
 

 

 
 

 
 

第 91 回日本産業衛生学会 

趣意書 

 

 共催セミナー  

 

・寄附金 

・共催セミナー 

・企業展示 

・講演集広告 

・ポケットプログラム集広告 

・ホームページバナー広告 
 

 

 

 

       会期：平成 30年(2018年) 5月 16日(水)～19日(土)、20日(日)特別研修会 

         会場：市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館) 

         会場：熊本市国際交流会館 
         会場：くまもと県民交流会館パレア 
         会場：鶴屋ホール 

 

                      企画運営委員長  加藤  貴彦 

(熊本大学大学院 生命科学研究部 環境生命科学講座 公衆衛生学分野 教授) 
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各位 

 

謹啓 この度、第 91 回日本産業衛生学会を、2018(平成 30)年 5月 16日(水)～20日(日)の日程にて、熊

本市に於いて開催させていただくことになり、大変光栄に存じます。 

本学会は、1929(昭和4年)、産業衛生に関する学術の振興と、勤労者の職業起因性疾患予防および健康

維持増進による、日本社会の発展に寄与することを目的として創設されました。現在、会員数は7,600名

を超え、創設以来、わが国の労働衛生の現状を踏まえた政策提言や労働衛生行政に寄与しているところ

であります。 

年に１度開催されます学術集会では、産業衛生に携わる約3,000人の医師、メディカルスタッフなど多

職種が一堂に会し、知見と見識の交換・共有によって、一層深い洞察を得る場となっております。 

今回のメインテーマは「 悠
はるか

なる産業保健―人と科学技術の連鎖―」です。 

人は、生活のなかで様々な生産活動を行ってきました。18世紀の産業革命は、道具の時代から機械の

時代へと世の中を変遷させ、工業生産を飛躍的に増加させました。しかし、それは一方で、有害化学物

質に曝露される労働者の飛躍的な増加を引き起こし、様々な健康障害が発生しました。 

1990 年代にはいると、インターネットによる情報技術革新の幕開けとなり、仕事の遂行には、多様か

つ大量の情報処理能力が要求され、人の心理的な負担が増大していきました。今はまさに、このインタ

ーネット社会革命が地球全体をおおっている時代といえるでしょう。 

現在、企画運営委員会を組織し、大会テーマを反映するセッションを企画中です。人と科学技術の連

鎖について、その軌跡と未来について活発な議論を深めていただきたいと存じます。 

なお、会の運営にあたりましては、本来参加者の会費をもって運営されるべきところではございます

が、会場設営費、人件費等多くの運営経費が必要であり、自助努力だけでは必要経費を賄えず、皆様方

の御支援に頼らざるを得ないのが実情です。 

つきましては、諸般事情の厳しい時期ではございますが、何とぞ本会の趣旨に深いご理解とご賛同を

いただき、ご協賛賜りますよう謹んでお願い申し上げます。 

末筆ながら、皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

 

平成 29年 7月吉日 

第 91回日本産業衛生学会 

    企画運営委員長 加藤 貴彦   

(熊本大学大学院 生命科学研究部 
環境生命科学講座 公衆衛生学分野 教授) 

 

 

 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および医療関係者等に対する研

究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を、製薬企業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社と当学会

への協賛費用に関し、当該ウェブサイトで公開されること(開示形式：第 91回日本産業衛生学会：○○○○○○○円)

に同意します。 

 

 

 

 

企画運営委員長 挨拶 
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■会議名称：第 91回日本産業衛生学会 
 

■会    期：平成 30年(2018年) 5月 16日(水)～19日(土)、20日(日)特別研修会 

 

■会    場：市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）、熊本市国際交流会館、 

くまもと県民交流会館パレア、鶴屋ホール 

 

■参加者数：約 3,000名 

 

■テ ー マ：悠
はるか

なる産業保健 ―人と科学技術の連鎖― 

 

