
【一般社団法人 社会医学系専門医協会】 メールマガジン 2022 年 7 月号 

 

酷暑の候、ますますご健勝にお過ごしのことと存じます。 

社会医学系専門医協会より 7 月のお知らせ・ご案内をお伝えいたします。 

少しお知らせが遅くなってしまいました。申し訳ございません。 

 

 

☆2022年度 社会医学系専門医・指導医 認定更新手続きスケジュールが公開されています。 

申請書類の様式変更もございますので、更新対象の方はご確認のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

〇コンテンツリスト 

＜重要なお知らせ＞ 

【2022年度 社会医学系専門医・指導医 認定更新手続きスケジュールのお知らせ】 

【特例措置社会医学系指導医募集について】 

 

＜関連団体からのお知らせ＞ 

【日本公衆衛生学会「第 81 回日本公衆衛生学会総会」のご案内】 

【日本職業・災害医学会「第 70 回日本職業・災害医学会学術大会」開催のお知らせ】 

【日本医療・病院管理学会「第 60回日本医療・病院管理学会学術総会」のお知らせ】 

【日本災害医学会「第 28回日本災害医学会総会・学術集会」開催のお知らせ】 

【日本衛生学会「第 93回日本衛生学会学術総会」2023/3/2～4 について】 

【日本疫学会「第 33回日本疫学会学術総会開催のお知らせ」】 

 

＜その他のご案内＞ 

【社会医学系専門医協会ニュースレターVol.6 No.1 発行】 

【会員専用ページ・各種届出書式 DLページ開設のお知らせ】 

【プライバシーポリシーの公表】 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＜重要なお知らせ＞ 

【2022年度 社会医学系専門医・指導医 認定更新手続きスケジュールのお知らせ】 

社会医学系専門医・指導医の更新手続き、今後のスケジュールなどについて、下記のとおりご

案内いたします。 

 

1.更新申請が必要な方 

(1)2018 年度に認定された専門医・指導医 



(登録番号「専 18-******」又は「指 18-******」) 

(2)2017 年度認定者で 2021 年度に更新延長した専門医・指導医 

(登録番号「専 17-******」又は「指 17-******」) 

 

2.更新手続きの時期 

更新書類の提出期間は、2022 年 10 月 1 日～11 月 30 日 

 

＜今後のスケジュール＞ 

2022 年 10 月 更新受付を開始 

2022 年 11 月 30 日 更新申請の提出期限 

2022 年 12 月～2023 年 2 月 審査 

2023 年  3 月 社会医学系専門医協会理事会において認定 

2023 年  3 月 31 日 更新延長の提出期限 

2023 年  4 月 更新審査の結果の通知 

認定証は、認定料の支払が確認されましたら、順次発送いたします。 

 

※昨年度と申請する書類の様式が異なります。7月に案内しております。参加証や受講票等

は、審査手続きが終わるまで大切に保管してください。 

＜詳しくは＞ 

http://shakai-senmon-i.umin.jp/news/2527/ 

 

【特例措置社会医学系指導医募集について】 

このたび社会医学系専門医協会が認定する専門医研修プログラムの基幹施設のプログラム統括

責任者の辞職により、当該プログラムが維持できなくなる事例がありました。 

そのため、指導医の資格を暫定的に付与することにより、研修プログラムを維持するために、

特例として『特例措置社会医学系指導医』の制度を設け、2022年 4月 1日から運用することと

しました。 

詳細は下記リンク先をご覧下さい 

http://shakai-senmon-i.umin.jp/news/2388/ 

 

＜関連団体からのお知らせ＞ 

【日本医療・病院管理学会】 

「第 60回日本医療・病院管理学会学術総会」のお知らせ 

2022年 9月 16日（金）〜18 日（日）に WEB開催（LIVE 配信）にて「第 60回日本医療・病院

管理学会学術総会」が開催されます。テーマは「これからの医療・病院管理―コロナ禍 

を経験して―」です。 

http://shakai-senmon-i.umin.jp/news/2527/
http://shakai-senmon-i.umin.jp/news/2388/


なお、指導医講習会は、下記の通り、開催されます。 

①「2022 年改訂版 COI ガイドラインについて（仮）」 （9月 16 日(金) 16：20-17：20）  

②「社会医学系専門医制度 の概要について（仮）」（9月 17 日(土)  9：00-10：00） 

上記以外にも、社会医学系専門医の更新のための単位が取得しやすいプログラム構成にしてお

ります。 

詳細は以下の URLをご覧ください。 

https://med-gakkai.jp/60jsha/ 

 

【日本公衆衛生学会】 

◇第 81回日本公衆衛生学会総会のご案内 

2022年 10月 7日（金）～9 日（日）山梨県甲府市で開催される 

第 81 回日本公衆衛生学会総会の事前参加登録を開始しました。（8月 31日まで） 

参加登録お待ちしております。 

http://jsph81.umin.jp/ 

◇日本公衆衛生学会 たばこ対策委員会より 

禁煙推進のためのオフィシャルブックレットのご案内 

日本公衆衛生学会も参画している禁煙推進学術ネットワーク主導で作成した禁煙推進のための

オフィシャルブックレットの最新版が無料でダウンロードできます。ぜひご覧ください。 

http://tobacco-control-research-net.jp/action/tcr-net_houshin.html 

 

