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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。 

3月 25日（土）は全公連の総会・学術集会です。 

また、学会シーズンである 3月には 6つの加盟学会の総会等が開催されます。 

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 

 

 

全国公衆衛生関連学協会連絡協議会 http://japhsa.jp/ 

全公連・総会・学術集会 

 2023年 3月 25日（土）WEB 開催予定（演題等決まり次第公表いたします） 

 〇全公連 2022年度第 2回総会 9:30～10:30  

〇全公連 学術集会 10:45～ 

 

日本疫学会 https://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】 

オンデマンド配信期間は、2023年 2月 15日(水)～3月 15日(水)を予定しています。 

参加申込は、3月 15日まで受付可能です。 

 

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） 
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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 http://jahca.org/top/sb.cgi?eid=261 

http://jahca.org/top/pdf/jahca_3th_chirashi.pdf 

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）・ハイブリット開催 

◆第 18回夏季セミナーのご案内◆ http://jahca.org/top/pdf/18th_summer_vol.1.pdf 

テーマ：社会の変化に対応した、養護教諭の行う健康相談・健康相談活動の在り方を探る 

～養護教諭の専門性を「健康相談・健康相談活動」を通して考える～ 

健康相談・健康相談活動の実践力向上のため、対面ならではの研修・演習を企画しております。 

養護教諭、養成大学、行政担当者など、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

期日：2023年 8月 19日（土）～20日（日） 

会場：畿央大学（奈良県）対面開催予定 

実行委員長：本学会理事・畿央大学 髙田恵美子 
 

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。 

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 
 

一般社団法人日本女性医学学会 https://www.jmwh.jp/ 

◆第 28回日本女性医学学会ワークショップ https://jmwh28ws.com/ 

会期：2023年 3月 18日（土） 

会場：ライトキューブ宇都宮 

実行委員長：尾林 聡 獨協医科大学産科婦人科学講座 教授 

◆第 38回日本女性医学学会学術集会 https://www.congre.co.jp/jmwh38/ 

会期：2023年 12月 2日（土）・3日（日） 

会場：あわぎんホール（徳島県郷土文化会館） 

学術集会長：安井 敏之 徳島大学大学院 生殖・更年期医療学分野 教授 

◆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/ 
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日本健康教育学会 http://nkkg.eiyo.ac.jp/ 

◆2022年度栄養教育研究会公開学習会   Zoom によるオンライン開催 

テーマ：はやい！やすい！うまくいく！すぐに使えるナッジの実践術 

     ～事例検討でナッジを身につける～ 

会期：2023年 3月 25日（土）13:30～16:30（受付 13:15） 

参加費：無料（ 非会員は入会手続の上、参加可能です） 

申込みフォーム：https://nkkg.eiyo.ac.jp/iinkai/cn49/pg158.html 

◆第 31回日本健康教育学会学術大会  http://web.apollon.nta.co.jp/nkkg2023/ 

会期：2023年 7月 22日（土）～23日（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） 

 

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

◆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） 

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 https://jscdp59.com/ 

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） 

会場：かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町 14番 50号） 

会長：大石 充 （鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学 教授） 

◆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。 

～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 

   

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

◆第 61回日本医療・病院管理学会学術総会のお知らせ 

学術総会テーマ：「新たに問われる学際的な医療・病院管理学」 

会期：2023年 11月 4日（土）・5日（日） 

開催方法：対面、一部ライブ配信、会期後オンデマンド配信予定 

会場：工学院大学（新宿キャンバス） 

学術総会長:筧淳夫先生（工学院大学） 

◆2023年度例会のお知らせ https://www.jsha.gr.jp/meeting/details/ 

※社会医学系専門医制度 K単位を取得できます。 

2023年度例会開催予定  

3月：413回例会、4月：414回例会、5月：415回例会、6月：416回例会、 

7月：417回例会、9月：418回例会、10月：419回例会、12月：420回例会 

※詳細情報は学会 HPに掲載いたします。 

◆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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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 

