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加盟学会の皆様 

 

加盟学会情報をお知らせします。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

加盟学会会員の方への配布をお願いいたします。 

全公連 世話人代表 磯 博康 

代 高木 昭美 
 

日本健康学会 http://jshhe.com/ 

第 87回日本健康学会総会 https://annualmeeting.jshhe.com/ 

開催日時：2022年 11月 3日（木・祝日）、4日（金） 

大会長：佐々木美奈子（東京医療保健大学 医療保健学部） 

テーマ：健康に暮らす・働く～持てる力を発揮し続けるために～ 

会場：東京医療保健大学（東京・五反田）対面・オンライン併用での実施を予定 

 

一般社団法人日本学校保健学会 http://jash.umin.jp/ 

（一社）日本学校保健学会第 68回学術大会 

 https://web.apollon.nta.co.jp/jash68/index.html 

開催日時：2022年 11月 4日（金）～6日（日）Web開催 

大会長：森岡 郁晴（和歌山県立医科大学） 

テーマ：学校保健、人生 100年時代の礎 

配信会場：和歌山県立医科大学伏虎キャンパス（和歌山県和歌山市） 

 

日本公衆衛生学会 http://www.jsph.jp/ 

去る 10 月 7 日～9 日、山梨大学の山縣然太朗学会長のもとで、第 81 回日本公衆衛生学会総

会（甲府市開催）が、2200人を超える現地参加があり、盛会理に終了しました。 

10 月 25 日から 11 月 24 日までオンデマンド配信を行っております。まだ参加登録されていない

方は、ぜひこの機会に参加登録され第 81回総会をお楽しみいただければ幸いです。 

■視聴は次のサイトから URL：http://jsph81.umin.jp/ 

デジタルアーカイブス特設サイト https://www.jsph.jp/archives/ 

新型コロナウィルス関連情報特設サイト https://www.jsph.jp/covid/ 

 

 一般社団法人日本循環器病予防学会 http://www.jacd.info/ 

■日本高血圧学会・日本循環器病予防学会・日本動脈硬化学会・日本心臓病学会認定 

「循環器病予防療養指導士」 

脳卒中や循環器病予防・改善のための多職種の専門家を養成するための認定制度。 
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～病棟経験がない方でも受験できます～https://www.jpnsh.jp/sidousi/index.html 

■日本循環器病予防学会誌総説シリーズ 

フリーで公開しています。詳細はこちら http://www.jacd.info/library/jjcdp-review 

■保健指導レベルアップセミナー「様々な視点から保健指導を学ぶ！」(WEB 開催） 

2022年 11月 5日(土）13時～18時 

2022年 12月 3日(土）13時～18時 

2023年 1月 28日(土）13時～18時 

2023年 3月 25日(土）13時～15時 30分 

http://www.jacd.info/hokenshidou-seminar/2022 

■第 59回日本循環器病予防学会学術集会 

  主題：地域と共に諦めない心で循環器病予防 予防に勝る治療なし 

  会期：2023年 6月 3日(土)～4日(日) 

  会期：鹿児島県民交流センター（鹿児島市山下町 14番 50号） 

  会長：大石 充  鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学(教授） 

  https://jscdp59.com 

 

一般社団法人日本女性医学学会 https://www.jmwh.jp/ 

第 37回日本女性医学学会学術集会 https://www.kwcs.jp/jmwh37/index.html 

会期：2022年 11月 12日（土）・13日（日） 

【現地開催】2022年 11月 12日（土）・13日（日） 

【オンデマンド配信期間】2022年 11月 29日（火）9：00～12月 12日（月）17：00 

会場：米子コンベンションセンター BIG SHIP（鳥取県米子市） 

学術集会長：原田 省 鳥取大学医学部附属病院 病院長 

テーマ：ホルモン依存性疾患を極めるー女性医学からの視点ー 

参加登録受付期間：2022年 9月 12日（月）9:00～2022年 12月 12 日（月）17:00 

※当日現地会場での参加登録は行いません。必ず事前に参加登録を行った上で会場へお越し

ください。 

動画で更年期について分かりやすく解説しています。 

YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCTUSFLRYNvbKE2gnpUMqFZA/ 

 

