自由集会の日程
10 月 23 日（水） 18:00 〜 20:00
○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

知ろう・語ろう・考えよう！
" 一歩先行く " 健やか親子 21 第 13 回
三重県総合文化センター
～母子保健現場における発達支 文化会館 2F 大会議室
援の取組みと健やか親子 21 次
期計画～

共感・共生のパワーを活用す

2 るコミュニティ・エンパワメ
ント

3

会場

三重県総合文化センター
文化会館 2F 中会議室

地域医療連携・地域医療再生 三重県総合文化センター
文化会館 B1F
を考える自由集会
第 1 リハーサル室

第２回“笑い”を活用した健 三重県総合文化センター

4 康づくりに関する情報交換＆
笑いのエクササイズ体験

5 全国衛生行政研究会セミナー

6

30

三重県総合文化センター
生涯学習センター 2F
小研修室

災害時の住民の健康を守るた 三重県総合文化センター
めの職種を越えた食支援のた 生涯学習センター 4F
小研修室
めの連携

7 「健康づくりと運動」自由集会

8

文化会館 B1F
第 2 リハーサル室

三重県総合文化センター
生涯学習センター 4F
中研修室

第 16 回レセプト情報の活用 三重県総合文化センター
男女共同参画センター 2F
を考える自由集会
セミナー室 A

人数

番号
1

集会名

世話人（○印

代表世話人）

代表世話人連絡先

40

〒 409-3898
○山縣然太朗
山梨県中央市下河東 1110
 山梨大学大学院医学工学総合研究部
（
TEL 055-273-9566
社会医学講座）
FAX 055-273-7882
山崎 嘉久
E-mail：zenymgt@yamanashi.ac.jp
（あいち小児保健医療総合センター）
（担当：篠原 rshinohara@yamanashi.ac.jp）

50

○安梅 勅江
 国際発達ケア：エンパワメント科学
（
研究室）
長井 栄子
（国際発達ケア：エンパワメント科学
研究室）
有岡
栞
（国際発達ケア：エンパワメント科学
研究室）
鈴木
萌
（国際発達ケア：エンパワメント科学
研究室）

〒 305-8575
茨城県つくば市天王台 1-1-1
筑波大学大学院健康医科学
イノベーション棟 205
TEL 029-853-3436
FAX 029-853-3436
E-mail：rrrah0414@gmail.com

50

○石丸 泰隆

（山口県岩国環境保健所）
惠上 博文
（山口県宇部環境保健所長）
山中 朋子
（青森県弘前保健所長）

〒 740-0016
山口県岩国市三笠町 1 丁目 1-1
TEL 0827-29-1512
FAX 0827-29-1594
E-mail：	ishimaru.yasutaka@pref.
yamaguchi.lg.jp

○成木 弘子

（国立保健医療科学院
）
〒 351-0197
大平 哲也
埼玉県和光市南 2-3-6
先着 （福島県立医科大学（元：大阪大学））
TEL 048-458-6229（直）
平野まさ子
50
（医療法人社団 ゆい トータルケア FAX 048-469-1573（代）
E-mail：naruki@niph.go.jp
クリニック）
福本久美子
（九州看護福祉大学 看護学部）

40

○毛利 好孝（姫路市保健所）
中西 好子（八王子市保健所）

〒 670-8530
姫路市坂田町 3 番地
TEL 079-289-1631
FAX 079-289-0210
E-mail：	Yoshitaka_mouri2@city.himeji.
hyogo.jp

40

○千葉 昌樹

（名寄市立大学保健福祉学部）
奥田 博子
（国立保健医療科学院 生涯健康研
究部）
秋野 憲一
（北海道保健福祉部福祉局高齢者保
健福祉課）

〒 096-8641
北海道名寄市西 4 条北 8 丁目 1
TEL 01654-2-4194
FAX 01654-3-3354
E-mail：	 machi@nayoro.ac.jp

