
学術単位として認定された学会の学術集会 （2023度更新申請者用）
Ａ 国内学会 （期間：前回認定日から審査申請時まで）

Ａ-1. 単独開催

学会名 学術集会名 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

あ行 日本医学放射線学会 総会 第82回 (2023/4) 第81回 (2022/4) 第80回 (2021/4) 第79回 (2020/4) 第78回 (2019/4)

日本胃癌学会 総会 第95回 (2023/2) 第94回 (2022/3) 第93回 (2021/3) 第92回 (2020/3) 第91回 (2019/2.3)

日本遺伝性腫瘍学会（旧　日本家族性腫瘍学会） 学術集会 第29回 (2023/6) 第28回 (2022/6) 第27回 (2021/6) 第26回 (2020/8) 第25回 (2019/6)

日本インターベンショナルラジオロジー学会 総会 第52回 (2023/5) 第51回 (2022/6) 第50回 (2021/5) 第49回 (2020/8) 第48回 (2019/5.6)

か行 日本化学療法学会 総会 第71回 (2023/4) 第70回 (2022/6) 第69回 (2021/5) 第68回 (2020/9) 第67回 (2019/5)

日本核医学会 学術総会 第63回 (2023/11) 第62回 (2022/9) 第61回 (2021/11) 第60回 (2020/11) 第59回 (2019/11)

日本眼科学会 総会 第127回 (2023/4) 第126回 (2022/4) 第125回 (2021/4) 第124回 (2020/4) 第123回 (2019/4)

日本癌学会 学術総会 第82回 (2023/9) 第81回 (2022/9) 第80回 (2021/9) 第79回 (2020/10) 第78回 (2019/9)

日本がん検診・診断学会 総会 第31回 (2023/6) 第30回 (2022/9) 第28.29回 (2021/9) - 第27回 (2019/8.9)

日本肝臓学会 総会 第59回 (2023/6) 第58回 (2022/6) 第57回 (2021/6) 第56回 (2020/8) 第55回 (2019/5)

日本肝胆膵外科学会 学術集会 第35回 (2023/6) 第34回 (2022/6) 第33回 (2021/6) 第32回 (2021/3) 第31回 (2019/6)

日本癌治療学会 学術集会 第61回 (2023/10) 第60回 (2022/10) 第59回 (2021/10) 第58回 (2020/10) 第57回 (2019/10)

日本緩和医療学会 学術大会 第28回 (2023/6) 第27回 (2022/7) 第26回 (2021/6) 第25回 (2020/8) 第24回 (2019/6)

日本気管食道科学会 総会・学術講演会 第74回 (2023/11) 第73回 (2022/11) 第72回 (2021/11) - 第71回 (2019/11)

日本救急医学会 総会・学術集会 第51回 (2023/11) 第50回 (2022/10) 第49回 (2021/11) 第48回 (2020/11) 第47回 (2019/10)

日本胸部外科学会 定期学術集会 第76回 (2023/10) 第75回 (2022/10) 第74回 (2021/10.11) 第73回 (2020/10) 第72回 (2019/10.11)

日本形成外科学会 総会・学術集会 第66回 (2023/4) 第65回 (2022/4) 第64回 (2021/4) 第63回 (2020/8) 第62回 (2019/5)

日本外科学会 定期学術集会 第123回 (2023/4) 第122回 (2022/4) 第121回 (2021/4) 第120回 (2020/8) 第119回 (2019/4)

日本血液学会 学術集会 第85回 (2023/10) 第84回 (2022/10) 第83回 (2021/9) 第82回 (2020/10) 第81回 (2019/10)

日本口腔科学会 学術集会 第77回 (2023/5) 第76回 (2022/4) 第75回 (2021/5) 第74回 (2020/4) 第73回 (2019/4)

日本口腔外科学会 総会・学術大会 第68回 (2023/11) 第67回 (2022/11) 第66回 (2021/11) 第65回 (2020/11) 第64回 (2019/10)

日本口腔腫瘍学会 総会・学術大会 第41回 (2023/1) 第40回 (2022/2) 第39回 (2021/1) 第38回 (2020/1) 第37回 (2019/1)

日本甲状腺学会 学術集会 第66回 (2023/12) 第65回 (2022/11) 第64回 (2021/11) 第63回 (2020/11) 第62回 (2019/10)

日本甲状腺外科学会（日本内分泌外科学会へ統合） 学術集会 - - - - 第52回 (2019/10)

日本呼吸器学会 学術講演会 第63回 (2023/4) 第62回 (2022/4) 第61回 (2021/4) 第60回 (2020/9) 第59回 (2019/4)

