
日本公衆衛生学会　社会医学系専門医・指導医更新の単位を取得できる研修会および学術総会

K 単位

NO 名称 開催日 時間数 開催場所
受講項目

（必須・選択）
単位数 URL

第70回福岡県公衆衛生学会 2023年5月16日 1日 福岡県福岡市 選択 2単位 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koushueiseigakkai.html

第65回鹿児島県公衆衛生学会 2023年5月16日 半日 鹿児島県鹿児島市 選択 2単位 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koushueiseigakkai.html

第49回山形県公衆衛生学会 2023年3月1日 1日 山形県山形市 選択 3単位 https://www.eiken.yamagata.yamagata.jp/publichealth49.html

第53回滋賀県公衆衛生学会 2023年2月8日 半日 オンライン 選択

オンライン及びＨＰ掲載の演題発表者、

共同発表者、オーガナイザー

２単位

第34回岩手公衆衛生学会学術集会 2023年2月4日 1日

岩手県盛岡市・オンライ

ン

（ハイブリッド）

選択

 発表者・一般参加者（会場）　3単位

一般参加者（オンライン）シンポジウム視

聴

http://phealth.iwate-med.ac.jp/iwakou/

第68回四国公衆衛生学会・研究発表会 2023年2月3日 1日 香川県高松市 選択 3単位

令和4年度（第61回）千葉県公衆衛生学会 2023年2月上旬の2週間 半日 オンライン 選択
一般口演・特別講演発表者　2単位

特別講演視聴者　1単位

令和４年度愛知県公衆衛生研究会 2022年1月25日・26日 2日 愛知県知多郡 選択
シンポジスト、発表者、座長　3単位

一般参加者　教育講演視聴　1単位

中止 第27回岡山県保健福祉学会 2023年1月23日 半日 岡山県岡山市 選択 2単位

東京都福祉保健医療学会 2022年12月19日 1日 東京都文京区 選択 3単位

第40回山梨県小児保健協会学術集会 2022年11月26日 半日 山梨県中央市 選択 2単位 https://rhino.med.yamanashi.ac.jp/ysh/backnumber/20221126.html

令和4年度兵庫県公衆衛生協会中央研究会兼総会 2022年11月26日 半日 兵庫県神戸市 選択

発表者・一般参加者（会場）　2単位

一般参加者（オンライン）　講演視聴

1単位

第68回神奈川県公衆衛生学会 2022年11月21日 1日 オンライン 選択

筆頭・共著者・座長・シンポジスト

3単位

一般参加者　シンポジウム視聴

1単位

http://www.kanagawa-koeikyo.jp/kanagawa/

第17回秋田県公衆衛生学会学術大会 2022年11月16日 半日 秋田県秋田市 選択 2単位

感染症リスクアセスメント研修（山梨　＊総会） 2022年10月9日 半日 山梨県甲府市 共通（感染症） 1単位 http://jsph81.umin.jp/

第74回北海道公衆衛生学会 2022年10月22日 1日 北海道札幌市 選択 ３単位 http://www.iph.pref.hokkaido.jp/hpha74/hpha74.html

第61回富山県小児保健学会 2022年10月2日 半日 富山県富山市 選択 2単位

第16回信州公衆衛生学会総会 2022年8月27日 1日

長野県塩尻市・オンラ

イン

（ハイブリッド）

選択

 発表者・一般参加者（会場）　3単位

一般参加者（オンライン）特別講演視聴

1単位

2022年度公衆衛生セミナー（疫学各論） 2022年8月6日～8月8日 3日 オンライン 選択 3単位 http://www.pbhel.med.osaka-u.ac.jp/index.html