50

○増田 和茂
〒 105-0021
 公益財団法人健康・体力づくり事業
（
東京都港区東新橋 2-6-10
財団）
大東京ビル 7 階
小島 光洋
TEL 03-6430-9111
（財団法人 宮城県成人病予防協会） FAX 03-6430-9211
木村みさか
E-mail：	 k-masuda@health-net.or.jp
（京都学園大学バイオ環境学部）

50

○岡本 悦司

（国立保健医療科学院）
小林 廉毅
（東京大学大学院医学研究科公衆衛生）
熊川 寿郎
（国立保健医療科学院 医療・福祉
サービス研究部）

〒 351-0197
和光市南 2-3-6
TEL 048-458-6208
FAX 048-458-6208
E-mail：	 atoz@niph.go.jp

会場
三重県総合文化センター
男女共同参画センター 2F
セミナー室 B

人数

番号

集会名

100

10

11

被災地で展開する楽しい介護 三重県総合文化センター
男女共同参画センター 3F 20-30
予防運動教室の実際
フィットネスルーム

13

○共催：厚生労働省難治性疾患克
服研究事業『希少性難治性疾患患
者に関する医療の向上及び患者支
援のあり方に関する研究』班（以下、
研究班）

アスト津 4F 会議室 2

感染症情報の現状と展望を考え
アスト津 4F 研修室 A
15
る会

公衆衛生と危機管理 第 10 回
大規模自然災害におけるイニ
16 シャルアセスメント、インシデ アスト津 5F 研修室 C
ントコマンドシステム、ISO 等
による標準化の有用性

1F
17 南相馬市における発災後から 三重県医師会館
健康教育室
3 年目までの保健活動

18 全国いきいき公衆衛生の会

三重県医師会館 2F
大ホール

〒 351-0197
埼玉県和光市南 2-3-6
TEL 048-458-6191
FAX 048-469-3716
E-mail：kato@niph.go.jp

〒 204-8533
○石川 信克
東京都清瀬市松山 3-1-24
 公益財団法人結核予防会結核研究所）
（
TEL 042-493-5711
中
正純
FAX 042-492-4600
（三重県健康福祉部 薬務感染症対策
E-mail：urakawa@jata.or.jp
課）
（連絡先：浦川）

結核の集団発生対策に関する 三重県総合文化センター
男女共同参画センター 3F
自由集会
セミナー室 C

あらたな難病施策
知ろう。難病保健活動に求
められていること
つくろう。難病保健活動の指針

代表世話人連絡先

30

9

アスト津 4F 会議室 1

代表世話人）

○加藤 則子
 国立保健医療科学院 地域保健システ
（
ム研究分野）

前向き子育てプログラム
- その理論と実践

12 第 6 回法医公衆衛生学研究会

世話人（○印

30

○鈴木 玲子
 東北福祉大学 社会貢献センター 予防
（
福祉健康増進推進室）
河村 孝幸（東北福祉大学）
大藏 倫博（筑波大学）
重松 良祐（三重大学）

〒 981-8523
仙台市青葉区国見 1-19-1 ステーショ
ンキャンパス
TEL 090-1397-1543
FAX 022-293-0059
E-mail：s-reiko@tfu-mail.tfu.ac.jp

○田宮菜奈子
 筑波大学 医学系医学医療系 ヘルス
（
サービスリサーチ分野）
山本 秀樹
（帝京大学公衆衛生学研究科）
宮石
智
（岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科法医学分野）
坂野 晶司
（中野保健所）

〒 305-8575
茨城県つくば市天王台 1-1-1
TEL 029-853-8324
FAX 029-853-8324
E-mail：nanako@mxv.mesh.ne.jp

