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＜ごあいさつ＞ 

 
謹啓 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、

厚く御礼申し上げます。 

さて、来る 2022 年 3 月 21 日から 23 日までの 3 日間、第 92 回日本衛生学会学術総会を

オンライン方式で開催します。当初は、現地（兵庫医科大学）での開催を予定していました

が、新型コロナウイルス感染が急拡大している状況を鑑み、参加者の安全・安心を優先して

オンライン方式に変更することとしました。 

日本衛生学会は、わが国における社会医学系の学会の中で最も歴史のある学会であり、こ

れまでに結核をはじめとする感染症、高度経済成長期における環境汚染、がん・循環器疾患

等の生活習慣病、労働環境や精神保健への対策など、各時代における社会医学的な問題解決

のために大きな役割を果たしてきました。研究手法としては、実験医学と疫学に加えて、近

年はゲノム解析の手法により環境と遺伝子の相互作用に関する研究も行われています。 

現在大きな問題となっている新型コロナウイルスについても研究が進められ、本学術総

会でも多くの発表が予定されています。予防や治療だけでなく、感染が収束した後の社会環

境と健康に関わる課題に対しても、衛生学に求められる役割は非常に大きいと考えます。 

本学術総会のテーマは「ポストコロナ社会の衛生学」としましたが、ポストコロナ社会の

到来はまだ先になりそうです。しかし、ワクチン接種や治療薬の開発が進められるなど、少

しずつ明るい兆しがみえてきたようにも思えます。一方、この２年間のコロナ禍の中で私た

ちの生活は大きく変化し、オンライン学会も普及してきました。オンライン学会では直接対

面しての議論や個人的なコミュニケーションを行うことはできませんが、移動しなくても

よい、時間に縛られないといったメリットもあります。 

本学術総会は完全オンライン方式ですが、参加者間で活発に議論することができるよう

にライブ配信を行います。感染症や気候変動をはじめとする衛生学のさまざまなテーマに

関するシンポジウム、講演、自由集会のほか、200 題を超える一般演題があり、若手研究者

による発表も多数予定されています。また、一部の講演やシンポジウムは会期終了後にオン

デマンド配信して当日都合が付かない場合でも視聴可能となりますので、現地開催と同様、

またはそれ以上の参加が見込まれます。 

 つきましては、誠に恐縮に存じますが、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。 

謹白 

     第 92 回日本衛生学会学術総会 

     会長  島 正之 

     （兵庫医科大学公衆衛生学主任教授） 
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＜開催概要＞ 
 

１．会議の名称 

第 92回日本衛生学会学術総会 

（ホームページ https://procomu.jp/jsh2022/） 

 

２．会長 

  島 正之         

  （兵庫医科大学 公衆衛生学 主任教授） 

 

３． 会期 

2022年 3月 21日（月・祝）～23日（水） 

会期終了後１か月程度オンデマンド配信予定 

 

４．会場 

完全オンライン開催 

 

５．会議計画の概要 

（１）メインテーマ：「ポストコロナ社会の衛生学」 

（２）会議の構成 

１）特別講演 

２）教育講演 

３）シンポジウム 

４）国際シンポジウム 

５）一般演題発表（口演、ポスター） 

６）次期会長講演 

７）学会賞受賞講演 

８）共催セミナー（ランチョンセミナー等） 

９）附設展示会 

10）理事会 

11）編集委員会 

（３）参加者（予定） 

   600名 

 

６．組織構成等 

学会事務局 

兵庫医科大学 公衆衛生学 

〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町 1-1 

電話：0798-45-6566 ファックス：0798-45-6567 

 

学会運営担当 

    株式会社プロコムインターナショナル 

 〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階 

 電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820 

    電子メール：jsh92@procom-i.jp 
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７．予算案       

【収入の部】               

科目 金額       備考     

（１）参加登録費 5,530,000              

  早期参加登録               

      １）一般   300 名 × 8,000 ＝ 2,400,000 

   ２）学生   60 名 × 5,000 ＝ 300,000 

 後期参加登録               

      １）一般   220 名 × 9,000 ＝ 1,980,000 

２）学生  20 名 × 5,000 ＝ 100,000 

 演題登録費               

      １）一般・学生   250 名 × 3,000 ＝ 750,000 

（２）寄付金 500,000  関係企業、各種団体     

（３）共催セミナー収入 1,584,000  ランチョンセミナー1～3 

 

  

