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第65回日本公衆衛生学会総会（富山）ご案内（第２報）

Ⅰ 開催概要

1. テ ー マ

『健康な社会 ―安全・安心への公衆衛生からのアプローチ―』

2. 日 程

平成18年10月25日（水）から27日（金）

3. 会 場

　　　　　　　富山県民会館 〒930–0006 富山市新総曲輪 4 番18号

TEL 076–432–3111 URL http://www.kenminkaikan.com/

富山国際会議場 〒930–0084 富山市大手町 1 番 2 号

TEL 076–424–5931 URL http://www.ticc.co.jp/

会場までの交通 富山駅（南口）から徒歩で約10分。

富山空港から富山駅連絡バスで約25分。

4. 学会長・副学会長・顧問

名誉学会長 石井 j一 （富山県知事）

学 会 長 鏡森 定信 （富山大学医学部長）

副 学 会 長 鎌仲 博 （富山県厚生部長）

数田 定夫 （富山県生活環境部長）

篠川 賢久 （富山県医師会長）

顧 問 森 雅志 （富山市長）

西頭 +三 （富山大学長）

東野 宗朗 （富山県教育委員会教育長）

5. 総会事務局

総括事務局（学会総会全体の統括）

富山県厚生部医務課 〒930–8501 富山市新総曲輪 1 番 7 号

TEL 076–444–3218 FAX 076–444–3495

学術部会事務局（学術プログラム関係）

富山大学医学部保健医学講座 〒930–0194 富山市杉谷2630番地

TEL 076–434–7272 FAX 076–434–5022

運営事務局（一般演題・抄録集・紹介ブース・企業展示・自由集会申し込み）

株式会社イー・シー

〒930–0037 富山市音羽町 2 丁目 4 番14号株サウンドソニック内

TEL 076–491–9001 FAX 076–491–9006

E-mail 65jsph＠ec-inc.co.jp

6. 第65回日本公衆衛生学会総会ホームページ

アドレス http://www.ec-japan.jp/65jsph

7. 締め切り

一般演題申し込み及び抄録原稿締め切り 6 月 5 日（月）必着

演題申込者の演題申込金及び抄録集予約金の締め切り 6 月 5 日（月）消印有効

自由集会申し込み締め切り 6 月 5 日（月）必着

抄録集予約締め切り（総会参加のみの方） 8 月28日（月）消印有効

紹介ブース・企業展示申し込み締め切り 8 月28日（月）必着



154154 第53巻 日本公衛誌 第 3 号 平成18年 3 月15日

Ⅱ プログラム（予定）

平成18年 3 月15日現在でのプログラムとタイトルです。プログラムとタイトルは変更されることがあ

りますことを御了承下さい。

1. 学会長講演（10月25日午前）

「安全・安心と健康増進に係わる公衆衛生からのアプローチ」

鏡森定信（富山大学医学部長）

2. 招待講演（10月25日午前）

「健康な社会―生活と仕事―（Healthy Society―Living and working conditions）」

マイケル・マーモット卿（ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ疫学公衆衛生学講座教授）

3. メインシンポジウム（10月25日午後）

「安全・安心な社会と公衆衛生」

4. サテライトシンポジウム（10月25日午後，26日午前・午後，27日午前）

1) 安全で安心して暮らせるまちづくり

2) 安全安心への保健医療

3) 食の安全

4) 災害・事故

5) 健康格差

6) 小児期の生活習慣と健康

7) 住宅と健康・福祉

8) がん

9) 感染症

5. 教育講演（10月26日午前・午後，27日午前）

1) 社会経済的要因と健康格差

2) 100年に一回の災害から学ぶ

3) 世界のタバコ対策の潮流と残された課題

4) 富山型地域福祉

5) 感染症研究の新しい形

6) 予防活動評価のための医療費分析

6. 公衆衛生行政研修フォーラム（10月25日午後，26日午後）

1) 健康日本21

2) すこやか親子21

3) 20世紀の公害病

4) 介護予防

5) 公衆衛生看護のあり方

7. 奨励賞受賞者表彰および講演（表彰10月25日午後，講演26日午後）

8. 一般演題（口演・示説）（10月25日午後，26日午前・午後，27日午前）

9. 市民公開フォーラム（10月27日午前）

「子どもの安全と健康」

10. ランチョンセミナー（10月26日昼）

1) 温浴を利用した健康づくり

2) 伝統医学による健康づくり

3) 新しい結核感染診断
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11. リラックスタイム（10月25日午後，26日午後）