○小倉 朗子

（
（公財）東京都医学総合研究所
難病
ケア看護研究室）
藤田 美江（創価大学）
小西かおる（大阪大学大学院）
20-30
小川 一枝（東京都医学総合研究所）
菅原 京子（山形県立保健医療大学）
永江 尚美（島根県立大学）
奥田 博子（国立保健医療科学院）
八子
円（全国保健師会長、
新潟県三条保健所）

〒 156-8506
東京都世田谷区上北沢 2-1-6
TEL 03-6834-2290
FAX 03-6834-2291
E-mail：ogura-ak@igakuken.or.jp

50

○神谷 信行

（東京都健康安全研究センター）
吉住 正和
（群馬県衛生環境研究所）
中野 道晴
（北海道立衛生研究所）
高橋 裕明
（三重県保健環境研究所）

〒 169-0073
東京都新宿区百人町 3-24-1
TEL 03-3363-3213
FAX 03-5332-7365
E-mail：Nobuyuki_Kamiya@member.metro.tokyo.jp

20

○中瀨 克己

（岡山市保健所）
近藤 久禎
（国立病院機構災害医療センター）
古屋 好美
（山梨県中北保健所）

〒 700-8546
岡山市北区鹿田町 1 丁目 1-1
TEL 086-803-1200
FAX 086-803-1757
E-mail：katsumi_nakase@city.okayama.jp

50

○栗本 真弓
（ 三重県津市役所 健康福祉部 健康
づくり課）
卜部 裕美
（大阪府摂津市保健福祉部保健福祉課）
大石万里子
（福島県南相馬市健康福祉部健康づ
くり課）
高鳥毛敏雄
（関西大学社会安全学部）

〒 514-8611
三重県津市西丸之内 23 番 1 号
TEL 059-229-3310
FAX 059-229-3287
E-mail：	U4730@city.tsu.lg.jp

150

○福島富士子

（国立保健医療科学院）
中俣 和幸
（鹿児島県保健福祉部）
家入 香代
（栃木県健康増進課）
石川貴美子
（秦野市福祉部）

〒 351-0197
和光市和光南 2-3-6
TEL 048-458-6236
FAX 048-469-7683
E-mail：	fujiko@niph.go.jp

※自由集会 14「地域保健従事者の派遣支援活動について～管理栄養士の機能分担能力を発揮するために～」はキャンセルとなりました。

31

会場

参加型労働者教育（ＰＯＡ T ） 三重県医師会館 2F
19
地域医療委員会室
の環境教育への応用

乳幼児虐待予防に向けたホー
ムスタート（HS）と保健師と
の協働・連携その２
三重県医師会館 2F
20 ― 保健師から HS へ、そし 中会議室
て HS から保健師へと繋いだ
困難事例の検討から ―

住まいと健康フォーラム
三重県医師会館 4F
21 - 在宅医療・介護を見据えた住 会議室
まいとは -

高齢者が安心して暮らせるコ 三重県医師会館 4F
22
代議員会室
ミュニティとは

活動の必要性と成果を見せる 三重県歯科医師会館
23
大会議室
公衆衛生看護技術を学ぼう

健康生成論とストレス対処力
三重県歯科医師会館
24 ＳＯＣに関する学習・研究交 教育センター
流集会（第７回）

第 6 回公衆衛生・公衆栄養分
三重県歯科医師会館
25 野における管理栄養士の活動 情報センター
を考える会

国民健康保険における特定健
診・特定保健指導の分析結果 三重県総合文化センター
26 と今後の取り組みにむけた情 生涯学習センター 2F
報交換会 --- 三重県の市町国 視聴覚室
保の実例から ---

27

人数

番号

集会名

世話人（○印

代表世話人連絡先

30

○中地 重晴
 熊本学園大学社会福祉学部）
（
吉川
徹
（労働科学研究所）
辻裏 佳子
（福井県立大学看護学部）

〒 862-8680
熊本市中央区大江 2-5-1
TEL 096-364-5161
FAX 096-364-7169
E-mail：nakachi@kumagaku.ac.jp