日本産業衛生学会 https://www.sanei.or.jp/ 

第 27回就労女性健康研究会 

日時： 2022年 11月 12日（土）10時 00分から 12時 30分 Web開催 

主催：日本産業衛生学会就労女性健康研究会 

後援：（一社）国際 EAP 協会 日本支部 

https://www.sanei.or.jp/events/study_group/individual.html?entry_id=1094 

・第 11回海外勤務健康管理研究会 

https://www.sanei.or.jp/events/study_group/individual.html?entry_id=1141 

 2022年 11月 20日（日） 14時から 16時 （オンライン形式） 

  テーマ「コロナ禍における海外勤務者のメンタルヘルス対策」 

・中小企業安全衛生研究会第 56 回全国集会  

https://www.sanei.or.jp/files/56E59B9EE585A8E59BBDE99B86E4BC9AE38080E794A3E8A19B.pdf 

 2022 年 12 月 10 日(土)  10 時～16 時半 
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 仙台市医師会館  ＊ハイブリッド開催 

 

日本衛生動物学会 http://jsmez.gr.jp/ 

西日本支部大会 

第 77 回日本衛生動物学会西日本支部大会・第 17 回日本衛生動物学会西日本支部例会 

https://server51.joeswebhosting.net/~js4308/ja/meetings 

会期：2022 年（令和 4 年）11 月 13 日（日）9 時 〜 16 時 

会場：岡山理科大学 D3 号館 

開催方法 対面および Zoom (Google meet の可能性もあります．決まり次第お知らせ致します)

を用いたハイブリッド開催です。 

参加費 完全無料といたします。 

 

一般社団法人日本医療情報学会 https://www.jami.jp/ 

第 42回医療情報学連合大会（第 23回日本医療情報学会学術大会）  

 https://jcmi42.org/index.html  

会期：2022年 11月 17日（木）～20日（日） 

大会長：小笠原 克彦（北海道大学大学院保健科学研究院） 

開催形式：ハイブリッド開催 

テーマ：社会基盤としての医療情報の役割 

会場：札幌コンベンションセンター（札幌市） 

 

 日本国際保健医療学会 http://jaih.jp/ 

第 37回日本国際保健医療学会学術大会 https://jaih37.yupia.net/ 

日 程：2022年 11月 19日（土）、20日（日） 

大会長：柳澤理子（愛知県立大学） 

テーマ：”ひとり“はどこにいるか－草の根と意思決定者をつなぐ－  

開催地：愛知県立大学長久手キャンパス ハイブリッド（現地開催＋オンライン）（予定） 

参加登録： 前期：2022年 6月 6日（月）～11月 6日（日）24時 

      後期（オンデマンド対応）2022年 11月 14 日（月）～12月 11日（日）24時 

 

日本ワクチン学会 http://www.jsvac.jp/  
Twitter アカウント https://twitter.com/jsvac_kouho 

第 26回日本ワクチン学会学術集会 https://cs-oto3.com/jsvac26/ 

会期：2022年 11月 26日（土）・27日（日） 

会長：五味 康行（一般財団法人 阪大微生物病研究会 ワクチン推進部門） 

テーマ：日本発世界初ワクチンの開発を目指して～踏み出そう、 

次の四半世紀（ステージ）へ～ 

会場：香川県県民ホール（レクザムホール）〒760-0030 香川県高松市玉藻町 9-10） 

事前参加登録：10月 7日（金）正午～11月 22日（火）正午まで 

当日参加登録：11月 25日（金）正午～2023年 1月 10日（火）正午まで 

 

日本子ども健康科学会 https://jshschild.jp/ 

第 24回日本子ども健康科学会学術大会 https://jshschild.jp/ 

会期： 2022（令和 4）年 11月 26日（土）～27日（日） 
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大会長：成田 雅美（杏林大学医学部 小児科学教室 教授） 

テーマ：挑戦 ～いま私たちにできること～ 

会場：杏林大学井の頭キャンパス A棟 1階（東京都三鷹市） 

開催形態：現地開催と Web 配信（ハイブリッド開催） 

オンデマンド配信：未定  

【事前参加申し込み期間】2022年 9月中旬～11/12（土）  

http://kodomokennkoukagaku24.kenkyuukai.jp/special/?id=37346 

 

