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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。 
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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 



 

  

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 

 

 



 

  

 

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 

 

 



 

  

第 77回日本公衆衛生学会総会 
併設展示出展募集要項 

 
1．小間タイプ・出展料 
 

小間タイプ 出展料（消費税込） 小間仕様 

企業展示小間 216,000円／小間 1小間あたり： W1800mm×H2100mm 

・ バックパネル （システムパネル使用） 

・ 社名板 1枚：W900mm×Ｈ150mm 

           （文字のみ、全角、スミ 1色） 

・ 展示用テーブル 1台：W1800mm×D900mm 

                （白布付・天板のみ） 

一般展示小間 27,000円／小間 

企画展示小間 
無料 

（1団体につき 1小間） 

 

※ 出展申込資格： 

企業展示小間 ････医療関連の機器・薬品・試薬、書籍・システム・サービスなどの販売・取扱い 

企業および団体 

一般展示小間 ････研究機関・大学の研究・事業の紹介を目的とする団体 

企画展示小間 ････健康増進計画等の紹介を目的とする地方公共団体 
 

※ 社名板へのロゴ掲載、コンセント等の電気設備、オプションレンタル備品をご希望の場合は、別途料金

となります。 

詳細は後日配布いたします出展者マニュアルにてお知らせいたします。 

 

 

2．展示小間仕様図（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3．出展申込 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、Email または FAXにて運営事務局宛にお送りください。 

※ただし、予定小間数に達した場合は、期限前でも申し込みを締め切ることもありますので、お早め 

 にお申し込みください。 

※出展内容が本学会の趣旨にそぐわないと判断した場合は出展をお断りすることがあります。 

 

4．申込締切 

2018年 6月 15日（金） 

 

5．出展料のお支払い 

出展申込書受領後、運営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 ヶ月以内に出展料を指定の口座にお振込みください。 

 

 

6．小間の割当て 

1）小間位置の決定は出展物の種類、小間数、小間構成、実演の有無などを考慮し、主催者が決定

し､各出展者へ通知いたします。出展者はこの割当てに対する異議申立てはできませんのでご了

承ください。 

2）出展者が主催者の承諾なく小間の全部あるいは一部を譲渡・交換することはできません。 

 

7．出展の取消し 

1）申込書提出後の取消しは、原則として受けかねます。ただし、やむを得ない理由で出展の取消し

を希望される場合は文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けてください。 

2）出展を取消された場合、下記の規定に基づきキャンセル料を申し受けます。 

 

 

 

 

 

8．変更・中止 

1）主催者は不可抗力またはやむを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、または開催を中

止する場合があります。 

2）中止の場合、出展料は返金いたしますが、それまでに要した主催者側の費用は、申込小間数に

応じて出展者に分担していただきます。なお、出展者側でそれまでに要した費用は、各社のご負

担となりますのでご了承ください。

◆2018年 3月 30日（金）まで 出展料の 50% 

◆2018年 4月 2日（月）以降 出展料全額 



 

  

 

  

9．搬入出スケジュール（予定）  

搬入・搬出、展示は下記のとおり予定しておりますが、正式なスケジュールは後日配布いたします

出展者マニュアルにてお知らせいたします。 

 

◆搬入・設営 10月 23日（火）13：00～ 

◆展示 10月 24日（水） 9：00～17：00 

 10月 25日（木） 9：00～17：00 

 10月 26日（金） 9：00～12：00 

◆搬出・撤去 10月 26日（金）13：00～ 

 

 

10．禁止事項 

下記の項目に抵触する事項を禁止いたします。 

1）消防法、建築法、その他関係法令、会場規定により禁止されている項目に抵触する行為。 

2）小間外での展示活動、参加者、他の出展者に対して危険または迷惑をかける行為。 

3）本学会総会、展示会の品位を下げるような行為。 

 

11．出展物の管理および事故 

1）各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損害等について、主催者は補償を

含めた一切の責任を負いかねます。各社にて保険に加入する等の措置をお取りください。 

2）出展者の行為により事故が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとし、主催

者はこれに対し一切の責任を負いません。 

 

12．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 

.  

 

13. 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。 

 

 

 

 



【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 
併設展示出展申込書 

 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 

〒 

 

 

TEL：                         FAX：                  

E-mail： 

 

 
【1】 申込小間数・出展料    

 

 
【2】 出展予定内容 

 

 

 

 

 

 

 
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 

小間タイプ 出展料（消費税込） 申込小間数 出展料合計（消費税込） 

企業展示小間 216,000円／小間 （     ）小間 （           ） 円 

一般展示小間 27,000円／小間 （     ）小間 （           ） 円 

企画展示小間 
無料 

（1団体につき 1小間） 
（     ）小間 ― 