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/ 
 

日本衛生動物学会 http://jsmez.gr.jp/ 

第 75回日本衛生動物学会大会 https://server51.joeswebhosting.net/~js4308/ja/archives/3662 

大会長  澤邉 京子（国立感染症研究所） 

会期：2023年 4月 14日（金） 研究班等集会、幹事会 

4 月 15 日（土） 一般講演、総会、学会賞受賞講演、シンポジウム、市民公開講座

※、懇親会 

※市民公開講座のみオンライン配信予定 

4月 16日（日） 一般講演 

会 場： 国立国際医療研究センター 会議室（東京都新宿区戸山 1-21-1） 

国立感染症研究所 会議室（東京都新宿区戸山 1-23-1） 

主な学術プログラム： 

シンポジウム「我が国を中心とした節足動物媒介性ウイルス感染症の基礎と最近の知見」 

ダイバーシティー推進委員会主催ワークショップ 

「衛生動物学会におけるダイバーシティー＆インクルージョン」 

市民公開講座「おもしろい蚊の話」 
 

日本産業衛生学会 https://www.sanei.or.jp/ 

◆第 96回日本産業衛生学会 https://convention.jtbcom.co.jp/sanei96 

会期：2023年 5月 10日（水）～ 12日（金） 例年 4日間の会期ですが、本会は 3日間です。 

※総会も 10日（水）以降に開催いたします。 

会場：ライトキューブ宇都宮（2022年 11月 30日開業） 

開催方法：ハイブリット開催（現地会場＋Live配信＋オンデマンド配信）＊予定 

企画運営委員長：諏訪園 靖（千葉大学大学院医学研究院環境労働衛生学 教授） 

メインテーマ：強くしなやかな産業保健をめざして 

【前期参加登録】受付期間：～2023年 3月 8日（水）正午＜支払期限：2023年 3月 8日（水）＞ 

【後期参加登録】2023年 3月 23日（木）正午～オンデマンド配信終了日まで 

◆第 33回日本産業衛生学会全国協議会  

https://convention.jtbcom.co.jp/sanei-kyogikai2023/index.html 

企画運営委員長：小林 正洋（山梨県医師会 理事） 

テーマ：多様化する社会と産業保健 

◆第 97回日本産業衛生学会 

 https://www.sanei.or.jp/events/council/individual.html?entry_id=1138 

会期：2024年 5月 22日-25日 

会場：広島国際会議場他 

◆学会参加のヒント集 オンライン学術集会参加（一般公開）  

https://www.sanei.or.jp/topics/recommendation/individual.html?entry_id=1164 

＊2022.12.12追記 

当ヒント集は当初会員専用ページにて限定公開していましたが、このたび一般サイトにて広く公開

することといたしました。ご活用いただければ幸いです。 
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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 https://jsoh.jp/72/ 