日本性感染症学会 http://jssti.umin.jp/ 

日本性感染症学会第 35回学術大会 https://med-gakkai.jp/35sti/ 

会期：2022年 12月 3日（土）・4日（日） 

会長：濵砂 良一（国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 副院長・泌尿器科部長） 

テーマ：様々な視点から探る性感染症 

会場：北九州国際会議場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3丁目 9-30） 

教育啓発委員会 http://jssti.umin.jp/kyoikukeihatu.html 

予防啓発  http://jssti.umin.jp/prevention/index.html 
 

日本行動医学会 http://www.jsbm.jp/ 

第 29回 日本行動医学会学術総会 https://jsbm2022.org/ 

会期：2022年 12月 10日（土）, 12月 11日（日） 

会長：平井 啓（大阪大学大学院人間科学研究科 准教授） 

テーマ：マルチレベルの行動変容の理論と実践： 

Individual health から Public healthまでをつなぐ 

会場：大阪大学吹田キャンパス（吹田市山田丘 1-2 大阪大学大学院人間科学研究科） 

参加登録期間：2022年 8月 1日（月）～12月 2日（金）：https://jsbm2022.org/registration 

 

日本公衆衛生看護学会 https://japhn.jp/ 

第 11回日本公衆衛生看護学会学術集会 https://japhn11.yupia.net/ 

日程：2022年 12月 17日（土）・12月 18日（日） 

テーマ：ポストコロナ社会における公衆衛生看護への期待 

―新たなコミュニティケアシステムの創出― 

学術集会会長：安齋 由貴子 （宮城大学看護学群看護学類） 

会場：仙台国際センター＋オンライン（ハイブリッド開催） 

 

 

日本疫学会 http://jeaweb.jp/ 

第 33回日本疫学会学術総会 http://web.apollon.nta.co.jp/jea2023/index.html 

会 期：2023年 2月 1日（水）～3日（金）の 3日間 

会 長：尾島俊之（浜松医科大学 健康社会医学講座 教授） 

テーマ：総合知による健康・幸福の向上 

会 場：アクトシティ浜松（〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111番地の 1） 

【ハイブリッド開催】 

参加登録：https://va.apollon.nta.co.jp/jea2023_registration/ 
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日本衛生学会 http://www.nihon-eisei.org/ 

第 93回第 93回日本衛生学会学術総会 http://web.apollon.nta.co.jp/jsh2023/index.html 

開催日時：2023年 3月 2日（木）～4日（土） 

大会長 西脇 祐司 

メインテーマ：衛生学の伝統と挑戦 ―変革期社会における未来創造― 

開催場所：大田区産業プラザ PiO（東京都大田区南蒲田 1-20-20）【一部ウェブ配信予定】 

事前参加受付期間 2022年 8月 17日（水）～2023年 2月 3日（金） 

一般演題受付期間 2022年 8月 17日（水）～11月 1日（火） 

 

日本健康相談活動学会 http://jahca.org/ 

日本健康相談活動学会第 19 回学術集会 

（詳細が決まり次第日本健康相談活動学会 (jahca.org)参照）   

開催日 時 ： 2023年 3月 4日（土）～3月 5日（日） 

実行委員長：宮本香代子（安田女子大学） 

テーマ：養護教諭の専門性でつなぐ健康相談・健康相談活動 

～実践と理論の往還を活かした心身のケア～                                      

会 場 ：安田女子大学 対面（予定） 

 

一般社団法人日本災害医学会 https://jadm.or.jp/ 

第 28回日本災害医学会総会・学術集会 https://site2.convention.co.jp/28jadm/ 

会期：2023年 3月 9日（木）～11日（土） 

会長：眞瀬 智彦（岩手医科大学医学部 救急・災害医学講座 教授） 

会場：マリオス / アイーナ（岩手県盛岡市） 

テーマ：災害保健医療の過去・現在、そして未来 “人材育成” 

～東日本大震災被災地からの発信～ 

防災学術連携体(日本災害医学会加盟)より https://janet-dr.com/ 

市民へのメッセージ「2022年 夏秋の気象災害に備えましょう」が掲載されています。 

 