30

○野田 敦史
 東京未来大学 こども心理学部
（
こども心理学科 保育教育専攻）
三輪眞知子
（梅花女子大学 看護学部）
小瀧 節子
（会津坂下町副主幹兼主任保健師）
渡部 栄子
（NPO こころの森 理事長／ホーム
スタートばんげオーガナイザー）
野澤 義隆
（立正大学 社会福祉学部）

〒 120-0023
東京都足立区千住曙町 31-12
TEL 03-5813-2540（内線 1419）
FAX 03-5813-2529
E-mail：noda-atsushi@tokyomirai.ac.jp

20

〒 351-0157
埼玉県和光市南 2-3-6
○阪東美智子（国立保健医療科学院）
TEL 048-458-6249
大越 扶貴（三重県立看護大学）
FAX 048-458-6253
E-mail：bando@niph.go.jp

50

○小西美智子

（岐阜県立看護大学）
芳賀
博
（桜美林大学大学院老年学研究科）
住居 広士
（県立広島大学大学院）

〒 501-6295
岐阜県羽島市江吉良町 3047-1
TEL 058-397-2311
FAX 058-397-2311
E-mail：konishi@gifu-cn.ac.jp

50

○岡本 玲子

（岡山大学大学院保健学研究科）
鳩野 洋子
（九州大学大学院医学研究院）
岩本 里織
（神戸市看護大学）

〒 700-8558
岡山市北区鹿田町二丁目 5 番 1 号
TEL 086-235-6865
FAX 086-235-6865
E-mail：reiko@md.okayama-u.ac.jp

○益子 友恵

（東京大学
医学部付属病院）
30-40
山崎喜比古（日本福祉大学）
戸ケ里泰典（放送大学）
横山由香里（岩手医科大学）

〒 113-0033
東京都文京区本郷 7-3-1 医学部
教育研究棟 13 階 N1302
TEL 03-5800-9762
FAX 03-5800-9763
E-mail：mashikotomoe@gmail.com

30

○田中 久子
（女子栄養大学）
○由田 克士

（大阪市立大学大学院）
荒井 裕介
（千葉県立保健医療大学）

70100

○満武 巨裕
（一般財団法人医療経済研究・社会 〒 105-0003
保険福祉協会 医療経済研究機構） 東京都港区西新橋 1-5-11-2F
TEL 03-3506-8529
古井 祐司
（東京大学政策ビジョン研究センター） FAX 03-3506-8528
E-mail：mitsutake@ihep.jp
的屋 洋子
（三重県国民健康保険団体連合会）

食事質問調査票の活用を考え 三重大学 環境・情報科学館
40
1F ホール
る（BDHQ ユーザクラブ )

〒 350-0288
坂戸市千代田 3-9-21
TEL 049-282-7340
FAX 049-282-7340
E-mail：thisako@eiyo.ac.jp

○奥田 昌之
（山口大学大学院理工学研究科）
佐々木 敏
〒 755-8505
（東京大学大学院医学系研究科）
山口県宇部市南小串 1-1-1
TEL 0836-22-2231
杉山
隆
（東北大学病院・周産母子センター） FAX 0836-22-2323
E-mail：okuda@yamaguchi-u.ac.jp
仲井 邦彦
（東北大学医学系研究科・発達環境
医学分野）

