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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。 

2020 年 10 月 20 日（火）から 22 日（木）に、京都にて（「みやこめっせ」京都市勧業館）第 79 回日

本公衆衛生学会総会 2020 を開催させていただくことになりました。 

当学会の、この年次学術大会は以下の特徴を持っています。 

〇 全国から公衆衛生関係者(行政､大学､保健医療介護現場等)が約 5,000 人(見込み)参集｡ 

☆ 全都道府県庁の健康医療部長の会合（全国衛生部長会）、全国保健所長会、 

全国保健師長会など行政系の全国会議を前日に開催。 

☆厚労省等の省庁からも有力者が多数参加。 

☆健康・医療・介護の研究教育者、教授･教員陣が全国から参集。その全国協議会も前日開催。 

〇 運動､栄養､休養から医療､介護まで広い健康課題がワンストップで扱われています。 

〇 医療、介護のシステム、サービスや政策の研究も、非常に強化されてきています。 

〇 ビッグデータ、データサイエンス、ＡＩ活用も熱いテーマとなっています。 

〇 エビデンスやツールを使う実践家、その研究開発者、政策づくりの担い手がインタラクトします。 

〇 エビデンス創出、ツール等の開発、現場での実践と工夫、などにおける最前線、 

最先端の議論がなされます。 

〇 健康の“まちづくり”へのアプローチには、実践の蓄積､展開の基盤があります。 

 

本学会総会 2020 のテーマは、 

「健康・医療・介護の未来づくり：Social Joint Venture (社会的協働)」 

と設定いたしました。未曾有の超少子･超高齢社会のもと、健康寿命延伸、全世代にとっての安全で

安心な社会の実現のために、産業界、自治体･国、アカデミア、研究教育機関、保健･医療･介護の

専門職、地域の人々等の横断的な協働が必要です。本学会総会は、当テーマを旗印に、健康に関

する政策、実践、研究の最前線、最先端のインタラクションの場となります。 

 

毎年、多くの企業にご協賛いただき感謝申し上げております。本学会総会 2020 も、そのプログラム

を充実させ、さらに大きな成果を生んでいくためにも、皆様のご参画がなくてはなりません。つきまして

は、本学会総会 2020 の場を存分にご活用いただき、ランチョンセミナーなど、ご参画ご協賛を賜りま

すよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

なお、拠出を頂きました協賛費につきましては、各社が公表されることを了承いたします。 

末筆ながら、貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2019 年 10 月吉日 

 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 2020    

学会長  今中 雄一    

京都大学 大学院医学研究科 医療経済学分野  教授      

京都大学 超高齢社会デザイン価値創造ユニット  ユニット長     
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第 79 回日本公衆衛生学会総会 2020 
開催概要 

 

 

1．会議の名称 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 

 

2．テーマ 

    健康医療介護の未来づくり ： Social Joint Venture (社会的協働) 

 

3．会期  

2020 年 10 月 20 日（火）～22 日（木） 

 

4．会場 

みやこめっせ[京都市勧業館] （京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９−１） 

 

5．代表者 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 

学会長  今中 雄一 

（京都大学（社会健康医学系専攻）医療経済学 教授 

京都大学 超高齢社会デザイン価値創造ユニット長） 

 

6．参加人数 

4,000 名（予定）  

 

7．プログラム（予定） 

会長講演、特別講演、シンポジウム、フォーラム、奨励賞受賞講演、教育講演、 

感染症リスクアセスメント研修会、ランチョンセミナー、一般演題、自由集会、意見交換会、各種展示 

  

8．お問い合わせ先 

第 79 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内 

〒604-8162  京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

TEL：075-231-6357  FAX：075-231-6354  

E-mail：jsph79@c-linkage.co.jp 
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第 79 回日本公衆衛生学会総会 
ランチョンセミナー 募集要項 

 
1．ランチョンセミナー開催内容（予定）  

 
 

開催日 種別 席数 募集数 
共催費 

（税込） 

10 月 20日（火） 

～ 

10 月 22日（木） 

ランチョン 

セミナーA 
500名規模 2 ¥1,540,000 

10 月 20日（火） 

～ 

10 月 22日（木） 

ランチョン 

セミナーB 
150～200名規模 2 ¥1,320,000 

10 月 20日（火） 

～ 

10 月 22日（木） 

ランチョン 

セミナーC 
100～150名規模 2 ¥1,100,000 

10 月 21日（水） 
スポンサード 

セッション 
500名規模 1 ¥1,540,000 

 

＊ 詳細は共催セミナー実施要項にてお知らせいたします（開催 2 か月前ご案内予定）。 

＊ 以下の費用は上記共催費に含まれておりません。 

  共催オプション費として、各社必要に応じて運営事務局へご注文くださいませ。 

  費用は会期終了後、運営事務局である㈱コンベンションリンケージより請求致します。 

 