【日本職業・災害医学会】 

「第 70回日本職業・災害医学会学術大会」開催のお知らせ 

2022年 11月 5日（土）・6 日（日）に長野県松本市において、「第 70 回日本職業・災害医学

会学術大会」が開催されます。詳細は以下の URL をご覧ください。  

https://www.kwcs.jp/jsomt70/ 

 

【日本疫学会】 

◇第 33回日本疫学会学術総会開催のお知らせ   

2023年 2月 1日（水）～3日（金）に静岡県浜松市で 「第 33回日本疫学会学術総会」 が開

催されます。  テーマは、“総合知による健康・幸福の向上”です。詳細は以下の URLをご覧

ください。 http://web.apollon.nta.co.jp/jea2023/ 

 

【日本衛生学会】 

◇第 93回日本衛生学会学術総会開催のお知らせ   

https://med-gakkai.jp/60jsha/
http://jsph81.umin.jp/
http://tobacco-control-research-net.jp/action/tcr-net_houshin.html
https://www.kwcs.jp/jsomt70/
http://web.apollon.nta.co.jp/jea2023/


2023年 3月 2日（木）～4日（土）東京都大田区で 「第 93回日本衛生学会学術総会」 が開

催されます。  テーマは、“衛生学の伝統と挑戦 ―変革期社会における未来創造―”です。詳

細は以下の URL をご覧ください。  http://web.apollon.nta.co.jp/jsh2023/ 

 

【日本災害医学会】 

「第 28回日本災害医学会総会・学術集会」開催のお知らせ 

2023年 3月 9日（木）～11 日（土）に、岩手県盛岡市において「第 28 回日本災害医学会総

会・学術集会」が開催されます。詳細は以下の URLをご確認下さい。 

https://site2.convention.co.jp/28jadm/ 

 

 

＜その他のご案内＞ 

 

【社会医学系専門医協会ニュースレターVol.6 No.1 発行】 

社会医学系専門医協会ニュースレターVol.6 No.1 が発行されました。 

 「マイナビ・レジデントフェスティバル」出展のご報告 

 第 54 回日本医学教育学会大会について：日本医学教育学会・社会医学系専門医 

 協会合同シンポジウム 

 第 32 回日本疫学会学術総会のご報告 

 第 92 回日本衛生学会学術総会のご報告 

 学術集会のご案内 第 95回日本産業衛生学会 

 事務局からのお知らせ 

詳細はこちら http://shakai-senmon-i.umin.jp/wordpress/wp-content/uploads/NL-

2022spring0427.pdf 

 

【会員専用ページ・各種届出書式 DLページ開設のお知らせ】 

このたび、ホームページ内において、会員専用ページを開設いたしましたのでお知らせいたし

ます。下記 URL 上部 「会員マイページログイン」 のバナーより会員専用ページにアクセス

いただくことが可能です。 

 http://shakai-senmon-i.umin.jp/specialist/memberpage/ 

会員専用ページへのログインにはログイン ID/パスワードが必要となります。 

ログイン ID/パスワード通知を 3月第 4週に登録住所宛に郵送にて通知いたしました。 

 封書が未着でログイン ID が不明な際は下記の要領にて協会事務局（jbphsm@asas-mail.jp）

までご連絡ください。 

 

件名：社会医学系専門医協会：ログイン ID照会（会員ページログインのため） 

http://web.apollon.nta.co.jp/jsh2023/
https://site2.convention.co.jp/28jadm/
http://shakai-senmon-i.umin.jp/wordpress/wp-content/uploads/NL-2022spring0427.pdf
http://shakai-senmon-i.umin.jp/wordpress/wp-content/uploads/NL-2022spring0427.pdf
http://shakai-senmon-i.umin.jp/specialist/memberpage/
mailto:jbphsm@asas-mail.jp）までご連絡ください
mailto:jbphsm@asas-mail.jp）までご連絡ください


①氏名 

②ご所属先 

③生年月日（19XX/●●/△△） 

 

 

【プライバシーポリシーの公表】 

社会医学系専門医協会ではプライバシーポリシーを策定し公表いたしました。 

詳細は下記 URL よりご確認下さい 

http://shakai-senmon-i.umin.jp/about/ 

 

 

 

□■――――――――――――――――――― 

 社会医学系専門医協会事務局 

 〒112-0012 東京都文京区大塚 5-3-13-4F 

 学会支援機構内 jbphsm@asas-mail.jp 

 Tel: 03-6821-7388   Fax: 03-5981-6012 

 

http://shakai-senmon-i.umin.jp/about/
mailto:jbphsm@asas-mail.jp