※三重大学構内の地図は、三重大学ホームページのキャンパスマップをご参照ください。

32

代表世話人）

会場

人数

番号

集会名

知ろう・学ぼう 都道府県がん 三重大学 環境・情報科学館
30
3F
1

28 対策推進計画とがん統計

演習室

世話人（○印

代表世話人）

代表世話人連絡先

○西野 善一
（特定非営利活動法人地域がん登録全
国協議会（宮城県立がんセンター）
）
柴田亜希子
（特定非営利活動法人地域がん登録 〒 104-0045
全国協議会（国立がん研究セン
東京都中央区築地 5-1-1
ター））
国立がん研究センター
大木いずみ
がん対策情報センター
（特定非営利活動法人地域がん登録全 がん統計研究部 地域がん登録室内
国協議会（栃木県立がんセンター）
） TEL 03-3547-5992
FAX 03-3547-5993
片山 博昭
（特定非営利活動法人地域がん登録 E-mail：office@jacr.info
全国協議会（（社）がん統計セン （連絡先：地域がん登録全国協議会
ター））
事務局（尾﨑・遠藤））
福留 寿生
（特定非営利活動法人地域がん登録
全国協議会（三重大学附属病院が
んセンター）

○桂
敏樹
（京都大学大学院医学研究科）
細川 陸也
（京都大学大学院医学研究科）
三宅
慧
（京都大学大学院医学研究科）
石川 信仁
（京都府立医科大学大学院保健看護
研究科）

〒 606-8507
京都府京都市左京区聖護院川原町 53
TEL 090-8388-2390
E-mail：	hosokawa.rikuya.42u@
st.kyoto-u.ac.jp

第一回 職業感染予防ネット 三重大学 環境・情報科学館
50
30
3F 演習室 5・6
ワークの集い

○木戸内 清（岐阜県東濃保健所）
上田 知仁（小牧市民病院）
永野 美紀（城南保健所）

〒 507-8708
岐阜県多治見市上野町 5-68-1
TEL 0572-23-1111
FAX 0572-25-6657
E-mail： Kido3027@gmail.com

日本公衆衛生看護研究会：
新たな「保健師活動指針」を 三重大学 新医学棟（看護
50
31
手がかりとして保健師を語ろ 学科校舎） 3F 第一講義室
う

○山口 佳子
〒 181-8611
（杏林大学保健学部看護学科）
東京都三鷹市新川 6-20-2
幾田 純代
TEL 0422-47-5514（内線 6774）
（愛知県衣浦東部保健所）
FAX 0422-44-0637（代表）
田中 郁子
E-mail： yamagu@ks.kyorin-u.ac.jp
（三重県健康福祉部子ども・家庭局）

29 男性保健師の会

32

三重大学 環境・情報科学館
3F 演習室 3・4

30

Wify カフェ（感覚的な発見と 三重大学 新医学棟（看護
30
交流からの地域保健福祉活動） 学科校舎） 3F 第二講義室

第 2 回孤立予防：住民が住民
を支えるしくみの波及方法を 三重大学 新医学棟（看護
33 探る ‐ 行政保健師と協働する 学科校舎） 3F 第三講義室 50
大学の役割 ‐

34 公衆衛生に国境はない

三重大学 新医学棟（看護
学科校舎） 3F グループ学 30
習室

若手公衆衛生医師と公衆衛生
新医学棟（看護
35 医師を目指す臨床医・医学生 三重大学
学科校舎） 4F 会議室
の集い

30

○守山 正樹
（福岡大学医学部衛生学・公衆衛生学
教室、NPO 法人ウェルビーイング）
岩井
梢
（NPO 法人ウェルビーイング）

〒 810-0041
福岡市中央区大名 1 丁目 15-24
Well-Being BLDG2F
TEL 090-9076-5111
FAX 092-863-8892
E-mail： masakim@fukuoka-u.ac.jp

○合田加代子
（香川県立保健医療大学）
髙嶋 伸子
（香川県立保健医療大学）
眞﨑 直子
（日本赤十字広島看護大学）
井上 清美
（神戸常盤大学）
福川 京子
（山陽学園大学）

〒 761-0123
香川県高松市牟礼町原 281-1
TEL 087-870-1212
FAX 087-870-1373
E-mail： gouda@chs.pref.kagawa.jp

○仲佐
保
（（独）国立国際医療研究センター）
中村 安秀（大阪大学）
大西真由美（長崎大学）
水嶋 春朔（横浜市立大学）

〒 162-8655
東京都新宿区戸山 1-21-1
TEL 03-5273-6824
FAX 03-3205-7860
E-mail： tnakasa@it.ncgm.go.jp