（1）飲食費：参加者用弁当（お茶込み）、演者・座長打合せ食事等 

（2）人件費：セミナー運営スタッフ（アナウンス係、照明係、弁当・資料の配布係、誘導係等） 

（3）看板・表示物作成費：会場表示看板、氏名掲示（演者・座長）等 

（4）追加機材手配費：収録、控室の機材等 

（5）座長、演者への謝礼、交通費、宿泊費など 

（6）業務運営費（上記の手数料として合計費用の 15％） 

 

＊ 収容人数は形式変更や会場レイアウトにより、若干座席数が変動することがございますので、 

ご了承ください。 

＊ 演者の先生への抄録のご執筆依頼は、後日貴社経由でお願いいたします。 

＊ 日本製薬工業協会「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき、  

 貴社が開催料金を公表することについて了承いたします。 

 

 

 

2．セミナーテーマ、座長・演者の選定について 

原則として協賛企業様にお任せいたしますが、内容・座長・演者の人選につきましては事務局にて 

調整をさせていただき、場合によっては変更をお願いする場合もございます。 

内諾を得ていただくのは事務局からの連絡があるまで、お待ちいただきますようお願いいたします。 
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3．申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、下記運営事務局へ FAX または Email にて 

お申込ください。 

実施日時につきましては共催企業様のご希望をお伺いし、調整させていただきます。 

 

 

4．申込締切 

第 1 次締切：2020 年 3 月 31 日（火） 

※基本的にお申込み先着順にてお受付させて頂きます。 

 

5. 共催費の振込先 

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

所定の口座にお振込みください。 

 
指定銀行口座 

【銀行名】三菱 UFJ 銀行（聖護院支店）  

【店 番】445 
【口座番号】普通 0177374 
【口座名義】第 79回日本公衆衛生学会総会（京都） 代表者 今中雄一 

（ﾀﾞｲﾅﾅｼﾞﾕｳｷﾕｳｶｲﾆﾎﾝｺｳｼﾕｳｴｲｾｲｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｷﾖｳﾄ ｲﾏﾅｶ ﾕｳｲﾁ） 

   ※手数料は貴社にてご負担ください。 

   ※金融機関発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

6．申し込み・問い合わせ先 

株式会社コンベンションリンケージ 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

〒604-8162  京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

TEL：075-231-6357  FAX：075-231-6354  

E-mail：jsph79@c-linkage.co.jp 
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第 79 回日本公衆衛生学会総会 

広告 募集要項 
 

1．媒体名： 第 79 回日本公衆衛生学会総会 抄録集 

 

2．発行部数： 4,000 部 

 

3．発行予定日： 2020 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）： 9,100,000 円（税込） 

 

7．広告料総額（予定額）： 1,650,000 円（税込） 

   ※「表 4」「表 3」「表 2」は先着順となりますのでご了承ください。後付の掲載順は主催者に一任ください。 

 

＊ 日本製薬工業協会「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき、 

 貴社が掲載料金を公表することについて了承いたします。 

 

8．申込締切日 

2020 年 6 月 5 日（金） 

 

9.振込先 
指定銀行口座 

【銀行名】三菱 UFJ 銀行（聖護院支店）  
【店 番】445 
【口座番号】普通 0177374 
【口座名義】第 79回日本公衆衛生学会総会（京都） 代表者 今中雄一 

（ﾀﾞｲﾅﾅｼﾞﾕｳｷﾕｳｶｲﾆﾎﾝｺｳｼﾕｳｴｲｾｲｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｷﾖｳﾄ ｲﾏﾅｶ ﾕｳｲﾁ） 

   ※手数料は貴社にてご負担ください。 

   ※金融機関発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

10．原稿送付締切日 

2020 年 7 月 3 日（水） 

 

 

 

 

 

 

 種 類 タイプ 金額（税込） 募集枠数 

1 表 4（裏表紙） カラー 1 頁 ¥220,000 1 

2 表 3（裏表紙裏） カラー 1 頁 ¥165,000 1 

3 表 2（表紙裏） カラー 1 頁 ¥165,000 1 

4 後付 1 頁（中ページ） モノクロ 1 頁 ¥110,000 5 

5 後付 1/2 頁（中ページ） モノクロ 1/2 頁 ¥55,000 10 
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11．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。 

 

12．広告原稿 

版下データ（完成版イラストレーター）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） 

 

 

13．申し込み・問い合わせ先 

株式会社コンベンションリンケージ 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

〒604-8162  京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

TEL：075-231-6357  FAX：075-231-6354   E-mail：jsph79@c-linkage.co.jp 
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第 79 回日本公衆衛生学会総会 
書籍展示・併設展示 募集要項 

