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2018年 10月 24日（水）～26日（金） 
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第 77回日本公衆衛生学会総会 

学会長  安村 誠司 

（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座 教授） 

    



 

 

ご 挨 拶 

謹啓 時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

2018年10月24日（水）～26日（金）にかけて、福島県郡山市で第77回日本公衆衛生学会総会を開催させ

ていただくことになり、お知らせ申し上げる次第です。 

本学会総会のメインテーマは「ゆりかごから看取りまでの公衆衛生 ～災害対応から考える健康支援～」

としました。少子高齢化が進むわが国にとって、子供から高齢者までのすべての世代における健康増進、

疾病や健康障害の予防、福祉の充実等を進めていくことが重要です。具体的には生活習慣病やがんの対

策、新型インフルエンザ等の各種感染症対策、母子保健、学校保健、産業保健、食品衛生、環境衛生、介

護予防、福祉、災害対策等様々な分野の課題があります。そのため、本学会総会では、次世代の健康社会

実現のための公衆衛生について議論を深めたいと考えております。 

誠に勝手なお願いではございますが、本学会の趣旨にご賛同賜り、是非ともお力添えをいただきたく、お願

い申しあげる次第です。 

末筆になりましたが、貴社の益々のご繁栄を心よりお祈り申しあげます。 

  

 

 

謹白   

 

 

2018年1月吉日   

 

第77回日本公衆衛生学会総会 

学会長  安村 誠司 

（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座 教授） 
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第 77回日本公衆衛生学会総会 
開催概要 

 

1．会議の名称 

第 77回日本公衆衛生学会総会 

 

2．テーマ 

ゆりかごから看取りまでの公衆衛生 ～災害対応から考える健康支援～ 

 

3．会期  

2018年 10月 24日（水）～26日（金） 

 

4．会場 

ビッグパレットふくしま 

〒963-0115 福島県郡山市南二丁目 52番地  

 

5．代表者 

第 77回日本公衆衛生学会総会 

学会長  安村 誠司 

（福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座 教授） 

 

6．参加人数 

約 3,500名 

 

7．プログラム (仮) 

学会長講演、特別講演、教育講演、メインシンポジウム、シンポジウム 

フォーラム、公衆衛生行政研修フォーラム、地方衛生行政研修フォーラム 

日本学術会議パブリックヘルス科学分科会・日本公衆衛生学会合同公開シンポジウム 

奨励賞受賞者講演、分科会、ランチョンセミナー、自由集会、各種展示 

 

8．お問い合わせ先 

第 77回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ LINKAGE東北内  

〒980-6020仙台市青葉区中央４丁目６番１号 SS30ビル 20階 

TEL: 022-722-1657 / FAX: 022-722-1658 

E-mail：jsph77@c-linkage.co.jp 
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9．運営組織体制 

１．役員 

役職 氏名 所属・職位 

名誉学会長 内堀 雅雄 福島県知事 

名誉顧問 品川 萬里 郡山市長 

学会長 安村 誠司 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座 教授 

副学会長 高谷 雄三 一般社団法人福島県医師会 会長 

副学会長 井出 孝利 福島県保健福祉部長 

副学会長 遠藤 広文 郡山市保健福祉部長 

顧問 竹之下 誠一 福島県立医科大学 理事長兼学長 

監事 和田 正孝 福島県保健福祉部健康増進課長 

監事 朝倉 陽一 郡山市保健所 次長兼総務課長 

 