1) 富山県の代表的郷土芸能「越中おわら」

2) 富山の自然の映像と音の鑑賞

12. 紹介ブース・企業展示（10月25日午前から27日午前）

13. 自由集会（10月25日午後，26日午後）

Ⅲ 一般演題募集要項

1. 申し込み規定

1) 発表者は，共同発表者を含めて日本公衆衛生学会会員に限ります。学会員でない方は，入会手

続きを済ませてください。入会についてのお問い合わせは，日本公衆衛生学会事務局（〒

160–0022 東京都新宿区新宿1–29–8 TEL 03–3352–4338 FAX 03–3352–4605）まで，お願い

します。

2) 1 人につき，1 演題とします。ただし，共同演者としての連名はこの限りではありません。

3) 発表者は，演題申込金と抄録集予約金を平成18年 6 月 5 日（月）までにお支払い下さい。

2. 発表形式

1) 発表形式は示説（ポスター）および口演があります。示説または口演のどちらかをご選択下さ

い。最終決定は学会長及び学術部会に一任願います。

2) 示説は自由討論形式，口演は 1 題につき10分間の発表（発表 7 分，討論 3 分）を予定していま

す。詳細は追ってお知らせします。

3. 演題申し込みおよび抄録提出方法

1) 演題申し込みおよび抄録提出方法

原則として，大学病院医療情報ネットワーク（UMIN）のご協力を得たインターネットによる

申し込みとします。インターネットによる演題申し込みおよび抄録提出は，第65回日本公衆衛

生学会総会ホームページ（http://www.ec-japan.jp/65jsph）にアクセスして，演題申し込み画

面の案内にしたがって進めてください。インターネットによる申し込みに不都合のある方は平

成18年 5 月15日（月）までに運営事務局までご連絡下さい。

2) 演題申し込み及び抄録提出の受付期間

受付期間は，平成18年 5 月 8 日（月）から 6 月 5 日（月）です。インターネットによる申し込

みの場合，締め切り前の数日はアクセスが急増し，登録できないことがあります。できるだけ

早めに申し込みを済ませてください。

3) 抄録の様式

抄録は【目的】【方法】【結果】【考察】のように，構造化して記載してください。抄録本文の

総文字数は1,100文字までとします。図表の挿入は出来ません。抄録の総文字数は1,200文字

（演題名，所属，演者名，抄録本文含む）です。抄録本文はあらかじめワープロソフトで作成

して，演題登録画面に貼り付けるなどしてください。また抄録本文はご自身のコンピュータに

保管しておいてください。

4) 分科会番号

演題申し込みの際は，下記の表を参考に発表希望される分科会を決め，案内にしたがって分科

会番号を選択下さい。
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【分科会番号と内容】

第 1 分科会 疫学・保健医療情報

第 2 分科会 健康教育

第 3 分科会 ヘルスプロモーション

健康日本21, QOL
第 4 分科会 保健所，衛生行政，健康危機管理

第 5 分科会 地域保健，地域医療

第 6 分科会 難病，障害，医療福祉

第 7 分科会 成人保健Ⅰ（循環器疾患，悪性新生物)

第 8 分科会 成人保健Ⅱ（その他)

第 9 分科会 親子保健・学校保健

第10分科会 高齢者保健福祉，介護

第11分科会 精神保健福祉

第12分科会 口腔保健

第13分科会 感染症

第14分科会 公衆栄養

第15分科会 食品衛生，薬事衛生

第16分科会 産業保健

第17分科会 環境保健，生活環境衛生

第18分科会 国際保健

【抄録集事前予約の場合の振込み金額一覧】

演題申し込みの方
抄録集の事前送付希望 合計10,000円（3,000円＋6,500円＋500円)

抄録集の当日受け取り希望 合計 9,500円（3,000円＋6,500円)

総会参加のみの方
抄録集の事前送付希望 合計 7,000円（6,500円＋500円)

抄録集の当日受け取り希望 合計 6,500円
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5) 演題の修正

