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ご挨拶 

 

拝啓  

貴社におかれましては、益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜りま

して、厚く御礼申し上げます。 

 

日本衛生学会は、1902 年（明治 35 年）の「衛生学」、「細菌学」、「伝染病学」が連合した日本聯合

医学会第 1 回学会分科会にさかのぼれば実に 120 年、1949（昭和 24）年の「日本衛生学会」第 1 回

総会からとしても 70 年を超える歴史と伝統のある学会です。ヒト（宿主）－環境－病因を包括的に理

解し、健康維持増進を目指す社会医学の分野として、感染症、環境汚染、栄養・食品安全、住環境、

少子化対策、精神的ストレス、国際保健等々、その時代における社会・環境問題に取り組んできまし

た。また、動物・細胞を用いた実験研究と、人を対象とする疫学研究の双方のエキスパートを擁する

ことも大きな特徴です。 

昨今、気候変動をはじめとして、環境への関心がますます高まっています。SDGs の考えも、人間

社会や経済活動のサステナビリティは、そもそも環境の安定が土台となっています。また、センサリン

グ技術やＩoＴの進歩により、人を取り巻く種々の環境のリアルタイムの計測が可能の時代が来ていま

す。世の中は、人に最適な衣食住環境、「感染症」や「災害」にレジリアントで、「人のつながり」を生

みやすい生活環境整備を求めています。こうした時代においては、守備範囲が広く学際的、統合的

な衛生学が担うべき役割はかつてなく大きいと感じています。 

来る 2023 年 3 月 2 日（木）から 4 日（土）までの 3 日間、第 93 回学術総会を開催いたします。会

場は、東京都大田区産業プラザ PiO を予定しています。テーマは、「衛生学の伝統と挑戦―変革期

社会における未来創造―」としました。これまでの衛生学会の長い伝統を踏まえた上で、社会の変革

期における衛生学の挑戦を期待できるような学会にしたいと考えております。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、本学術総会の趣旨をご理解いただき、皆様方のご支 

援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。何卒宜しくご検討のほどをお願い申し上げます。 

 

なお、ご協賛いただきました寄付金、共催費および開催に伴う費用につきまして、貴社の指針に

従い、公表することについて了承いたします。 

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上げます。 

敬具 

 

 

第 93 回日本衛生学会学術総会 会長 

西脇 祐司 （東邦大学医学部  

社会医学講座衛生学分野 教授） 
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開 催 概 要 

 

１．大会名称     第 93 回日本衛生学会学術総会 

２．メインテーマ     衛生学の伝統と挑戦―変革期社会における未来創造― 

３．開催日時     2023 年 3 月 2 日（木）～4 日（土） 

４．開催場所     大田区産業プラザ PiO [一部ウェブ配信予定] 

（東京都大田区南蒲田 1-20-20） 

 

５．大 会 長 西脇 祐司 （東邦大学医学部 社会医学講座衛生学分野 教授） 

 

６．参加予定者数 600 名 

 

７．プログラムの概要 

   １）特別講演 

２）教育講演 

３）シンポジウム（一部、国際シンポジウム） 

４）一般演題発表（口演、ポスター） 

５）次期会長講演 

６）学会賞受賞講演 

７）共催セミナー（ランチョンセミナー等） 

８）附設展示会 

９）区民公開講座 

10）理事会・会員総会 

11）編集委員会 

12）会員懇親会 

 

８．大会事務局 

東邦大学医学部 社会医学講座衛生学分野  

道川 武紘（学術総会事務局長） 

〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 

 Tel：03-3762-4151 （内線 2405）  E-mail: jsh93@ml.toho-u.jp 

 

９． 協賛のお申込み・お問合せ先 

第 93 回日本衛生学会学術総会 運営事務局 

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-3-6 大門アーバニスト 401 

（株）プランドゥ・ジャパン内 TEL：03-5470-4401  

E-mail: jsh2023@nta.co.jp 

mailto:jsh93@ml.toho-u.jp
mailto:jsh2023@nta.co.jp
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協賛申し込み方法 

 

１． 申込み方法 

 

下記申込専用サイトよりお申し込み下さい。 

https://va.apollon.nta.co.jp/jsh2023kyosan/ 

 

２． 申込締切 ランチョンセミナー：  2022 年 09 月 30 日（金） 

 その他のご協賛：    2022 年 11 月 30 日（水） 

 

３． ご請求・お支払い 

 

採否などは主催者にて最終決定いたします。 

採否決定後または申込締切後、共催費の請求書を送付いたします。 

締切日に至る前に、採否が決定される場合がございます。 

ご請求後 1 か月以内に指定の口座へお振込下さい。 

領収証は銀行の振込控をもって代えさせていただきます。 

 