日本呼吸器外科学会 総会 第40回 (2023/7) 第39回 (2022/5) 第38回 (2021/5) 第37回 (2020/9) 第36回 (2019/5)

日本呼吸器内視鏡学会 学術集会 第46回 (2023/6) 第45回 (2022/5) 第44回 (2021/6) 第43回 (2020/6) 第42回 (2019/7)

さ行 日本サイコオンコロジー学会 総会 第36回 (2023/10) 第35回 (2022/10) 第34回 (2021/9) 第33回 (2020/8) 第32回 (2019/10)

日本在宅医学会　（日本在宅医療連合学会へ統合） 大会 - - - - -

日本在宅医療連合学会 大会 第5回 (2023/6) 第4回 (2022/7) 第3回 (2021/11) 第2回 (2020/6) 第1回 (2019/7)

日本サルコーマ治療研究学会 学術集会 第6回 (2023/2) 第5回 (2022/2) 第4回 (2021/3) 第3回 (2020/2) 第2回 (2019/2)

日本産科婦人科学会 学術講演会 第75回 (2023/5) 第74回 (2022/8) 第73回 (2021/4) 第72回 (2020/4) 第71回 (2019/4)

日本耳鼻咽喉科学会 総会・学術講演会 第124回 (2023/5) 第123回 (2022/5) 第122回 (2021/5) 第121回 (2020/10) 第120回 (2019/5)

日本消化器がん検診学会 総会 第62回 (2023/6) 第61回 (2022/6) 第60回 (2021/6) 第59回 (2020/９) 第58回 (2019/6)

日本消化器外科学会 総会 第78回 (2023/7) 第77回 (2022/7) 第76回 (2021/7) 第75回 (2020/12) 第74回 (2019/7)

日本消化器内視鏡学会 総会 第105回 (2023/5) 第103回 (2022/5) 第101回 (2021/5) 第99回 (2020/5) 第97回 (2019/5.6)

日本消化器病学会 総会 第109回 (2023/4) 第108回 (2022/4) 第107回 (2021/4) 第106回 (2020/8) 第105回 (2019/5)

日本小児科学会 学術集会 第126回 (2023/4) 第125回 (2022/4) 第124回 (2021/4) 第123回 (2020/8) 第122回 (2019/4)

日本小児外科学会 学術集会 第60回 (2023/6) 第59回 (2022/5) 第58回 (2021/4) 第57回 (2020/9) 第56回 (2019/5)

日本小児血液・がん学会 学術集会 第65回 (2023/9) 第64回 (2022/11) 第63回 (2021/11) 第62回 (2020/11) 第61回 (2019/11)

日本食道学会 学術集会 第77回 (2023/6) 第76回 (2022/9) 第75回 (2021/9) 第74回 (2020/12) 第73回 (2019/6)

日本人類遺伝学会 大会 第68回 (2023/10) 第67回 (2022/12) 第66回 (2021/10) 第65回 (2020/11) 第64回 (2019/11)

日本整形外科学会 学術総会 第96回 (2023/5) 第95回 (2022/5) 第94回 (2021/5) 第93回 (2020/6) 第92回 (2019/5)

日本精神神経学会 総会 第119回 (2023/6) 第118回 (2022/6) 第117回 (2021/9) 第116回 (2020/9) 第115回 (2019/6)

た行 日本大腸肛門病学会 学術集会 第78回 (2023/11) 第77回 (2022/10) 第76回 (2021/11) 第75回 (2020/11) 第74回 (2019/10)

日本頭頸部癌学会 （同左） 第47回 (2023/6) 第46回 (2022/6) 第45回 (2021/6) 第44回 (2020/6) 第43回 (2019/6)

日本頭頸部外科学会 総会・学術講演会 第32回 (2023/1) 第31回 (2022/3) - 第30回 (2020/1) 第29回 (2019/1)

な行 日本内科学会 総会・講演会 第120回 (2023/5) 第119回 (2022/4) 第118回 (2021/4) 第117回 (2020/8) 第116回 (2019/4)

日本内分泌学会 学術総会 第96回 (2023/6) 第95回 (2022/6) 第94回 (2021/4) 第93回 (2020/7) 第92回 (2019/5)

日本内分泌外科学会 総会 第35回 (2023/6) 第34回 (2022/6) 第33回 (2021/6) 第32回 (2020/9) 第31回 (2019/6)

日本乳癌学会 学術総会 第31回 (2023/6) 第30回 (2022/6) 第29回 (2021/7) 第28回 (2020/10) 第27回 (2019/7)