○山本 長史
（北海道室蘭保健所）
西垣 明子
（長野県木曽保健所）
宇田 英典
（鹿児島県伊集院保健所）

〒 051-8555
室蘭市海岸町 1 丁目 4 番 1 号
TEL 0143-24-9522
FAX 0143-23-1446
E-mail：	nagafumi.yamamoto@pref.
hokkaido.lg.jp

※三重大学構内の地図は、三重大学ホームページのキャンパスマップをご参照ください。
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自由集会の日程
10 月 24 日（木） 16:00 〜 18:00
○お申し込み・お問い合わせは各代表世話人へご連絡ください。

人数

番号

集会名

会場

第 22 回多胎児を産み育てる
36 家庭への保健サービスを考え アスト津 4F 会議室 1
る集会

保健医療データ分析のための

37 Amos ＆ SPSS の活用講座

38 第 6 回 HIA 研究会

アスト津

アスト津

4F

4F

会議室 2

会議室 3

保健師のアセスメントを可視
39 化する視聴覚教材を用いた基 アスト津 4F 研修室 A
礎教育の提案

住民、行政が協働した子育て
40 支援の取り組みを通して住民 アスト津 5F 研修室 C
参画型地域づくりを考える。

第５回若葉保健師からのメッ
三重県教育文化会館 5F
41 セージ～語る保健師には縁来 中会議室
る～

42 保健師魂と公衆衛生活動

34

三重県教育文化会館
第 2 会議室

2F

世話人（○印

代表世話人）

代表世話人連絡先
〒 565-0871
大阪府吹田市山田丘 1-7
TEL 06-6879-2550
FAX 06-6879-2550
E-mail：	hayakawa@sahs.med.osaka-u.ac.jp

50

○早川 和生
 大阪大学大学院医学系研究科保健学
（
専攻）
加藤 則子
（国立保健医療科学院）

30

○星
旦二
 首都大学東京 都市環境科学研究科）
（
〒 192-0397
中山 直子
東京都八王子市南大沢 1-1
（聖路加看護大学 看護開発実践研
TEL 042-677-2355
究センター）
FAX 042-677-2355
高橋 俊彦
E-mail：nnaoko@slcn.ac.jp
（アイネットコンサルティング）
（連絡は世話人の中山宛）
北田 雅子
（札幌学院大学）

20

○石竹 達也
 久留米大学医学部環境医学）
（
藤野 善久
（産業医科大学公衆衛生学教室 )
星子美智子
（久留米大学医学部環境医学講座）
原
邦夫
（帝京平成大学地域医療学部）

30

○塩見 美抄
〒 673-8588
 兵庫県立大学 看護学部）
（
兵庫県明石市北王子町 13-71
井上 清美
TEL 078-925-9428
（神戸常盤大学 保健科学部）
FAX 078-925-9428
田村須賀子
E-mail：misa_shiomi@cnas.u-hyogo.ac.jp
（富山大学大学院 医学薬学研究部）

20

〒 567-8578
○三輪眞知子（梅花女子大学）
大阪府茨木市宿久庄 2 丁目 19-5
山浦 晴男（情報工房代表）
TEL 072-643-6221（代表）
藤間 秀忠（函南町役場 厚生部）
FAX 072-643-7687
鈴木ふみえ（在宅保健師）
E-mail：m-miwa@baika.ac.jp

30

○中島 千里
 横浜市健康福祉局こころの健康相談
（
センター）
○大橋 由基
 神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所）
（
岸下洸一朗
（埼玉県秩父保健所）

〒 231-0021
横浜市中区日本大通 18KRC ビル 6 階
TEL 090-4853-0552 / 045-671-4451
FAX 045-662-3525
E-mail：ch_n.215@me.com
ch03-nakashima@city.yokohama.jp

