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●学会・研修会案内 （各会の参加申込方法等，より詳細な情報は三輪書店 HP からご確認いただけます．ぜひご活用ください．）

’23 6 3‒4 こころのバリアフリー研究会総会 9 Web 開催 こころのバリアフリー研究会事務局
Email: jsebmh2013@gmail.com

6 3‒4 日本認知症ケア学会大会 24 京都 国立京都国際会館
（オンデマンド配信
あり）

株式会社ワールドプランニング内
Email: office@ninchisyoucare.
com 

6 4 エンドオブライフ・ケア援助者養成
基礎講座

‒ 大阪 東口ステーションビ
ル/オンライン

一般社団法人エンドオブライフ・ケア
協会
Email: info@endoflifecare.or.jp

6 7, 14 脳卒中者のバランス機能セミナー
～姿勢制御・評価・介入の視点～

‒ Web 開催 リハガクHP 問い合わせフォームよ
りお問い合わせください

6 9‒10 日本リンパ学会総会 47 静岡 アクトシティ浜松 コ
ングレスセンター 4F

浜松医科大学医学部外科学第二講
座
Email: lymph47@gmail.com

6 11 百戦錬磨の臨床眼と治療戦略
股関節編

‒ Web 開催 日本離床学会事務局
TEL: 03‒3556‒5585

6 16‒18 日本老年医学会学術集会 65 神奈川 パシフィコ横浜ノー
ス・アネックス

株式会社コンベンションプラス
Email: jgs65@convention‒plus.
com

6 16‒18 日本老年精神医学会　春季大会 38 神奈川 パシフィコ横浜ノー
ス

株式会社ワールドプランニング内
Email:  jps.taikai@rounen.org

6 16‒18 日本透析医学会学術集会・総会 68 兵庫 神戸コンベンション
センター

株式会社コングレ
Email: jsdt2023@congre.co.jp

6 17 日本運動療法学会学術集会 48 大阪 千里ライフサイエン
スセンター

関西医科大学リハビリテーション医学
講座（担当：田口）
Email: rehabili@hirakata.kmu.
ac.jp

6 17 「実践！早期離床」～急性期から
在宅まで一歩進んだ離床の考え
方と離床の視点

‒ Web 開催 日本離床学会事務局
TEL: 03‒3556‒5585

6 17‒18 日本老年社会科学会大会 65 神奈川 パシフィコ横浜ノー
ス

株式会社ワールドプランニング
Email: office@rounenshakai.org

6 22‒24 日本精神神経学会学術総会 119 神奈川 パシフィコ横浜ノー
ス

株式会社コンベンションリンケージ内
Email: jspn119@c‒linkage.co.jp

6 22‒24 日本がんサポーティブケア学会学
術集会

8 奈良 奈良県コンベンショ
ンセンター

株式会社コンベンションリンケージ内
Email: jascc2023@c‒linkage.co.jp

6 23‒24 日本言語聴覚学会 24 愛媛 愛媛県県民文化会
館（オンデマンド配
信予定）

株式会社メイプロジェクト
Email: jaslht24@may‒pro.net

6 24‒25 日本在宅医療連合学会大会 5 新潟 朱鷺メッセ（新潟コ
ンベンションセン
ター）

日本コンベンションサービス株式会社 
東北支社内
Email: 5jahcm@convention.co.jp

6 24‒25 日本脳損傷ケアリング・コミュニ
ティ学会 沖縄大会

12 沖縄 沖縄県総合福祉セ
ンター

医療法人おもと会　統括リハビリ
テーション部内
Email: caringcommunity2023@
gmail.com

6 29‒1 日本乳癌学会学術総会 31 神奈川 パシフィコ横浜ノー
ス

株式会社コングレ
Email: jbcs2023@congre.co.jp

6 29‒2 日本リハビリテーション医学会学術
集会

60 福岡 福岡国際会議場，
他

株式会社コングレ 東北支社
Email: 60jarm2023@congre.co.jp

6 30‒1 日本緩和医療学会学術大会 28 兵庫 神戸ポートピアホテ
ル，他

あゆみコーポレーション内
Email: 28congress@jspm.ne.jp

年 月 開催日 学会・研修会名 回 開催地 会場 問合せ先
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’23 7 1‒2 日本心身医学会総会ならびに学
術講演会