日本乳癌検診学会 学術総会 第33回 (2023/11) 第32回 (2022/11) 第31回 (2021/11) 第30回 (2020/11) 第29回 (2019/11)

日本脳腫瘍学会 学術集会 第41回 (2023/12) 第40回 (2022/12) 第39回 (2021/12) 第38回 (2020/11) 第37回 (2019/12)

日本脳神経外科学会 学術総会 第82回 (2023/10) 第81回 (2022/9) 第80回 (2021/10) 第79回 (2020/10) 第78回 (2019/10)

は行 日本肺癌学会 総会 第64回 (2023/11) 第63回 (2022/12) 第62回 (2021/11) 第61回 (2020/11) 第60回 (2019/12)

日本泌尿器科学会 総会 第110回 (2023/4) - 第109回 (2021/12) 第108回 (2020/12) 第107回 (2019/4)

日本泌尿器腫瘍学会 学術集会 第9回 (2023/10) 第8回 (2022/10) 第7回 (2021/10) 第6回 (2020/10) 第5回 (2019/10)

日本泌尿器内視鏡学会 総会 第37回 (2023/11) 第36回 (2022/11) 第35回 (2021/11) 第34回 (2020/11) 第33回 (2019/11)

日本皮膚悪性腫瘍学会 学術大会 第39回 (2023/8) 第38回 (2022/6) 第37回 (2021/7) 第36回 (2021/1) 第35回 (2019/5)

日本皮膚科学会 総会 第122回 (2023/6) 第121回 (2022/6) 第120回 (2021/6) 第119回 (2020/6) 第118回 (2019/6)

日本病理学会 総会 第112回 (2023/4) 第111回 (2022/4) 第110回 (2021/4) 第109回 (2020/7) 第108回 (2019/5)

日本婦人科がん検診学会 学術集会 第32回 (2023/10) 第31回 (2022/10) 第30回 (2021/9) 第29回 (2021/2) 第28回 (2019/9)

日本婦人科腫瘍学会 学術講演会 第65回 (2023/7) 第64回 (2022/7) 第63回 (2021/7) 第62回 (2021/1) 第61回 (2019/7)

日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会 第14回 (2023/5) 第13回 (2022/6) 第12回 (2021/5) 第11回 (2020/8) 第10回 (2019/5)

日本ペインクリニック学会 大会 第57回 (2023/7) 第56回 (2022/7) 第55回 (2021/7) 第54回 (2020/11) 第53回 (2019/7)

日本放射線腫瘍学会 学術大会 第36回 (2023/11) 第35回 (2022/11) 第34回 (2021/11) 第33回 (2020/10) 第32回 (2019/11)

ま行 日本麻酔科学会 学術集会 第70回 (2023/6) 第69回 (2022/6) 第68回 (2021/6) 第67回 (2020/6) 第66回 (2019/5)

ら行 日本リハビリテーション医学会 学術集会 第60回 (2023/6) 第59回 (2022/6) 第58回 (2021/6) 第57回 (2020/8) 第56回 (2019/6)

日本臨床検査医学会 学術集会 第70回 (2023/11) 第69回 (2022/11) 第68回 (2021/11) 第67回 (2020/11) 第66回 (2019/11)

日本臨床細胞学会 総会（春期大会） 第64回 (2023/6) 第63回 (2022/6) 第62回 (2021/6) 第61回 (2020/6) 第60回 (2019/6)

日本臨床腫瘍学会 学術集会 第20回 (2023/3) 第19回 (2022/2) 第18回 (2021/2) - 第17回 (2019/7)

Ａ-2. 合同開催

学会名 学術集会名 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

日本消化器関連学会機構 日本消化器関連学会週間 （JDDW） 第31回 (2023/11) 第30回 (2022/10) 第29回 (2021/11) 第28回 (2020/11) 第27回 (2019/11)

B. 国際学会
学会名 学術集会名 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

American Association for Cancer Research Annual Meeting 2023 (2023/4) 2022 (2022/4) 2021 (2021/4.5) 2020 (2020/6) 第110回 (2019/3.4)

American Society of Clinical Oncology Annual Meeting 2023 (2023/6) 2022 (2022/6) 2021 (2021/6) 第56回 (2020/5.6) 第55回 (2019/5.6)

European Society for Medical Oncology Congress 2023 (2023/10) 2022 (2022/9) 2021 (2021/9) 2020 (2020/9) 2019 (2019/9.10)

2023年4月1日現在

一般社団法人日本がん治療認定医機構