第71回東北公衆衛生学会 2022年7月22日 1日

山形県山形市・オンラ

イン

(ハイブリッド）

選択

 発表者・一般参加者（会場）　3単位

一般参加者（オンライン）特別講演視聴

各1単位（Max2単位）

第61回近畿公衆衛生学会 2022年7月29日 半日 オンライン 選択
 シンポジスト、発表者　2単位

一般参加者　特別講演視聴1単位

第68回東海公衆衛生学会 2022年7月2日 １日 三重県鈴鹿市 選択 3単位

第64回鹿児島県公衆衛生学会 2022年5月19日 半日 鹿児島県鹿児島市 選択 2単位

第69回福岡県公衆衛生学会 2022年5月17日 １日 福岡県福岡市 選択 3単位

第33回岩手公衆衛生学会学術集会 2022年3月19日 半日 オンライン 選択
 シンポジスト、発表者　3単位

一般参加者　特別講演視聴1単位

第48回山形県公衆衛生学会 2022年3月3日 １日 山形県山形市→オンライン開催へ変更 選択
 シンポジスト、発表者　3単位

一般参加者　特別講演視聴1単位

第56回富山県公衆衛生学会 2022年2月18日 1日 富山県富山市 選択 3単位

第52回滋賀県公衆衛生学会 2022年2月16日 半日 オンライン 選択
 2単位(オンライン及びＨＰ掲載の演題

発表者、共同発表者、オーガナイザー）
http://www.kenkou-shiga.or.jp/



第67回四国公衆衛生学会 2022年2月4日 １日 高知県高知市→オンライン開催へ変更 選択
 シンポジスト、発表者　3単位

一般参加者　シンポジウム視聴2単位
http://plaza.umin.ac.jp/~sikokuph/

令和3年度第60回千葉県公衆衛生学会 2022年2月1日 - オンライン 選択
 シンポジスト、発表者　3単位

一般参加者　シンポジウム視聴1単位

中止 令和3年度愛知県公衆衛生研究会 2022年1月19日～1月21日 - オンライン 選択
 シンポジスト、発表者　3単位

一般参加者　教育講演視聴1単位

第39回山梨県小児保健協会学術集会 2021年11月21日 半日 集合 選択 2単位

令和3年度兵庫県公衆衛生協会中央研究会兼総会 2021年11月20日 半日 集合 選択 2単位

第67回神奈川県公衆衛生協会 2021年11月17日 1日 オンライン 選択
 シンポジスト、発表者　3単位

一般参加者　シンポジウム視聴2単位

第17回東京都福祉保健医療学会 2021年12月17日～27日 - オンライン 選択 3単位

第49回北陸公衆衛生学会 2021年11月18日 1日 書面・オンライン 選択
 3単位（発表者等）

1単位/1時間（講演視聴レポート提出）

第73回北海道公衆衛生学会 2021年11月13日 1日 オンライン 選択 3単位 http://hpha.web.fc2.com/

第60回富山県小児保健学会 2021年10月3日 1日 富山県富山市 選択 2単位

第49回福島県保健衛生学会 2021年8月31日 1日 福島県福島市 選択 3単位

第15回信州公衆衛生学会総会 2021年8月28日 1日 オンライン 選択 3単位 https://ssph.jp/meeting/

第41回保健活動研修会 2021年8月7日～8日 2日 オンライン 選択
 1単位/1時間

(セミナー視聴レポート提出)
http://zcssz.or.jp/training_clist.html

2021年度公衆衛生セミナー（疫学各論） 2021年8月7日～9日 3日 大阪大学　吹田キャンパス 選択
 3単位（発表者等）

1単位/1時間（講演視聴レポート提出）
http://www.pbhel.med.osaka-u.ac.jp/

第70回東北公衆衛生学会学術大会 2021年7月23日 1日 秋田県秋田市 選択 3単位

中止 第61回島根県保健福祉環境研究発表会 2021年7月7日 1日 オンライン 選択 3単位 https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/kenkyu_happyo/61happyoukai.html

第67回東海公衆衛生学会学術大会 2021年7月3日 1日 愛知県長久手市 選択 3単位
http://plaza.umin.ac.jp/~tpha/cgi-

bin/wiki3/wiki.cgi?page=%B3%D8%BD%D1%C2%E7%B2%F1

第68回福岡県公衆衛生学会 2021年5月18日 1日 福岡県福岡市 選択 3単位 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/koushueiseigakkai.html

第47回山形県公衆衛生学会 2021年3月4日 1日 山形県山形市 選択 3単位 http://www.yamagata.med.or.jp/institute/47publichealth.html

第51回滋賀県公衆衛生学会 2021年2月18日 半日 オンライン 選択 2単位 http://www.kenkou-shiga.or.jp/

第66回四国公衆衛生学会 2021年2月5日～26日 - オンライン 選択 3単位 http://plaza.umin.ac.jp/~sikokuph/

第55回富山県公衆衛生学会 2021年2月5日 1日 富山県富山市 選択 3単位 https://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/hokensho/dai55kaigakkai.html