 
1．小間タイプ・出展料 
 

≪書籍展示≫ 

出展料（税込） 小間仕様 

11,000 円／本 ・全体仕様 ：W1800mm×H700mm×D900mm 

 

 

≪併設展示出展≫ 

小間タイプ 出展料（税込） 小間仕様 

企業展示小間 220,000 円／小間 
・全体仕様：W1800mm×H2100mm×D900mm 

・バックパネル：W1800mm×H2100mm 

・社名板（文字のみ、墨 1 色）： W900mm×H200mm 

・蛍光灯：40W×1 灯 

・展示台：W1800mm×H700mm×D900mm（クロス付） 

一般展示小間 55,000 円／小間 

企画展示小間 
無料 

（1 団体につき 1 小間まで） 

 

※ 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。詳細は後日配布の出展者マニュアルにてお知らせいたします。 

 

※ 日本製薬工業協会「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき、貴社が出展料金を公

表することについて了承いたします。 
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2．展示小間仕様図（予定） 

＜基礎小間イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜書籍展示小間イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2020 年 7 月 22 日（水） 

 

5.振込先 

指定銀行口座 

【銀行名】三菱 UFJ 銀行（聖護院支店）  

【店 番】445 
【口座番号】普通 0177374 
【口座名義】第 79回日本公衆衛生学会総会（京都） 代表者 今中雄一 

（ﾀﾞｲﾅﾅｼﾞﾕｳｷﾕｳｶｲﾆﾎﾝｺｳｼﾕｳｴｲｾｲｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｷﾖｳﾄ ｲﾏﾅｶ ﾕｳｲﾁ） 

   ※手数料は貴社にてご負担ください。 

   ※金融機関発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

会場テーブル（白布巻）Ｗ1800*Ｄ900 

21002100
2100

 

 H700mm 

D900mm 

W1800mm 

展示机 

1800 
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6．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。 

 

 

7．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。 

 

8．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。 

 

 

 

 

 

9．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。 

 

 

10．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 19 日（月）13：00～ 

◆展示 10 月 20 日（火） 8：00～17：00 

 10 月 21 日（水） 9：00～16：30 

 10 月 22 日（木） 9：00～14：00 

◆搬出・撤去 10 月 22 日（木）14：00～ 

                           ※予定 

 

 

11．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。 

 

 

 

 

◆2020 年 3 月 23 日（月）まで 出展料の 50% 

◆2020 年 3 月 24 日（火）以降 出展料全額 
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12．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。 

 

13．申し込み・問い合わせ先 

株式会社コンベンションリンケージ 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

〒604-8162  京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

TEL：075-231-6357  FAX：075-231-6354  E-mail：jsph79@c-linkage.co.jp 
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第 79 回日本公衆衛生学会総会 

寄付 募集要項 
 

１．募金の名称 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 寄付金 

 

2．主催 

学会長  今中 雄一 

（京都大学大学院医学研究科医療経済学分野 教授） 

 

3．募金目標額 

500,000 円  

 

4．募金期間 

2019 年 11 月 1 日（金）～2020 年 10 月 22 日（木） 

 

5．寄付金の使途 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 開催準備及び運営費用の一部として 

 

6.振込先 
指定銀行口座 

【銀行名】三菱 UFJ 銀行（聖護院支店）  
【店 番】445 
【口座番号】普通 0177374 
【口座名義】第 79回日本公衆衛生学会総会（京都） 代表者 今中雄一 

（ﾀﾞｲﾅﾅｼﾞﾕｳｷﾕｳｶｲﾆﾎﾝｺｳｼﾕｳｴｲｾｲｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｷﾖｳﾄ ｲﾏﾅｶ ﾕｳｲﾁ） 

   ※手数料は貴社にてご負担ください。 

   ※金融機関発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

 

7．寄付金を必要とする理由 

本学会総会には、約 4,000 名の参加が予定され、その開催準備・運営に要する経費を参加者の 

負担で賄うのが本来でありますが、これらには一定の限度があります。経費節減に努めるのは 

当然といたしましても、必要経費の一部を諸団体および諸会社様にご協力を仰がなければなら 

ないのが実状であります。 

諸経費ご多端のみぎり、誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、格別のご高配を 

賜りますようお願い申し上げます。 

 

8．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。 

 

9．申込書送付先およびお問合せ先 

株式会社コンベンションリンケージ 

第 79 回日本公衆衛生学会総会 運営事務局 

〒604-8162  京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

TEL：075-231-6357  FAX：075-231-6354  E-mail：jsph79@c-linkage.co.jp 

 


