
日本疫学会　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、学術総会

K単位
NO 名称

受講項目
（必須・選択）

開催日 時間 場所 単位数 申込 参加資格 備考（URLなど）

1 日本疫学会サマーセミナー 選択 2017/8/26 13:00～17:00
東京医科大学病院　教育研究棟（自主自

学館）３階　維持会記念講堂
2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可）

http://jeaweb.jp/activities/seminars/20170826.h
tml

2 日本疫学会疫学セミナー 選択 2018/2/1 13:30～16:30 コラッセふくしま　第1会場（多目的ホール） 2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可） http://procomu.jp/jea2018/

3 日本疫学会サマーセミナー 選択 2018/8/26 13:00～17:00 日本医科大学大学院棟　地下1階　実習室 2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可）
http://jeaweb.jp/activities/seminars/20180826.h
tml

4

日本疫学会企画「日本疫学会の

人材育成」（兼　指導医講習

会）

必須（指導医）

＊専門医の場合は選

択受講科目としてカウ

ントされます

2019/2/1 15:00-16:15 一橋大学　一橋講堂 A会場 1 不要 OPEN（会員以外の参加も可）
http://jeaweb.jp/activities/seminars/20190201.h
tml

5 日本疫学会疫学セミナー 選択 2019/1/30 13:00～16:00 国立がん研究センター 2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可） http://jea29.jp/index.html

6 日本疫学会サマーセミナー 選択 2019/8/24 13:00～17:30 日本医科大学大学院棟 2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可）
http://jeaweb.jp/activities/seminars/20190824.h
tml

7 日本疫学会疫学セミナー 選択 2020/2/20 13:00～16:00 京都大学　百周年時計台記念館 2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可） http://web.apollon.nta.co.jp/jea30/index.html

8

シンポジウム1（社会医学系4学

会、AMED合同企画）（兼 指

導医講習会）

「ライフコース疫学基盤の構築と臨

床研究への貢献」

必須（指導医）

＊専門医の場合は選

択受講科目としてカウ

ントされます

2020/2/21 13:40～16:50 京都大学　百周年時計台記念館 1 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可） http://web.apollon.nta.co.jp/jea30/index.html

9 日本疫学会疫学セミナー 選択 2021/1/27 13:00～16:00 Web開催（第1会場） 2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可） http://jea31.com/index.html

10

メインシンポジウム 「新たな疫学の

展開を求めて」（兼　指導医講

習会）

※学術総会参加者に限る

必須（指導医）

＊専門医の場合は選

択受講科目としてカウ

ントされます

2021/1/28 9:40～11:40 Web開催（第1会場） 1 不要 OPEN（会員以外の参加も可） http://jea31.com/index.html

11

ンポジウム1 「新型コロナウイルス

感染症における感染症疫学の現

在と新たな展開」（共通講習）

※学術総会参加者に限る

必須 「感染対策」 2021/1/28 13:00～15:00 Web開催（第1会場） 2 不要 OPEN（会員以外の参加も可） http://jea31.com/index.html

12

シンポジウム3 「運動疫学研究の

新たな展開：身体活動ガイドライ

ンの改定に向けて」

※学術総会参加者に限る

選択 2021/1/29 13:00～15:00 Web開催（第1会場） 1 不要 OPEN（会員以外の参加も可） http://jea31.com/index.html
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13
疫学セミナー「人工知能で広がる

疫学の世界」
選択 2022/1/26 12:50～15:50 Web開催 2 事前申込＜要＞ OPEN（会員以外の参加も可） https://procomu.jp/jea2022/index.html

14

メインシンポジウム 「社会疫学から

疫学の未来を展望する」

※学術総会参加者に限る

選択 2022/1/27 9:10～11:00 Web開催 1 不要 OPEN（会員以外の参加も可） https://procomu.jp/jea2022/index.html

15

シンポジウム2 「ﾎﾟｽﾄ/ウィズ “コロ

ナ” 時代の疫学－新型 “コロナ”

感染症からの教訓」 （兼 共通

講習会）

※学術総会参加者に限る

必須 「感染対策」 2022/1/27 15:10-16:40 Web開催 1 不要 OPEN（会員以外の参加も可） https://procomu.jp/jea2022/index.html

16

教育講演1 「臨床研究に関する

利益相反の考え方」（兼　指導

医講習会）

※学術総会参加者に限る

選択（専門医）／

必須（指導医）
2022/1/27 16:50～17:50 Web開催 1 不要 OPEN（会員以外の参加も可） https://procomu.jp/jea2022/index.html
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G単位
NO 名称 開催日 時間 場所 単位数 申込 参加資格 備考（URLなど）

1 第28回　日本疫学会学術総会 必須 2018/2/1～3 コラッセふくしま
1～2（※）
（鍵学会による）

当日申込可 OPEN（会員以外の参加も可） http://procomu.jp/jea2018/

2 第29回　日本疫学会学術総会 必須 2019/1/30～2/1 一橋講堂／国立がん研究センター
1～2（※）
（鍵学会による）

当日申込可 OPEN（会員以外の参加も可） http://jea29.jp/index.html

3 第30回　日本疫学会学術総会 必須 2020/2/20～2/22 京都大学　百周年時計台記念館
1～2（※）
（鍵学会による）

当日申込可 OPEN（会員以外の参加も可） http://web.apollon.nta.co.jp/jea30/index.html

4 第31回　日本疫学会学術総会 必須 2021/1/27～1/29 Web開催
1～2（※）
（鍵学会による）

事前参加登録

2021/1/20まで
OPEN（会員以外の参加も可） http://jea31.com/index.html

5 第32回　日本疫学会学術総会 必須 2022/1/26～1/28 Web開催

日本疫学会が限学会：

2

それ以外が鍵学会：1

事前参加登録 OPEN（会員以外の参加も可） https://procomu.jp/jea2022/index.html

＜脚注＞

※日本疫学会が鍵学会の方は2単位、それ以外の学会が鍵学会の方は1単位となります。

社会医学系専門医協会からの通知により、既に終了している2017年4月以降の講習会への参加に関する経過措置については、「2017年度や

2018年度で受講証明書が発行されていないものについては、Ｋ単位のみ上限2単位を自己申告で認めるものとする」 とされています。過去の研修

会の参加証明書等をお持ちの場合はそれを添付の上、自己申告で社会医学系専門医協会に申請して下さい。

上記のサマーセミナー（2017/8/26）、疫学セミナー（2018/2/1）の参加証明書の発行をご希望の方は、日本疫学会事務局

( jea@jeaweb.jp )にお問い合わせください。
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