演題申し込み締切日までは，登録画面からの演題の修正が可能ですが，締め切り前の数日はア

クセスが急増して，アクセスが難しくなることもありますのでご注意ください。

6) 演題の取り消し

演題申し込み後の取り消しは運営事務局までお知らせ下さい。ただし，申込金の返還には応じ

られませんので御了承下さい。

Ⅳ 抄録集予約と演題申込金

1. 抄録集予約と演題申込金

抄録集は原則として予約制とします。演題申込者は，必ず抄録集を予約してください。演題申し

込みのない方で総会に参加を希望される場合は抄録集を予約してください。

2. 総会参加に関する諸経費

1) 発表者は演題申込金（3,000円）と抄録集予約金（6,500円）を併せてお支払い下さい。

2) 総会参加のみの方は抄録集予約金（6,500円）をお支払い下さい。

3) 抄録集の事前送付を希望される方は送料（500円）が追加になります。事前送付を希望された

場合は，ネームカードと抄録集を事前に送付いたします。事前送付を希望されなかった場合

は，ネームカードのみ事前送付されます。抄録集は当日会場にてお受け取り下さい。

4) 抄録集を事前に予約されなかった方は当日受付にて7,000円をお支払い下さい。その際に，抄

録集とネームカードをお渡しいたします。

5) 会場にはネームカードがなければ入場できません。

3. 締め切り

演題申込者の演題申込金及び抄録集予約金の締め切り 6 月 5 日（月）消印有効

抄録集予約締め切り（総会参加のみの方） 8 月28日（月）消印有効

4. 振り込み先

申し込みは，本誌綴じ込みの第65回日本公衆衛生学会総会用の郵便払込取扱票をご利用の上，郵

便局よりお振込み下さい。郵便払込取扱票をお持ちでない方は運営事務局までご連絡下さい。な
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お，払い込まれた申込金は事情の如何にかかわらず，返還には応じられませんので，御了承下さい。

振込先 第65回日本公衆衛生学会総会 口座番号 00750–1–93895

5. 問合せ先

抄録集予約と演題申込金についてのお問い合わせは，運営事務局までお願いします。

Ⅴ 自由集会開催の申し込み

1. 自由集会について

公衆衛生に関連したトピックについて幅広い議論をすること，また関連する保健担当者や研究者

の交流を目的として，参加者の希望に基づいて自由集会の場を設けます。

2. 自由集会の期日および場所

期日：10月25日（水）および26日（木）の17：30から19：30まで

場所：富山県民会館，国際会議場および近隣の施設

3. 申し込み方法

希望される方は，学会総会ホームページ（http://www.ec-japan.jp/65jsph）にアクセスして，画

面の案内にしたがって，下記の事項をご記入の上，運営事務局にお申し込み下さい。

1) 集会の名称

2) 集会の内容

3) 参加見込み人数

4) 開催希望日時

5) 世話人 2 名（代表世話人・現地世話人）の氏名，所属及び連絡先（住所・電話番号・FAX

番号・E-mail アドレス）

6) 問合せ先（住所・電話番号・FAX 番号・E-mail アドレス）

使用機材等は，原則として世話人にてご準備下さい。

世話人は，代表世話人と現地世話人（富山県または富山県近隣にいる方）の 2 名が必要です。

すべての参加者に開かれた集会であることを条件とします（同窓会等はご遠慮下さい）。

使用会場の都合等により，ご希望に添いかねる場合，斡旋をお断りすることもあります。

4. 締め切り

自由集会申し込みの締め切り 6 月 5 日（月）必着

5. 問合せ先

自由集会に関するお問い合わせは，運営事務局までお願いします。

Ⅵ 紹介ブース

1. 紹介ブースについて

研究機関・大学等の研究・事業等の紹介や，地方公共団体の健康増進計画の紹介などを目的とし

た紹介ブースを設けます。但し，紹介ブースは研究機関，大学，民間団体等の公衆衛生に関係の

ある団体とします。政治，宗教，営利，販売を目的とする内容の出展はご遠慮願います。

2. 紹介ブースの種類と出展料

A【一般ブース】研究機関･大学等の研究･事業等の紹介を目的とするブース 20,000円/1 小間

B【企画ブース】健康増進計画等の紹介など地方公共団体のためのブース 無料（1 団体につき 1

小間のみ）

3. 申し込み方法

希望される方は，学会総会ホームページ（http://www.ec-japan.jp/65jsph）にアクセスして，画

面の案内にしたがって，下記の事項をご記入の上，運営事務局にお申し込み下さい。

1) 申し込みブースの種類（A【一般ブース】か，B【企画ブース】）



158158 第53巻 日本公衛誌 第 3 号 平成18年 3 月15日

2) 紹介ブースの名称

3) 紹介ブースの内容

4) 申込者の氏名，所属及び連絡先（住所・電話番号・FAX 番号・E-mail アドレス）

5) 問合せ先（住所・電話番号・FAX 番号・E-mail アドレス）

4. 出展料のお支払い

使用会場の都合等により，ご希望に添いかねる場合，お申し込みをお断りすることもありますの

で，後日申込受理証とともに請求書をご送付いたします。また，出展料は事情の如何にかかわら

ず返金には応じられませんので，ご了承願います。

使用機材等の詳細確認は，後日運営事務局より連絡いたします。

紹介ブースを申し込まれた団体には，担当者用に 1 人分のネームカード（抄録引換券付）を無

料で発行させていただきます。

5. 締め切り

紹介ブースの申し込み締め切り 8 月28日（月）必着

6. 問合せ先

紹介ブースに関するお問い合わせは，運営事務局までお願いします。

Ⅶ その他

1. 昼食予約，関連行事，付随行事，宿泊案内等は第 3 報に掲載予定です。

2. 日本公衆衛生雑誌および第65回日本公衆衛生学会総会ホームページを通じて情報を更新致します

ので，更新内容にご注意下さいますよう，よろしくお願いいたします。