■企画運営委員長：加藤 貴彦 

(熊本大学大学院 生命科学研究部 環境生命科学講座 公衆衛生学分野 教授) 

 

■学会の目的と開催意義： 

本会は、産業衛生学の研究・教育・診療につき活発な発表と討論を行うことを目的とする。 

これにより、産業衛生学に携わる医師、看護師、保健師、技術者、栄養士、薬剤師、運動・理

学療法士の交流と意見交換が行われ、診断治療技術の向上を図る上で多大な貢献が期待される。 

 

■プログラム概要： 

総会、表彰式、特別講演、教育講演、メインシンポジウム、シンポジウム、各部会フォーラム、 

市民公開講座、共催セミナー、一般演題（口演・ポスター）、自由集会、懇親会、特別研修会 他 

 

■学会事務局： 

熊本大学大学院 生命科学研究部 

環境生命科学講座 公衆衛生学分野 

〒860-8556 熊本県熊本市中央区本荘 1丁目 1番 1号 

TEL：096-373-5112 

E-mail：sanei-k@kumamoto-u.ac.jp 

 

■お問い合せ先・運営事務局： 

株式会社日本旅行 中四国コンベンショングループ 

〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町 2-1-7 JR西日本岡山支社ビル１階 

担当：實金(みかね)・白神 

TEL：086-259-5578 FAX：086-250-7682 

E-mail：jsoh91@wjcs.jp 

 

■学会ホームページ URL： 

http://www.convention-w.jp/jsoh91/ 

 

  

開 催 概 要 
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■共催セミナー開催概要： 
 

・共催名称：共催 第 91回日本産業衛生学会 

(貴社名)○○○株式会社 

・セッション区分：ランチョンセミナー 

・開催日時(予定)：5月 17日(木) 12:10～13:10 

・開催日時(予定)：5月 18日(金) 12:10～13:10 

・開催日時(予定)：5月 19日(土) 12:00～13:00 

・会場：市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)、熊本市国際交流会館、 

くまもと県民交流会館パレア、鶴屋ホール 

■セッション共催費用(税込)： 

 

会場規模 会場（予定） 
共催費用 

(税込) 
弁当個数 

A クラス 

(1,000席以上) 

市民会館シアーズホーム夢ホール 
[熊本市民会館] 

Ａ会場 (1階 大ホール) 
\864,000- 

300個 

以上 

B クラス 

(約 200～360席) 

市民会館シアーズホーム夢ホール 
[熊本市民会館] 
Ｂ会場 (2階 大会議室) 

熊本市国際交流会館 
Ｃ会場 (6階 ホール) 

くまもと県民交流会館パレア 
Ｅ会場 (10階 パレアホール) 

鶴屋ホール 
Ｇ会場 (7階 鶴屋ホール 1(1/2)) 
Ｈ会場 (7階 鶴屋ホール 2(1/2)) 

\540,000- 
200個 

以上 

C クラス 

(約 90～150席) 

くまもと県民交流会館パレア 
Ｄ会場 (9階 会議室 1) 

鶴屋ホール 
Ｉ会場 (7階 カーネーションサロン) 

\216,000- 
90個 

以上 

■募集数： 

・ランチョンセミナーAクラス×  3企画 
〃    B クラス×15企画 
〃    C クラス×  5企画             共催費合計 11,772,000円 

 

■共催仕様： 

共催費には、以下の項目が含まれております。 

項目 数量 備考 

講演会場・講師控室 各 1室  

会場附帯設備・備品 1 式 机、椅子、ステージ、音響・照明 

スクリーン、プロジェクター 各 1台 メイン 

レーザーポインター 1 本 演者用 

マイク 1 式 座長、講師、進行、質疑用 

PC オペレーター(会場) 1 式  

共催セミナー 募集要項 
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 以下の経費等は、別途ご負担をお願いいたします。 