64 神奈川 パシフィコ横浜 会
議センター

株式会社メッド
Email: jspm64@med‒gakkai.org

7 1‒2 日本コミュニケーション障害学会
学術講演会

49 大阪 関西福祉科学大学
（現地＋オンデマン
ド配信）

関西福祉科学大学言語聴覚学専攻
（担当: 不破真也）
Email: jacd49osaka@gmail.com

7 2 東京都作業療法学会 19 東京 順天堂大学 7 号館
（アーカイブ配信あ
り）

Email: tokyo.ot.congress@gmail.
com

7 5，12，
19

エンドオブライフ・ケア援助者養成
基礎講座

‒ Web 開催 一般社団法人エンドオブライフ・ケア
協会
Email: info@endoflifecare.or.jp

7 8 日本二分脊椎研究会 40 福岡 九州大学医学部百
年講堂

株式会社JTBコミュニケーションデザ
イン内
Email：40jsbss@jtbcom.co.jp

7 8‒9 日本運動器科学会 34 東京 虎ノ門ヒルズフォー
ラム

一般社団法人会議支援センター
Email: a‒csc@a‒csc.org

7 16‒17 日本臨床整形外科学会 36 千葉 幕張メッセ 国際会
議場

株式会社コンベックス
Email: jcoa36@convex.co.jp

7 20‒22 パーキンソン病・運動障害疾患コ
ングレス

17 大阪 大 阪 国 際 会 議 場 
グランキューブ大阪

（ハイブリッド開催）

株式会社コンベンションリンケージ内
Email: mdsj17@c‒linkage.co.jp

7 21‒22 第 20 回 日本うつ病学会総会/
第39回日本ストレス学会・学術総
会

‒ 宮城 仙台国際センター
展示棟

株式会社コンベンションリンケージ内
Email: jsmd20@c‒linkage.co.jp

7 22 脳腫瘍支持療法研究会 1 東京 東京大学伊藤国際
学術研究センター

株式会社コンベックス内
Email: scbtp1@convex.co.jp

7 28‒29 日本医学教育学会大会 55 長崎 出島メッセ長崎 株式会社コンベンションリンケージ　
長崎支社内
Email: jsme55@c‒linkage.co.jp

’23 8 1‒4 日本神経科学大会 46 宮城 仙台国際センター 株式会社エー・イー企画
Email: jns2023@aeplan.co.jp

8 5‒6 日本呼吸療法医学会学術集会 45 愛知 ウインクあいち 株式会社コンベンションプラス
Email: 45jsrcm@convention‒plus.
com

8 25‒26 日本意識障害学会 31 愛知 ウインクあいち 株式会社ドゥ・コンベンション
Email: jcs31‒office@umin.ac.jp

8 31‒1 全国自治体病院学会 61 北海道 札幌コンベンション
センター，他

株式会社 プランニング・ホッコー
Email: 61jmha@ec‒ph.jp

’23 9 1‒2 日本褥瘡学会学術集会 25 兵庫 神戸コンベンション
センター（オンデマン
ド配信あり）

株式会社春恒社　コンベンション事
業部
Email: jspu25@c.shunkosha.com

9 1‒3 日本音楽療法学会学術大会 23 岐阜 長良川国際会議場
（オンデマンド配信
予定）

株式会社コームラ内
Email: jmta23@kohmura.co.jp

9 2‒3 日本摂食嚥下リハビリテーション学
会学術大会

29 神奈川 パシフィコ横浜ノー
ス

株式会社メディプロデュース
Email: 29jsdr@mediproduce.com

9 2‒3 日本老年療法学会学術集会 2 鹿児島 奄美市市民交流セ
ンター

株式会社 CSS 内
Email: info@jgts2023.com

9 7‒8 日本神経心理学会学術集会 47 高知 高知県立県民文化
ホール

株式会社メッド
Email: naj47@med‒gakkai.org

年 月 開催日 学会・研修会名 回 開催地 会場 問合せ先
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’23 9 7‒8 日本人間工学会 64 千葉 千葉大学けやき会
館

千葉大学大学院工学研究院
人間生活工学研究室内
Email: jes‒64@ergonomics.jp

9 7‒9 日本神経精神薬理学会年会 53 東京 東京ドームホテル 株式会社コンベンションリンケージ内
Email: np2023@c‒linkage.co.jp

9 8‒9 日本末梢神経学会学術集会 34 京都 京都府民総合交流
プラザ 京都テルサ

ACプランニング
Email: jpns34@acplan.jp

9 15‒17 日本睡眠学会第 45 回定期学術
集会・第30回日本時間生物学会
学術大会 合同大会

‒ 神奈川 パシフィコ横浜ノー
ス

日本睡眠学会第 45 回定期学術集
会・第30回日本時間生物学会学術
大会 合同大会 事務局
Email: jssr45‒30jsc@c‒linkage.
co.jp

9 15‒17 日本認知症予防学会学術集会 12 新潟 朱鷺メッセ　新潟コ
ンベンションセンター
（ハイブリッド開催）

株式会社 サンプラネット メディカルコ
ンベンション事業部
Email: jsdp2023@sunpla‒mcv.com

9 16‒18 日本家族療法学会
第 40 回福岡大会

‒ 福岡 福岡国際会議場 一般社団法人日本家族療法学会第
40 回福岡大会事務局
Email: fukuoka2023@jaft.org

9 17 日本体力医学会特別大会 
―2023 東京シンポジウム―

‒ 東京 早稲田大学大隈記
念講堂

株式会社 JTB茨城南支店内
日本体力医学会特別大会運営デスク
Email: mice‒tsukuba@jtb.com

9 20‒24 A‒ONE認定評価者講習会 ‒ オンライン開催 事務局　松原麻子
（広島市立リハビリテーション病院）
Email: aoneasacom@yahoo.co.jp

9 21‒22 日本病院学会 73 宮城 仙台国際センター 株式会社コンベンションリンケージ　
LINKAGE東北内
Email: jha2023@c‒linkage.co.jp

9 21‒22 日本癌学会学術総会 82 神奈川 パシフィコ横浜
会議センター

株式会社コンベンションリンケージ内
Email: jca2023@c‒linkage.co.jp

’23 10 6‒8 Assisting Hand Assessment
（AHA）18‒18 講習会

1 大阪 ボバース記念病院 日本脳性麻痺・発達医学会
（JACPDM）ホームページ

’23 11 10‒12 日本作業療法学会 57 沖縄 沖縄コンベンション
センター

株式会社インターグループ内
Email: ot57@intergroup.co.jp

＊問合せ先は，Email，電話番号，FAX番号のいずれかを掲載
＊ 新型コロナウイルス感染症の影響で各会の開催状況は流動的となっています．事前に各会の HP 等で開催の有無をご確認

ください

年 月 開催日 学会・研修会名 回 開催地 会場 問合せ先
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