
gmail.com

1.28‒29 日本心身医学会関東
甲信越地方会

133 菊地　裕絵 国立国際医療研
究センター病院
心療内科

東京都 東京大学山上会館 5 運営事務局（東京大学
医学部附属病院心療内
科内）
TEL：03‒5800‒9764
E‒mail：psm133gakkai 
@gmail.com

2.26 日本心身医学会北海
道支部例会

48 北守　茂 十勝自立支援セ
ンター　介護老
人保健施設かけ
はし

未定 未定 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
（内線：5973）
FAX：011‒706‒5081

3.10‒11 日本慢性疼痛学会 52 細井　昌子 九州大学病院心
療内科・集学的
痛みセンター

福岡市 九州大学病院百年
記念講堂

3 日本慢性疼痛学会
mansei‒toutsuu@r5. 
dion.ne.jp

3.11 日本東洋心身医学研
究会

58 端詰　勝敬 東邦大学心身医
学講座

東京都 品川インターシ
ティホール＋Web
https ://www.k‒ 
kenkyukai.jp/toyo 
shinshin/

3 株式会社ツムラ　学術
企画部内
E‒mail：toyoshinshin 
@k‒kenkyukai.com

4.9 内分泌糖尿病心理行
動研究会

37 波夛　伴和
（当番世話人）

九州大学心療内
科

福岡市 九州大学医学部
キャンパス：総合
研究棟 105号室，
ハイブリッド開催
予定
ht tp ://www.nt‒
shinri‒k.net/

3 内分泌糖尿病心理行動
研究会事務局
TEL：072‒625‒6685
FAX：072‒625‒6979
E‒mail：a.fukao@ibaho‒
c.jp

4.21‒23 日本医学会総会 31 春日　雅人 朝日生命成人病
研究所/国立国
際医療研究セン
ター名誉理事長

東京都 東京国際フォーラ
ムおよび丸の内・
有楽町エリア

10 事務局
東京大学医学部附属病
院中央診療棟 2
TEL：03‒5800‒8971
FAX：03‒5800‒6412
E‒mail：office@isou 
kai2023.jp

7.1‒2 日本心身医学会 64 端詰　勝敬 東邦大学心身医
学講座

横浜市 パシフィコ横浜 
会議センター

10 （株）メッド東京営業所
TEL：03‒6717‒2790
FAX：03‒6717‒2791
E‒mail：jspm64@med‒
gakkai.org

※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．