２．実行委員会 

役職 氏名 所属・職位 

委員長 安村 誠司 福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座 教授 

副委員長 星 北斗 一般社団法人福島県医師会 副会長 

副委員長 高野 武彦 福島県保健福祉部 次長 

副委員長 国分 義之 郡山市保健福祉部 次長 

委員 阿部 孝一 郡山市保健所長 

委員 浦山 良雄  公益社団法人福島県獣医師会 会長 

委員 海野 仁 公益社団法人福島県歯科医師会 会長 

委員 遠藤 栄作 福島県町村会 会長 

委員 加藤 清司 福島県保健所長会 会長 

委員 小谷 寿美恵 一般社団法人福島県助産師会 代表理事 

委員 今野 静 公益社団法人福島県看護協会 会長 

委員 鈴木 栄子 全国保健師長会 福島県支部長 

委員 立谷 秀清 福島県市長会 会長 

委員 玉川 春美 一般社団法人福島県歯科衛生士会 会長 

委員 中村 啓子 公益社団法人福島県栄養士会 会長 

委員 西田 茂樹 福島県衛生研究所 所長 

委員 長谷川 敬一 一般社団法人福島県作業療法士会 会長 

委員 畑 哲信 福島県精神保健福祉センター 所長 

委員 舟見 敬成 一般社団法人福島県理学療法士会 副会長 

委員 町野 紳 一般社団法人福島県薬剤師会 会長 

委員 三浦 里織 一般社団法人福島県臨床検査技師会 事務局長補佐 
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３．学術部会 

役職 氏名 所属・職位 

部会長 加藤 清司 福島県保健所長会 会長・福島県県北保健所長 

副部会長 大平 哲也 福島県立医科大学医学部疫学講座 教授 

委員 阿部 孝一 郡山市保健所長 

委員 織田 正昭 福島学院大学 教授 

委員 久米 美代子 いわき明星大学看護学部長 

委員 小谷 尚克 福島県会津保健所長兼南会津保健所長 

委員 後藤 あや 福島県立医科大学総合科学教育研究センター 教授 

委員 小室 安宏 福島大学保健管理センター 教授 

委員 紺野 信弘 郡山女子大学 教授 

委員 笹原 賢司 福島県県中保健所長兼県南保健所長 

委員 新家 利一 いわき市保健所長 

委員 瀬川 洋 奥羽大学歯学部口腔衛生学講座 教授 

委員 曽根 智史 国立保健医療科学院 次長 

委員 西田 茂樹 福島県衛生研究所 所長 

委員 畑 哲信 福島県精神保健福祉センター所長 

委員 畠山 とも子 福島県立医科大学看護学部長 

委員 福島 哲仁 福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座 教授 
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第 77回日本公衆衛生学会総会 

広告募集要項 
 

1．媒体名： 第 77回日本公衆衛生学会総会 抄録集 

 

2．発行部数： 4,200部 

 

3．発行予定日： 2018年 9月下旬 

 

4．配布先： 学会参加者および関連団体 

 

5．原稿サイズ： A4 

 

6．媒体制作費用（予定額）： 6,500,000円 

 

7．広告料総額（予定額）： 1,512,000円 

   

8．申込締切日 

2018年 6月 15日（金） 

 

9．原稿送付締切日 

2018年 7月 6日（金） 

 

10．申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、申込締切日までに下記運営事務局へ FAXまたは 

Emailにてご送付ください。申込内容を確認後、追って請求書を郵送いたします。 

 

11．共催費の振込先 

申込書受領後、事務局より請求書をお送りさせていただきます。 

請求書発行日より 1 ヶ月以内に指定の口座にお振込みください。 

 

12．広告原稿 

版下データ（完成版イラストレーターか PDF）または紙焼きを運営事務局へお送りください。 

（版下データは E-mail添付または CD-R郵送にて、紙焼きは郵送にてお送りください） 

郵送いただいた原稿は返却いたします。 

 

13．申し込み・問い合わせ先 

第 77回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ LINKAGE東北内  

〒980-6020仙台市青葉区中央４丁目６番１号 SS30ビル 20階 

TEL: 022-722-1657 / FAX: 022-722-1658 

E-mail：jsph77@c-linkage.co.jp 

 種 類 タイプ 金額（消費税込） 募集枠数 

1 表 4  （裏表紙） カラー 1頁 216,000円 1 

2 表 3  （裏表紙の裏） カラー 1頁 162,000円 1 

3 表 2  （表紙の裏） カラー 1頁 162,000円 1 

4 後付 A（記事中） モノクロ 1頁 108,000円 6 

5 後付 B（記事中） モノクロ 1/2頁 54,000円 6 



 

 

5 

14. その他 

本学会総会では、ご協賛いただきました費用につきまして、「企業活動と医療機関等の関係の透明

性ガイドラインに関する指針」に基づいて各社が情報公開することに同意します。 
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第 77回日本公衆衛生学会総会 