○渡會 睦子
 住民とともに活動する保健師の会）
（

〒 141-6848
東京都品川区五反田 4-1-17
東京医療保健大学内
TEL 090-2272-0122
FAX 03-5421-3133
E-mail：m-watarai@thcu.ac.jp

50

〒 830-0011
福岡県久留米市旭町 67
TEL 0942-31-7552
FAX 0942-31-4370
E-mail：tishitak@med.kurume-u.ac.jp

10 月 24 日（木） 18:00 〜 20:00
人数

番号

集会名

会場

精神に障害を持つ親と暮らす
三重県医師会館 1F
43 子どもへの支援 － 地域で何が 健康教育室
できるか？ ｰ

低線量被曝と健康被害を考える 三重県医師会館 2F
44
大ホール
集い

三重県医師会館
中会議室

45 喫煙対策

2F

介護保険の有効な運営方法を考 三重県医師会館 4F
46
会議室
える

地域歯科保健の展開を考える

47 ～行政に勤務する歯科衛生士
の活動を通して～

三重県歯科医師会館
教育センター

世話人（○印

代表世話人）

代表世話人連絡先

50

○土田 幸子
 三重大学医学部看護学科）
（
和田 正子
（三重県健康福祉部 医療対策局）
宮越 裕治
（総合心療センターひなが）
服部 希恵
（名古屋第一赤十字病院）
北川
睦
（三重県スクールカウンセラー）

100

〒 700-8530
○津田 敏秀
岡山市北区津島中 3-1-1
 岡山大学大学院環境生命科学研究科）
（
TEL 086-251-8883
高松
勇
FAX 086-251-8883
（たかまつこどもクリニック）
E-mail：tsudatos@md.okayama-u.ac.jp

40

○齋藤 麗子
 十文字学園女子大学）
（
鈴木 仁一
（神奈川県総合療育相談センター）

〒 352-8510
埼玉県新座市菅沢 2-1-28
TEL 048-260-7629
FAX 048-260-7629
E-mail：rsaitou@jumonji-u.ac.jp

20

○岡本 和士
 愛知県立大学看護学部公衆衛生学）
（
三徳 和子
（川崎医療福祉大学看護学部）
成瀬 優知
（富山大学医学部看護学科）

〒 463-8502
名古屋市守山区上志段味東谷
TEL 052-736-1401（代）
FAX 052-736-1415
E-mail：okamptp@nrs.aichi-pu.ac.jp

40

○石濵 信之
 三重県健康福祉部医療対策局健康づ
（
くり課）
長
優子
（全国行政歯科技術職連絡会会長、 三重県津市広明町 13
TEL 059-224-2294
江戸川区東部健康サポートセン
FAX 059-224-2340
ター）
E-mail：ishihn01@pref.mie.jp
高澤みどり
（全国行政歯科技術職連絡会副会長、
千葉県市原市保健センター）
安藤 雄一
（国立保健医療科学院生涯健康研究部）

〒 514-8507
三重県津市江戸橋 2 丁目 174
TEL 059-231-5260
FAX 059-231-5260
E-mail：sachiko@nurse.medic.mie-u.ac.jp

10 月 24 日（木） 18:15 〜 20:15

会場

“地域の力”
（ソーシャル・キャ
ピタル）と健康
48 −最新の知見と実際の保健医 アスト津 4F 研修室 A
療行政への応用−

人数

番号

集会名

50

世話人（○印

代表世話人）

○高尾 総司
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
（
疫学・衛生学分野）
近藤 尚己
（東京大学大学院医学系研究科保健
社会行動学分野）
藤原 武男
（国立成育医療センター成育社会医
学研究部）

代表世話人連絡先

〒 700-8558
岡山市北区鹿田町 2-5-1
TEL 086-235-7173
FAX 086-235-7178
E-mail：s-takao@md.okayama-u.ac.jp

35