４． その他ご案内 

 

（１） セミナーや出展の手引きや広告入稿のご案内は 2022 年 12 月までに採用企業様に 

   お送りします。 

（2） 主催者は、不測の事態や止むを得ない事情により、開催期間及び開催時間などの変更、

大会の日程または一部を中止する場合があります。この場合、主催者が相当と認める額を

協賛者に返金することを検討しますが、協賛者側にてそれまでに要した費用などは、協賛

者の負担となりますのでご了承下さい。 

 

５． お申込み・お問合せ先 

 

第 93 回日本衛生学会学術総会 運営事務局 

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-3-6 大門アーバニスト 401 

（株）プランドゥ・ジャパン内 TEL：03-5470-4401  

E-mail: jsh2023@nta.co.jp 

  

https://va.apollon.nta.co.jp/jsh2023kyosan/
mailto:jsh2023@nta.co.jp
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ランチョンセミナー募集要項 

 

１．募集セミナー  ランチョンセミナー 

 

２．募集予定数  6 企画（2 日×3 企画） 

 

３．会場・日程等（予定） 

（１）会場： 大田区産業プラザ  

（２）日程： 2023 年 3 月 3 日（金）・4 日（土） 各日 12：00～12：50（予定） 

※セミナー開催時刻はプログラム構築の事情により 15 分～30 分程度 

変動する場合がございます。 

（３）参加費：  

開催日 3 月 3 日（金） 3 月 4 日（土） 

記号 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C 

会場規模 200 名 200 名 80 名 200 名 200 名 80 名 

共催費 600,000 円 600,000 円 300,000 円 600,000 円 600,000 円 300,000 円 

 

４．基本仕様 

【含まれるもの】 

（１）会場費   （２）付帯設備費（イス、演台など）   （３）音響・照明設備使用料 

（４）発表用機材および備品使用料（PC、PC プロジェクター、スクリーン、レーザーポインターなど） 

  

【含まれないもの】 

（１）座長・演者にかかる諸経費（飲料費、交通費、謝金など） （２）録画、録音等の機材および通訳、 

運営人件費等  （３）案内チラシ、講演資料等  （４）参加者用弁当  (5)控室などの追加飲食 

 

５．注意事項 

（１）セミナー数に限りがありますので、日程・時間・会場のご希望に添えない場合がございます。 

（２）テーマおよび演題等プログラム内容については、調整をお願いすることもありますので、あらかじめ

ご了承下さい。 

（３）参加者用弁当は主催者にて手配いたします。費用は追加費用と一緒にご請求申し上げます。 

   （管理手数料 10％を別途頂戴いたします） 

（４）控室などの追加飲食、追加機材の手配も承ります。詳細はセミナー手引きに記載いたします。 

（管理手数料 10％を別途頂戴いたします） 
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企業展示・書籍展示 出展要項 

 

１．出展料 

 企業展示 

   １小間につき 70,000 円（税込） 

 ＊１小間につきテーブル（1、800mm×450mm）１台 

 ＊壁面パネル・社名板・電源・蛍光灯・クロス等はございません。 

  設置希望の場合の費用等は、「展示のてびき」にて別途ご案内いたします。 

 ＊書籍販売のご希望の場合は別途ご相談下さい。 

 

２．募集予定数  5 小間 

 

３．会  場 

  大田区産業プラザ（小展示室） 

 

４．出展規程 

（１）出展日等 

3 月 3 日（金）9：00～17：00（予定） 

3 月 4 日（土）9：00～16：00（予定） 

  ※搬入・設営：3 月 2 日（金）14：00～17：00 

  ※撤去・搬出：3 月 4 日（土）学会終了後（同日撤去） 

 

（２）小間の形態  間口 1、800mm×奥行き 450mm×高さ 700mm 

      ※小間配置 小間配置に関しては事前にご案内予定ですが、最終的な配置に関しては会長

に一任とさせて頂きます。 

 

（３）その他 

 会場内での物品の販売は可能です。 
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広告募集要項 

 

１．広告掲載媒体名 第 93 回日本衛生学会学術総会 講演集 

   

２．配布対象  学会員、関係の対象参加者及び関係者 

 

３． 原稿サイズ、発行予定部数 A4 判、1000 部 

 

4． 媒体制作費：￥1,500,000 円 

 

5． 広告料総額：￥650,000 円 

 

６．配布日    2 月中旬予定 

 