今年度から 3か年（予定）の学術集会の日程と、今年度の「テーマ」は下記の通りです。 

（予定） 

2023年度：第 28回総会・学術集会  2023年 3月 9日（木）～3月 11日(土) 

テーマ：災害保健医療の過去・現在、そして未来 “人材育成”～東日本大震災被災地からの発信～ 

会場：マリオス / アイーナ（岩手県盛岡市） 

2024年度：第 29回総会・学術集会 2024年 2月 22日（木）～24日（土） 

テーマ：未定 

会場：みやこめっせ（京都市勧業館） 

2025年度：第 30回総会・学術集会 日程・会場：未定※2023年 3月頃には決定見込みです。 

テーマ：未定 

 

日本小児科学会 http://www.jpeds.or.jp/ 

第 126回日本小児科学会学術集会 https://site.convention.co.jp/126jps/ 

会期：2023年 4月 14日（金）～16日（日） 

会頭：清水 俊明（順天堂大学大学院医学研究科 小児思春期発達・病態学） 

テーマ：Globalな視点で子どもたちの未来を考える 
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会場： グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 

https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/ 

 グランドプリンスホテル高輪 https://www.princehotels.co.jp/takanawa/ 

 

日本口腔衛生学会 http://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/ 

【第 72回日本口腔衛生学会学術大会】 

総会テーマ：「令和の健口戦略「防ぎ守る」」 

大会長：天野敦雄（大阪大学歯学研究科） 

日 時：令和 5年（2023年）5月 19日（金）～21日（日） 

場 所：大阪国際交流センター（大阪府大阪市天王寺区上本町 8丁目 2-6） 

一般市民のみなさまや行政、学校関係者の方々に役立つ情報をご紹介しています。 

http://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/general/ 

 

日本運動疫学会 http://jaee.umin.jp/ 

第 25回学術総会 

会期：2023 年 6 月 24日（土）～25 日（日）  

会長：重松 良祐（中京大学スポーツ科学部 教授）  

会場：中京大学名古屋キャンパス（愛知県名古屋市） 

 

日本健康教育学会 http://nkkg.eiyo.ac.jp/ 

第 31回日本健康教育学会学術大会  

会期：2023年 7月 15日（土）・16日（日）予定 

（2022年 11月頃に確定、予備日 22・23日） 

会場：全国町村会館（東京都千代田区永田町 1丁目 11－ 35） 

テーマ：エビデンスと実践のギャップに挑む 

学会長：中村 正和（公益社団法人地域医療振興協会 ヘルスプロモーション研究センター） 

 

日本地域看護学会 http://jachn.umin.jp/ 

第 26回学術集会 https://jachn26.yupia.net/ 

開催日：   2023年 9月 2日（土）～9月 3日（日）＋10月末までオンデマンド配信 

学術集会長： 荒木田 美香子 (川崎市立看護大学 副学長) 

地域看護に活用できるインデックス 連載中 http://jachn.umin.jp/katsuyou.html 

 

日本母性衛生学会 http://www.bosei-eisei.org/ 

第 64回日本母性衛生学会学術集会 https://www.congre.co.jp/jsmh64/ 

日程：2023年 10月 13日（金）～14日（土） 

場所：大阪国際会議場（大阪市） 

会長名：大橋 一友（大手前大学国際看護学部教授） 

日本母性衛生学会デジタルアーカイブス http://archives.bosei-eisei.org/ 

最新公開動画 - 2021年度市民公開講座「今、求められている産後のサポート」 

 

日本栄養改善学会 http://jsnd.jp/ 
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少子超高齢化が進展する日本社会の健康課題の解決に寄与すべく、科学的根拠に基づく活動

を積極的に展開しています。学会案内：http://jsnd.jp/img/nyukai_Leaflet_202206.pdf 

 

一般社団法人 日本医療・病院管理学会 https://www.jsha.gr.jp 

日本医療・病院管理学会は、医療・病院管理学の研究促進と研究交流を目的とした学際的学術

団体です。学会案内：https://www.jsha.gr.jp/admission/join/ 
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