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/ 
 

日本公衆衛生看護学会 https://japhn.jp/ 

◆第 12回日本公衆衛生看護学会学術集会 https://japhn12.yupia.net/ 

会 期：2024 年 1 月 6 日（土）～ 7 日（日） 

学術集会会長：尾形 由起子 （福岡県立大学看護学部） 

学術集会副会長：丹田 智美 （北九州市/全国保健師長会） 

テーマ：「自分らしく生きる」を支える公衆衛生看護活動を考える 

             ～新たな地域包括ケアの扉を拓（ひら）く～ 

会 場：北九州国際会議場 

演題・ワークショップ募集：2023年 6月 1日（木）～ 8月末 

◆お役立ち情報・交流 https://japhn.jp/interact 
 

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） 
 

一般社団法人日本医療情報学会 https://www.jami.jp/ 

第 27回 日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム 2023） 

https://www.c-linkage.co.jp/jami2023/index.html 

会期：2023年 6月 29日（木）～7月 1日（土） 

会場：沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市） 

大会長：平田 哲生（琉球大学病院 診療情報管理センター） 

テーマ：持続可能な医療・介護の実現～医療情報の更なる社会貢献を目指して～ 
 

一般社団法人日本思春期学会 https://adolescence.gr.jp/ 

第 42回 日本思春期学会総会・学術集会 https://www.pw-co.jp/42jsa2023/index.html 

テーマ：思春期学の進歩と将来を語ろう 

会 期：2023年 8月 25日（金）～27日（日） 

会 場：シェーンバッハ・サボー（東京都千代田区） 

大会長：川名 敬（日本大学医学部 産婦人科学系産婦人科学分野 主任教授） 
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日本栄養改善学会 https://jsnd.jp/ 

◆第 70回日本栄養改善学会学術総会   https://www.congre.co.jp/kaizen70/ 

会期：2023年 9月 1日(金)～3日(日) 

会場：名古屋国際会議場 

学術総会会長：塚原 丘美（名古屋学芸大学） 

テーマ：すべての人の幸福を目指した実践栄養学の発信 

-ソーシャルインクルージョンの実現に栄養学をとり入れる- 

演題登録期間：2023年 3月 1日（水）～4月 26日（水）正午 

参加登録期間：2023年 5月 1日（月）～9月 29日（金）正午 

開催方法：対面 + オンデマンド配信 

（特別講演、教育講演、シンポジウムはすべて後日オンデマンド配信します） 

◆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：https://jsnd.jp/img/nyukai_Leaflet_202206.pdf 
 

日本地域看護学会 http://jachn.umin.jp/ 

◆第 26回日本地域看護学会学術集会 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) 

テーマ：「みんなで創る地域包括ケアシステム」の今を検証する 

会 場：川崎市立看護大学 (川崎市）および Web （ハイブリッド） 

事前参加申込：2023年 1月 13日より開始予定 

◆「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 - 2022年度市民公開講座「子宮頸がん予防について若者と一緒に考えてみよう」 
 

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

◆第 27回日本ワクチン学会・第 64回日本臨床ウイルス学会合同学術集会 

https://www.vac-cv2023.jp 

会期：2023年 10月 21日（土）・22日（日） 

会長：中野 貴司 （川崎医科大学 小児科学）＜日本ワクチン学会＞ 

田中 敏博 （JA静岡厚生連静岡厚生病院 小児科）＜日本臨床ウイルス学会＞ 

テーマ：過去をつむぎ、次世代へつなぐ ～さあ、みんなで、ふじをめざそう！～ 

会場：ホテル アソシア静岡（静岡県静岡市葵区黒金町 56番地・静岡駅徒歩 1分） 
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日本公衆衛生学会 http://www.jsph.jp/ 

◆第 82 回日本公衆衛生学会総会 http://jsph82.umin.jp/ 

日程：2023 年 10 月 31 日(火)~11 月 2 日(木) 

場所：つくば国際会議場、つくばカピオ他(茨城県つくば市) 

会長名：田宮 菜奈子(筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 教授) 

公募シンポジウム募集期間：2023年 3月 14日（火）～4月 14日（金） 

演題募集期間：2023年 4月 4日（火）～5月 23日（火） 

◆学会誌「日本公衆衛生」最新号 

https://www.jsph.jp/journal/latestJournal/index.html 
 

日本国際保健医療学会 http://jaih.jp/ 

◆第 38回 日本国際保健医療学会学術大会 グローバルヘルス合同大会 2023の開催が決まりま

したので、お知らせいたします。 https://jaih.jp/?action=common_download_main&upload_id=337 

日時： 2023年 11月 24日（金）〜 26日（日） 

場所： 東京大学本郷キャンパス 安田講堂他 ※一部オンライン開催 

大会長：林 玲子（国立社会保障・人口問題研究所 ） 

テーマ：多様性を包摂する豊かさを求めて  

◆日本国際保健医療学会ニュースレター Vol.3 発行のお知らせ 

https://jaih.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=bbs_view_main_post&post_id=66&bl

ock_id=45#_45 
 

日本行動医学会 http://www.jsbm.jp/ 

◆第 30回日本行動医学会学術総会 https://jsbm30.yupia.net/ 

テーマ：人に寄り添い、社会を前へ 

会期：2023年 12月 2日（土）～3日（日） 

会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター (東京都文京区本郷 7-3-1) 

