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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

2023
5.12‒14 日本プライマリ・ケ

ア連合学会
14 大杉　泰弘 藤田医科大学連

携地域医療学
豊田市/ 
名古屋
市

豊田市コンサート
ホール・能楽堂/
ポートメッセなごや

3 International Conference 
Services, PTE., Ltd.
E‒mail:jpca2023aichi@
icsevents.com

5.19‒20 日本不安症学会 15 井上　猛 東京医科大学精
神医学分野

東京都 大田区産業プラザ
PiO＋ハイブリッド
https://15jpsad.
jp/

3 （株）インターグループ
TEL：03‒5549‒6914
FAX：03‒5549‒3201
E‒mail：jpsad15@inter 
group.co.jp

5.27‒28 日本内観学会 45 高橋　美保 東京大学 東京都 東京大学伊藤国際
学術研究センター

3 E‒mail：45th@jpnaikan. 
jp

6.10‒11 日本小児精神神経学
会

129 小石　誠二 川崎こども心理
ケアセンターかな
でかなで診療所

川崎市 川崎市産業振興会
館

3 （株）プロコムインター
ナショナル
TEL：03‒5520‒8822
E‒mail：jsppn129@pro 
com‒i.jp

6.17‒18 日本バイオフィード
バック学会

50 小林　能成 東洋英和女学院
大学人間科学部

横浜市 東洋英和女学院大
学横浜キャンパス（一
部オンライン併用）
https://sites.google.
com/toyoeiwa.ac.jp 
/bf50th2023/

3 第 50回学術総会事務
局（東洋英和女学院大
学人間科学部内）
TEL：045‒922‒7257
E‒mail：bf50th2023@
toyoeiwa.ac.jp

6.30‒
7.1

日本歯科心身医学会 38 髙田　訓 奥羽大学歯学部
口腔外科学講座

郡山市 郡山ビューホテル
アネックス　ビッ
グアイ 7階市民プ
ラ

学術大会事務局（奥羽
大学歯学部口腔外科学
講座）
TEL：024‒932‒9356
FAX：024‒932‒9356
E‒mai l：j spd2023@
den.ohu‒u.ac.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

7.21‒22 日本うつ病学会 20 鈴木　映二 東北医科薬科大
学精神科学教室

仙台市 仙台国際センター
展示棟

3 （株）コンベンションリ
ンケージ東北支社内
TEL：022‒722‒1657
FAX：022‒722‒1658
E‒mai l：j smd20@c‒
linkage.co.jp

7.21‒22 日本ストレス学会 39 山本　賢司 東海大学総合診
療学系精神科学

仙台市 仙台国際センター
展示棟

3 （株）コンベンションリ
ンケージ内
TEL：022‒722‒1657
FAX：022‒722‒1658
E‒mai l：j smd20@c‒
linkage.co.jp

7.29‒30 日本女性心身医学会 51 中塚　幹也 岡山大学学術研
究院保健学域

岡山市 岡山国際交流セン
ター

3 （株）メッド
TEL：086‒463‒5344
FAX：086‒463‒5345
E‒m a i l：j s p o g 5 1 @
med‒gakkai.org

8.12‒13 日本交流分析学会 48 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 日本大学歯学部本
館（仮）+オンデ
マンド配信（仮）

3 学術大会事務局
E‒mail：med.jsta48@
nihon‒u.ac.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
8.26‒27 日本ブリーフサイコ

セラピー学会
33 石原　武士 川崎医科大学 倉敷市 川崎医療福祉大学 3 第 33回岡山大会事務

局（川崎医科大学附属
病院臨床心理センター
内）
E‒mail：okayama2023@ 
jabp.jp

9.15‒17 日本小児心身医学会 41 土生川千珠 国立病院機構南
和歌山医療セン
ター小児アレル
ギー科

田辺市 情報交流センター
Big・U＋WEB
https://jspp2023.jp

3 ㈱ JTB西日本MICE事
業部
TEL：06‒6210‒5405
E‒mail：jspp2023@jtb.
com

9.16‒18 日本家族療法学会 40 児島　達美 KPCL 福岡市 福岡国際会議場 3 第 40回福岡大会事務
局（KPCL内）
E‒mail：fukuoka2023@
jaft.org

10.7‒9 日本自律訓練学会 46 大平　泰子 富山国際大学 富山市 富山県民会館 3 日本自律訓練学会
https://www.jsoat.jp/
contact‒base

10.6‒7 日本サイコオンコロ
ジー学会

36 四宮　敏章 奈良県立医科大
学附属病院 緩
和ケアセンター

奈良市 奈良県コンベン
ションセンター

3 あゆみコーポレーショ
ン
TEL：06‒6131‒6605
FAX：06‒6441‒2055
E‒m a i l：j p o s 3 6 @ a‒
youme.jp

10.21‒
22

日本摂食障害学会 26 中里　道子 国際医療福祉大
学医学部精神医
学

東京都 国際医療福祉大学
東京赤坂キャンパ
ス

3 （株）プランニングウィ
ル
TEL：03‒6801‒8084 
FAX：03‒6801‒8094
E‒mail：26jsed@pw‒
co.jp

11.3‒5 日本精神分析学会 69 古賀　靖彦 油山病院 広島市 広島国際会議場・
広島市文化交流会
館

3 （株）コンベンションリ
ンケージ
TEL：03‒3263‒8697
FAX：03‒3263‒8693
E‒mail：jpa_am@c‒lin 
kage.co.jp

12.2‒3 日本行動医学会 30 西　大輔 東京大学大学院
精神保健学分野 

東京都 東京大学 伊藤国
際学術研究セン
ター，事後オンデ
マンド配信
https://jsbm30.yu 
pia.net/index.html

3 （株）ユピア
TEL：052‒872‒8101
FAX：050‒3737‒7331
E‒mail：jsbm30@yupia. 
net

12.8‒9 日本産業ストレス学
会

31 廣川　進 法政大学 キャリ
アデザイン学部

東京都 一橋大学一橋講堂， 
ハイブリッド開催
https://procomu.
jp/jajsr31/index.
html

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：jajsr31@pro 
com‒i.jp

東川　麻子 （株）OH コン
シェルジュ 

12.9‒10 日本心療内科学会 27 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 東京国際交流館プ
ラザ平成

10 （株）メッド
TEL：03‒6717‒2790
FAX：03‒6717‒2791
E‒mail：jspim27@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．