第59回千葉県公衆衛生学会 2021年2月 - オンライン 選択
 3単位（発表者等）

1単位/1時間（講演視聴レポート提出）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/kenkouken/koushuueisei/

第66回神奈川県公衆衛生学会

（神奈川県公衆衛生学会誌第66号）
2021年2月 - 書面 選択 3単位 http://www.kanagawa-koeikyo.jp/kanagawa/index.html

第38回山梨県小児保健協会学術集会 2021年1月9日 半日 山梨県中央市 選択 2単位 -

令和2年度愛知県公衆衛生研究会 2021年1月 - オンライン 選択 3単位 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/r2kousyuueisei.html

第48回北陸公衆衛生学会 2020年11月17日～23日 - 書面・オンライン 選択
 3単位（発表者等）

1単位/1時間（講演視聴レポート提出）
http://publichealth.w3.kanazawa-u.ac.jp/hokurikukosyueisei1.html

第72回北海道公衆衛生学会 2020年11月14日 1日 オンライン 選択 3単位 http://hpha.web.fc2.com/index.html

疫学各論 2020年8月1日～3日 3日 オンライン 選択 3単位 http://www.pbhel.med.osaka-u.ac.jp/index.html

第69回東北公衆衛生学会 2020年7月17日 1日 青森県青森市 選択 4単位 http://social.med.hirosaki-u.ac.jp/index.shtml

第66回東海公衆衛生学会 2020年7月11日 1日 岐阜県各務原市 選択 4単位 http://plaza.umin.ac.jp/~tpha/cgi-bin/wiki3/wiki.cgi?page=66Gakujyutsutaikai

中止 第67回福岡県公衆衛生学会 2020年5月19日 半日 福岡県福岡市 選択 2単位 https://fukuoka-pha.com

第62回鹿児島県公衆衛生学会 2020年5月 - 書面 選択 3単位 -

第107回健康管理研究協議会例会 2020年3月21日 半日 東京都大田区
共通（必須）

感染症対策
2単位 http://kenkankyo.org/

第56回長崎県総合公衆衛生研究会 2020年3月6日 半日 長崎県長崎市 選択 2単位 －

中止 第46回山形県公衆衛生学会 2020年3月5日 1日 山形県米沢市 選択 4単位 http://www.u.yone.ac.jp/

第50回滋賀県公衆衛生学会 2020年2月22日 半日 滋賀県大津市 選択 2単位 http://www.kenkou-shiga.or.jp

日本疫学会学術総会疫学セミナー「多施設共同コホー

ト研究の運営と成果発表：JACC Studyの経験に学
2020年2月20日 半日 京都府京都市 選択 2単位 http://web.apollon.nta.co.jp/jea30/nittei_program.html

第65回四国公衆衛生学会 2020年2月14日 1日 徳島県徳島市 選択 4単位 http://sikokuph.umin.jp/index.html

第35回和歌山県公衆衛生学会 2020年1月29日 半日 和歌山県和歌山市 選択 2単位 －

第58回千葉県公衆衛生学会 2020年1月28日 1日 千葉県千葉市 選択 4単位 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/kenkouken/koushuueisei/index.html



第26回岡山県保健福祉学会 2020年1月27日 1日 岡山県岡山市 選択 4単位 http://www.pref.okayama.jp/page/632491.html

感染症事例リスクアセスメント研修会（高知） 2019年12月26日 半日 高知県高知市 選択 2単位 －

第37回山梨県小児保健協会学術集会 2019年12月21日 半日 山梨県中央市 選択 2単位 http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/ysh/index.html

令和元年度愛知県公衆衛生研究会 2019年12月20日 1日 愛知県知多郡 選択 4単位 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/r1kousyuueisei.html

第71回北海道公衆衛生学会 2019年11月30日 1日 北海道札幌市 選択 4単位 http://hpha.web.fc2.com/

第65回神奈川県公衆衛生学会 2019年11月20日 1日 神奈川県横浜市 選択 4単位 http://www.kanagawa-koeikyo.jp/

令和元年度兵庫県公衆衛生協会中央研究会兼総会 2019年11月16日 半日 兵庫県神戸市 選択 2単位 －

第40回奈良県公衆衛生学会 2019年11月14日 1日 奈良県橿原市　 選択 4単位 http://www.pref.nara.jp/32473.htm

第47回北陸公衆衛生学会 2019年11月11日 1日 富山県富山市 選択 4単位 http://publichealth.w3.kanazawa-u.ac.jp/hokurikukosyueisei1.html