大会長：西 大輔 (東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野 教授) 

◆関連学会情報 

ICBM2023 https://icbm2023.com/ 

名称：17th International Congress of Behavioral Medicine 

日時：2023年 8月 23日～26日 

会場：カナダ（バンクーバー） 
 

日本性感染症学会 http://jssti.umin.jp/ 

◆日本性感染症学会 第 36回学術大会 http://sti36.umin.jp/ 
会期： 2023年 12月 2日(土)～3日(日) 
会長： 四柳 宏（東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 感染症分野 教授） 
会場： 学術総合センター 
運営事務局：株式会社サンプラネット（TEL 03-5940-2614／FAX 03-3942-6396） 
E-Mail sti36[at]sunpla-mcv.com（[at]を@に置き換えてください） 

◆緊急セミナー 
「梅毒を知る～梅毒の急増を止めるために～」 http://jssti.umin.jp/seminar.html 
 公開方法：一般社団法人 日本性感染症学会ホームページ 
主催：一般社団法人 日本性感染症学会 
後援：厚生労働省・厚生労働省科学研究費補助金「三鴨班」・一般社団法人 日本感染症学会 
対象：医師等 

◆日本性感染症学会誌 第 33巻 第 2号 http://sti.b-journal.net/ 下記大会を載せています。 
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一般社団法人日本エイズ学会 https://jaids.jp/ 

日本エイズ学会はエイズとHIVに関する諸問題の研究の促進、会員相互の交流および知識の普及

と啓発を図ることを目的としています。 

◆第 37回日本エイズ学会学術集会・総会 

会期：2023年 12月 3日（日）～5日（火） 

会場：リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町 1番地） 

テーマ：“AIDS”終幕を目指して 

会長：高折 晃史（京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学） 
 

一般社団法人日本職業・災害医学会 http://www.jsomt.jp/ 

◆第 71回日本職業・災害医学会学術大会 https://site2.convention.co.jp/jsomt71/ 

会長：三浦 裕正 (独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 院長) 

テーマ：人生 100年時代を見据えた勤労者医療 

会期：2023年 12月 9日（土）・10日（日） 

開催形態：現地開催予定 

会場：アクロス福岡 

大会事務局：独立行政法人 労働者健康安全機構 九州労災病院 

〒800-0296 北九州市小倉南区曽根北町 1番 1号 

◆本学会は、職業医学および災害医学の研究および教育ならびに、これに関連する諸制度におけ

る医学的基準の研究により、医学・医療の発展に寄与することを目的としています。 

◆日本職業・災害医学会会誌 http://www.jsomt.jp/journal/index.html 
 

日本子ども健康科学会 https://jshschild.jp/ 

◆第 25回日本子ども健康科学会学術大会のご案内 

大会長：永田陽子（駒澤大学文学部心理学科 教授） 

会期：2024（令和 6）年 3月 2日（土）～3日（日）（暫定） 

会場：駒澤大学駒沢キャンパス 

開催形態：現地開催と Web配信（ハイブリッド開催）（予定） 

プログラム概要：特別講演・シンポジウム・一般演題など 

◆子ども健康科学会（子どもの心・体と環境を考える会） 趣意と呼びかけ 

https://jshschild.jp/syushi/ 
 

日本健康学会 http://jshhe.com/ 

J-STAGE（学会誌閲覧サイト）を設けています。 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/kenko/-char/ja 
 

一般社団法人日本学校保健学会 http://jash.umin.jp/ 

機関誌『学校保健研究』 

http://jash.umin.jp/print/index.html 
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