７．掲載料 

（１）表 4（裏表紙）（カラー）   100,000 円（税込） 

（２）表 2（表紙裏）（モノクロ）    90,000 円（税込） 

（３）表 3（裏表紙裏）（モノクロ）    80,000 円（税込） 

（４）本文後付け １Ｐ（モノクロ）    60,000 円（税込） 

（５）本文後付け 1/2Ｐ（モノクロ）    40,000 円（税込） 

    ※ 掲載頁の表２、表３、表４に関してはお申込多数の場合は先着順とさせて頂きますのでご了承 

下さい。後付の場合、掲載場所は会長に一任とさせて頂きます。 

 

８．原稿入稿   採用企業様に「広告入稿のご案内」をお送りいたしますのでご確認下さい。 
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ホームページバナー広告 

 

１．掲載場所と協賛費用 

 

（１）第 93 回日本衛生学会学術総会ホームページ トップページ内 

 

（２）掲載期間：2022 年 7 月 1 日～2023 年 3 月 31 日 

ホームページ公開後は、原稿が到着次第、随時掲載いたします。 

バナーの位置等に関しては会長に一任とさせて頂きます。 

 

（３）協賛費用：30,000 円（税込） 

 

（４）募集口数：5 口 

 

 

２．バナー画像仕様（予定） 

 

PNG、JPEG、GIF 形式のいずれか 

Web 抄録サイト画像サイズ W709pixel×H296pixel、 

ファイル容量 3MB まで 

指定 URL へのリンク可能 
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オンデマンド動画広告 

 

１．掲載場所と協賛費用 

 

（１） 社会医学系専門医・指導医関連の講習  

レクチャー数、10 題（各 60 分）のオンデマンド動画の間に 15 秒から 30 秒を複数回掲載し

ます。（2 社） 

 

（２） 協賛費用 100,000 円 

   （上記費用に広告動画の制作費は含みません） 

 

 

２．閲覧可能期間 

    オンデマンド動画視聴可能期間中掲載 

（予定期間 2023 年 3 月 2 日（水）～3 月 31 日（木）） 
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飲料提供 

１． 提供場所 

 

学術総会ポスター・企業展示会場、休憩室（大田区産業プラザ・小展示室予定） 

 

 

２．その他 

 

飲料提供希望本数：600 本/日 

※ ご提供頂く飲料種類などに関しては、具体的に打合せさせて頂けますようお願い申し上げ

ます。 
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寄付 

 

１．募金の名称  第 93 回日本衛生学会学術総会のための寄付金 

 

２．募金目標額  ￥500,000 円 

＊一口 10,000 円（何口でもお申込みいただけます。） 

 

３．募金期間  2022 年 3 月 24 日（木）～2022 年 11 月 30 日（水） 

 

４．寄付金の使途         第 93 回日本衛生学会学術総会の準備及び運営経費 

 

 

５．申込み お手数ですが、下記申込専用サイトより手続き後、 

お振込みをお願いいたします。 

                  https://va.apollon.nta.co.jp/jsh2023kyosan/ 

 

６．お支払 

下記、口座にお振込下さい。 

 

銀行名：三菱 UFJ 銀行 

【支店名】蒲田支店【店番】117【預金費目】普通預金 

【口座番号】1387057 

【口座名】第 93 回日本衛生学会学術総会 西脇 祐司 

（ダイキュウジュウサンカイニホンエイセイガッカイガクジュツソウカイ ニシワキユウジ） 

 

 

７． その他 

寄付金に対する税制の優遇措置はございませんので、予めご了承下さい。 
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収支予算書 

  単位（円） 

収支区分 合計 明細 

（収 入）     

１．自己負担金等 8,770,000 登録費 5,470,000 円（事前登録費＠8.000 円×470

名、当日登録費＠9.000 円×100 名、学生@5,000 円

×30 名、演題登録費@3,000 円×220 名） 

懇親会 800,000 円（@8000 円×100 名） 

学会本部 2,500,000 円 

２．諸収入等 4,350,000 講演集広告料収入 650,000 円 

    その他広告 350,000 円 

    共催セミナー3,000,000 円 

    展示会 350,000 円 

３．寄附金等 500,000   

      

収入合計 13,620,000   

（支 出）     

１．会議準備費 4,023,400 抄録集制作費 1,500,000 円 

    ホームぺージ 360,000 円 

    その他業務委託費他 2,163,400 

      

２．会議運営費 9,209,000 講師料 550,000 円、会場費 1,500,000 円、会場設営

費 5,770,000 円、 

その他 589,000 円 

懇親会費 800,000 円（@80,000 円×100 名） 

３．事後処理費 387,600 礼状、租税公課他 

      

      

支出合計 13,620,000   

 