感染症リスクアセスメント研修（高知　＊総会） 2019年10月25日 半日 高知県高知市 必須（感染症） 2単位 https://www.jsph.jp/activity.php?category=6

第58回富山県小児保健学会 2019年10月6日 4時間 富山県富山市 選択 2単位 －

第57回健康管理研究協議会総会 2019年10月5日 1日 東京都中央区 選択 4単位 http://kenkankyo.org/index.html

第48回福島県保健衛生学会

　（第72回福島県公衆衛生学会

　　第58回福島県母性衛生学会

　　第57回福島県小児保健学会）

2019年8月30日 1日 福島県郡山市 選択 2単位 －

第14回信州公衆衛生学会総会 2019年8月24日 1日 長野県長野市 選択 4単位 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/pmph/shinshu-kouei/

疫学各論 2019年8月3日～5日 20時間 大阪府大阪市 選択 4単位 http://www.pbhel.med.osaka-u.ac.jp/index.html

第68回東北公衆衛生学会 2019年7月26日 1日 岩手県盛岡市 選択 4単位 http://phealth.iwate-med.ac.jp/68tph/

第62回鳥取県公衆衛生学会 2019年7月18日 1日 鳥取県倉吉市 選択 4単位 https://www.pref.tottori.lg.jp/221280.htm

第55回宮城県公衆衛生学会学術総会 2019年7月12日 1日 宮城県仙台市 選択 4単位 http://square.umin.ac.jp/mph/

第60回島根県保健福祉環境研究発表会 2019年7月9日 1日 島根県松江市 選択 4単位

第65回東海公衆衛生学会学術大会 2019年7月6日 1日 愛知県名古屋市 選択 4単位 http://plaza.umin.ac.jp/

第66回山口県公衆衛生学会 2019年7月4日 半日 山口県山口市 選択 2単位 －

日本医学会連合加盟学会連携フォーラム「保健医療体

制の内なる国際化に向けて」
2019年5月25日 半日 東京都 選択 2単位 －

第61回鹿児島県公衆衛生学会 2019年5月24日 半日 鹿児島県鹿児島市 選択 2単位 －

第58回近畿公衆衛生学会 2019年5月24日 半日 大阪府堺市 選択 2単位 http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/kenko/kinkikousyuueiseigakkai58.html

第65回福岡県公衆衛生学会 2019年5月21日 半日 福岡県福岡市 選択 2単位 https://fukuoka-pha.com/

第30回岩手県公衆衛生学会 2019年3月9日 1日 岩手県盛岡市 選択 4単位 http://phealth.iwate-med.ac.jp/iwakou/

第45回山形県公衆衛生学会 2019年3月7日 1日 山形県山形市 選択 4単位 http://www.yachts.ac.jp/

第55回長崎県総合公衆衛生研究会 2019年3月1日 半日 長崎県長崎市 選択 2単位 －

第49回滋賀県公衆衛生学会 2019年2月23日 4時間 滋賀県大津市 選択 2単位 http://www.kenkou-shiga.or.jp/congress/

第53回富山県公衆衛生学会 2019年2月13日 1日 富山県富山市 選択 4単位 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1267/kj00019553.html

第64回四国公衆衛生学会 2019年2月8日 1日 香川県高松市 選択 4単位 http://www.plaza.umin.ac.jp/~sikokuph/contest/index.html

第57回千葉県公衆衛生学会 2019年1月29日 1日 千葉県千葉市 選択 4単位 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/kenkouken/koushuueisei/index.html

第25回岡山県保健福祉学会 2019年1月21日 1日 岡山県岡山市 選択 4単位 http://www.pref.okayama.jp/page/532627.html

平成30年度愛知県公衆衛生研究会 2018年12月27日 1日 愛知県名古屋市 選択 4単位 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/h30kousyuueisei.html