ウェブバナー広告募集要項 
 

参加者・関係者が会期前に何度も閲覧する学会総会公式ホームページのトップページに掲載する 

バナー広告を下記要領にて募集いたします。 

 

1．媒体名： 第 77回日本公衆衛生学会総会 公式ホームページ 

 http://www.c-linkage.co.jp/jsph77/ 

 

2．掲載期間： ご入金およびデータ受領後～学会総会終了時 

 

3．媒体制作費用（予定額）：400,000円 

 

4．掲載募集枠数： 3社 

 

5．広告掲載料： 1件あたり 108,000円 

 

6．広告仕様： バナーデータは貴社にてご準備ください。下記の仕様を満たすようご留意ください。 

 ◆サイズ：横 234×縦 80ピクセル 

 ◆形 式：GIFまたは JPEG 

 ◆容 量：20KB程度まで 

 

7．申込締切日： 2018年 6月 15日（金） 

 

8．原稿データ締切日：2018年 7月 6日（金） 

 

9．広告掲載箇所決定： 

1）掲載箇所は学会総会ホームページのトップページとし、掲載順序は申込書到着順といたします。 

2)申込社が主催者の承諾無くスペースの全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社 

同士において交換することはできません。 

 

10．申し込み・問い合わせ先 

第 77回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ LINKAGE東北内  

〒980-6020仙台市青葉区中央４丁目６番１号 SS30ビル 20階 

TEL: 022-722-1657 / FAX: 022-722-1658 

E-mail：jsph77@c-linkage.co.jp 

 

11. その他 

本学会総会では、ご協賛いただきました費用につきまして、「企業活動と医療機関等の関係の透明

性ガイドラインに関する指針」に基づいて各社が情報公開することに同意します。 

mailto:jsph77@c-linkage.co.jp


 

 

【ご提出】 FAX：022-722-1658  /  E-mail: jsph77@c-linkage.co.jp 

    年   月   日 
第 77回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ 宛 

申込締切：2018年 6月 15日(金) 

 

第 77回日本公衆衛生学会総会 
広告掲載申込書 

 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

 

 

TEL：                         FAX：                  

E-mail： 

 

 

【1】 広告詳細： 該当するものに○印をご記入ください。 
 

 種 類 タイプ 金額（消費税込） 〇印 

1 表 4  （裏表紙） カラー 1頁 216,000円  

2 表 3  （裏表紙の裏） カラー 1頁 162,000円  

3 表 2  （表紙の裏） カラー 1頁 162,000円  

4 後付 A（記事中） モノクロ 1頁 108,000円  

5 後付 B（記事中） モノクロ 1/2頁 54,000円  

 
【2】 広告原稿： 該当するものに○印をお付けください。 
 

広告原稿は、（ 版 下 データ  ・  紙 焼 き  ）にて提出します。  

 

 

【3】 備考 
 

 

 

 
運営事務局 
使用欄 

受付日  受付番号  備考  

 

【お問合せ】 第 77回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ LINKAGE東北内  

〒980-6020仙台市青葉区中央４丁目６番１号 SS30ビル 20階 

TEL: 022-722-1657 / FAX: 022-722-1658 E-mail：jsph77@c-linkage.co.jp



 

 

【ご提出】 FAX：022-722-1658  /  E-mail: jsph77@c-linkage.co.jp 

    年   月   日 
第 77回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ 宛 

申込締切：2018年 6月 15日(金) 

 

第 77回日本公衆衛生学会総会 
ウェブバナー広告掲載申込書 

 

 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

 

 

TEL：                         FAX：                  

E-mail： 

 
 

【1】 広告詳細： ウェブバナー：（1件 108,000円）×      件＝                 円 

 

 
【2】 広告原稿： 電子データ(GIF・JPG)、 

サイズは横 234ピクセル×縦 80ピクセルで 20KB程度 
 

 

貴社リンク先アドレス：                                      

 

 

【3】 備考 
 

 

 
 

 
運営事務局 
使用欄 

受付日  受付番号  備考  

 

【お問合せ】 第 77回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ LINKAGE東北内  

〒980-6020仙台市青葉区中央４丁目６番１号 SS30ビル 20階 

TEL: 022-722-1657 / FAX: 022-722-1658 E-mail：jsph77@c-linkage.co.jp 