項目 備考 項目 備考 

参加者用弁当・飲料  会場内アナウンス  

交通費・宿泊費・謝金 座長、講師 他 運営スタッフ 進行・照明・資料配布等 

控室での飲食  広報印刷物 チラシ等 

ミネラルウォーター 座長、演者 制作物 看板、氏名掲示など 

PC オペレーター(プレビュー)    

録画・録音、同時通訳機材・設備、その他学会基本仕様以外のもの 

■申込方法： 

要項の内容をご確認のうえ、共催セミナー申込書に必要事項をご記入いただき、運営事務局宛

に FAXにてお送りください。 

■募集期間： 

二次回答締切日：平成 29年(2017年)12月 29日(木) 

■セッション内容： 

セッションの内容、テーマ、座長・演者につきましては、原則として各共催社に一任とさせて

いただきますが、学会事務局にて最終決定をさせていただきます。ご希望を別紙「申込用紙」

にご記入ください。その他のご要望につきましては、通信欄に記載してください。 

開催枠決定・通知後の座長・演者への講演依頼・招請状等の諸連絡は各共催社にてお願いいた

します。 

■スケジュール(予定)： 

平成 29年(2017年) 5月～ 共催セミナー募集 

      〃       12月 29日 二次回答締切 

      〃       12月 共催社と事務局(主催校)とのセッション内容調整 

平成 30年(2018年) 1月            共催セミナー(プログラム概要)正式決定 

      〃       3月              当日手配関係(控室飲食準備等)のご案内 

(発注書の送付) 

      〃       5月         学会終了後 当日手配関係の請求書送付 

■共催費 お振込み方法： 

セッション開催決定後、請求書を発行いたします。 

請求書発行日より 1ケ月以内に請求書記載の指定口座までお振込みください。 

振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 

飲食等の当日手配物につきましては、学会終了後にご請求させていただきます。 

■申込みの取消： 

申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消、ご返金はできかねますので予め

ご了承ください。 

 

■お問い合せ先・運営事務局： 

株式会社日本旅行 中四国コンベンショングループ 

〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町 2-1-7 JR西日本岡山支社ビル１階 

担当：實金(みかね)・白神 

TEL：086-259-5578 FAX：086-250-7682 

E-mail：jsoh91@wjcs.jp  

共催セミナー 募集要項 

 



二次回答締切日：平成 29 年(2017 年)12 月 29 日(木) 

FAX 返信先：086-250-7682 
第 91回日本産業衛生学会 運営事務局  
株式会社日本旅行 中四国コンベンショングループ宛 
E-mail：jsoh91@wjcs.jp 

      年    月    日 

  第 91回日本産業衛生学会 

  共催セミナーについての回答書   
 

      本会への共催セミナー申込みについて、下記のいずれかに印を付け、FAXにてご返送ください。 
      大変お手数ではございますが、「申し込まない」場合も必ず締切日までにお送りください。 
      複数のセッションをお申し込みの場合は、本用紙をコピーの上、それぞれ別紙にてご送付ください。 

□ 申し込む    □ 申し込まない 
------------------------------------------------------------------------------ 

  共催セミナー申込書  

 

貴社名   
 

 

ご担当所属   
  

 
            

ご担当者名  
 

 
      

ご連絡先 

 
〒 

            

  Tel：     Fax：     

  E-mail：            

希望 

セッション 

区分：ランチョンセミナー 

第 1希望 5月  日 (  ) □ Aクラス □ B クラス □ Cクラス 

第 2希望 5月  日 (  ) □ Aクラス □ B クラス □ Cクラス 

第 3希望 5月  日 (  ) □ Aクラス □ B クラス □ Cクラス 

共催金額 \ 

通信欄 

(テーマ)  

 

（推薦座長氏名・所属） 

 

（推薦演者氏名・所属） 

 

 

 

備考 

複数のセミナーを申込む場合はその旨ご記入ください 

  

  