第64回神奈川県公衆衛生学会 2018年11月21日 1日 神奈川県横浜市 選択 4単位 http://www.kanagawa-koeikyo.jp/

平成30年度兵庫県公衆衛生協会中央研究会兼総会 2018年11月17日 3.5時間 兵庫県神戸市 選択 2単位 －

第39回奈良県公衆衛生学会 2018年11月15日 1日 奈良県橿原市 選択 4単位 http://www.pref.nara.jp/32473.htm

第46回北陸公衆衛生学会 2018年11月5日 1日 福井県福井市 選択 4単位 http://publichealth.w3.kanazawa-u.ac.jp/hokurikukosyueisei1.html

感染症リスクアセスメント研修（福島　＊総会） 2018年10月26日 半日 福島県郡山市 必須（感染症） 4単位 https://www.jsph.jp/activity.php?category=6

第70回北海道公衆衛生学会 2018年10月20日 1日 北海道札幌市 選択 4単位 http://hpha.web.fc2.com/2018/gakkaikaisaiannai.pdf

第57回富山県小児保健学会 2018年10月14日 4時間 富山県富山市 選択 2単位 －

第56回健康管理研究協議会総会 2018年10月13日 1日 東京都大田区 選択 4単位 http://kenkankyo.org/

第13回信州公衆衛生学会総会 2018年8月25日 1日 長野県松本市 選択 4単位 http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/pmph/shinshu-kouei/

疫学各論 2018年8月3日～5日 3日 大阪府大阪市 選択 4単位 http://www.pbhel.med.osaka-u.ac.jp/index.html

第67回東北公衆衛生学会 2018年7月27日 1日 宮城県仙台市 選択 4単位 http://square.umin.ac.jp/mph/soukai.html



G 単位

名称 開催日 時間数 開催場所 単位数 URL

1 第81回日本公衆衛生学会総会（山梨） 2022年10月7日～9日 3日 山梨県甲府市 http://jsph81.umin.jp/

1 第80回日本公衆衛生学会総会（東京） 2021年12月21日～23日 3日 東京都新宿区 https://www.c-linkage.co.jp/jsph77/

1 第79回日本公衆衛生学会総会（京都） オンライン 京都府京都市 https://www.c-linkage.co.jp/jsph78/unit.html

1 第78回日本公衆衛生学会総会（高知） 2019年10月23日～25日 3日 高知県高知市 http://jsph2020.umin.jp/unit.html

1 第77回日本公衆衛生学会総会（福島） 2018年10月24日～26日 3日 福島県郡山市 https://www.c-linkage.co.jp/jsph80/

指導医講習会

名称 開催日 時間数 開催場所 単位数 URL

1 第81回日本公衆衛生学会総会　指導医講習会（山梨） 2022年10月7日 1時間

山梨県甲府市

（会期後オンデマンド配

信）

http://jsph81.umin.jp/

1 社会医学系専攻医・専門医・指導医のつどい（東京） 2021年12月21日 1時間

東京都新宿区

（会期後オンデマンド配

信）

https://www.c-linkage.co.jp/jsph80/index.html

1 社会医学系専攻医・専門医・指導医のつどい（京都） オンライン 京都府京都市 http://jsph2020.umin.jp/unit.html

1 社会医学系専攻医・専門医・指導医のつどい（高知） 2019年10月22日 1時間 高知県高知市 https://www.c-linkage.co.jp/jsph78/unit.html

1 第77回日本公衆衛生学会総会 2018年10月24日 1時間 福島県郡山市 https://www.c-linkage.co.jp/jsph77/

基本プログラム研修会

名称 開催日 時間数 開催場所 単位数 URL

1 公衆衛生総論 2018年10月26日 7時間 福島県郡山市

共通講習

名称 開催日 時間数 開催場所 単位数 URL

1 教育講演1（感染症）（山梨　＊総会） 2022年10月8日 50分

山梨県甲府市

（会場、LIVE 配信、会期後

オンデマンド配信）

1 メインシンポジウム1（感染症）（山梨　＊総会） 2022年10月7日 2時間

山梨県甲府市

（会場、LIVE 配信、会期後

オンデマンド配信）

1 メインシンポジウム4（倫理）（山梨　＊総会） 2022年10月8日 1時間30分

山梨県甲府市

（会場、LIVE 配信、会期後

オンデマンド配信）

選択講習

名称 開催日 時間数 開催場所 単位数 URL

1 学会長講演（山梨　＊総会） 2022年10月7日 40分

山梨県甲府市

（会場、LIVE 配信、会期後

オンデマンド配信）