（４）広告収入 800,000  表 2、表 3、表 4、後付 1 頁、後付半頁、HP バナー 

（５）出展収入 700,000  10  小間  ×  70,000 ＝       700,000 

（６）抄録号販売 60,000  20 冊 × 3,000 ＝ 60,000 

（７）本部助成金 2,800,000              

             合計 11,974,000             

                

【支出の部】               

科目 金額       備考     

会場借上料 800,000  配信室室料     

広報宣伝費 1,000,000  ホームページ、ポスター等     

会議費 300,000  事前打合せ等       

講師謝金等 1,260,000  招待演者・座長用     

印刷製本費 2,100,000  プログラム・抄録集、名札等     

業者委託費 3,800,000  事前準備業務、会場設営関係費、運営人件費 

機材費 1,200,000  学会当日運営スタッフ等     

発送費 800,000  ポスター、案内状等発送     

事後処理費 600,000  決算関係、その他     

予備費 114,000              

             合計 11,974,000              

 

  



 5 

第 92回日本衛生学会学術総会 

＜寄付金募集要項＞ 
 

（１）寄附金の目的と使途 

       第 92回日本衛生学会学術総会準備、並びに運営に関する費用に充当します。 

 

（２）募金の名称 

第 92回日本衛生学会学術総会寄附金 

 

（３）募金の目標額 

       500,000円  

 

（４）募金の期間 

       2021 年 7月 1日～2022年 3月 31日（予定） 

 

（５）寄附金申込方法 

以下サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

       https://procom-i.jp/jsh2022sponsor/ 

 

（６）寄附金振込方法 

   <振込先>  

三井住友銀行 西宮支店（370）普通 8892801 

口座名義：第 92回日本衛生学会学術総会 会長 島 正之 

ダイキユウジユウニカイニホンエイセイガツカイガクジユツソウカイ, 

カイチヨウ シマ マサユキ     
   

（７）税法上の扱い 

     免税措置は、特にありません。 

 

（８）寄附金募集の責任者 

     氏 名：島 正之         

（兵庫医科大学 公衆衛生学 主任教授） 

   

（９）寄附金募集の連絡先 

第 92回日本衛生学会学術総会担当宛 

株式会社プロコムインターナショナル 内      

     住 所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

     電話：03-5520-8821  ファックス：03-5520-8820   

電子メール:jsh92@procom-i.jp 

 

（10）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会への寄附金に関して、各社の「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」に基づいて情報公開することに同意い

たします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承

ください。  



 6 

第 92回日本衛生学会学術総会 

＜共催セミナー募集要項＞ 

 

会 議 開 催 概 要 
 

１ 会議の名称：第 92回日本衛生学会学術総会 

（ホームページ：https://procomu.jp/jsh2022/） 

 

２ 会議開催時期：2022年 3月 21日（月・祝）～23日（水） 

         会期終了後１か月程度オンデマンド配信予定 

 

３ 会議開催場所：完全オンライン開催 

 

４ 会長  島 正之 

（兵庫医科大学 公衆衛生学 主任教授） 

 

５ 参加者数：600名（予定） 

 

共催セミナー運営要項 
 

１ セミナー開催にあたって 

 

（１） 開催形式 

第 92回日本衛生学会学術総会と貴社との共催 

チラシ等への記載方法 

 共催：第 92回日本衛生学会学術総会 

    ○○○○株式会社 

（注）複数社にてご共催の場合は、 

 共催：第 92回日本衛生学会学術総会 

○○○○株式会社/□□□□株式会社 

 

（２） プログラム編成 

演者、座長、テーマ等につきましては、事前にご相談ください。 

最終決定に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

（３） 演者および座長への依頼状 

演者・座長の先生へは、御社よりご依頼の上、正式な承諾書を入手いただき、学

会事務局宛にお知らせください。また、学会抄録集に演者・座長の先生お名前・

御所属、講演タイトル(全角 60文字)、抄録本文(全角 1,200文字)の掲載を予定

しておりますので、2022 年 2 月 4 日（金）までに学会運営事務局宛にお知らせくだ

さい。 
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（４） 共催関係費用負担について 

＜共催費用に含まれるもの＞ 

・ WEB 配信関係費 

  

＜共催費用に含まれないもの＞ 

上記以外の経費は別途共催会社様にてご負担をお願いいたします。 

（例）セッション前後のアナウンス手配費、講師等飲食費、講師旅費・謝金・

宿泊費、看板装飾、運営人件費、印刷物制作費等、その他 

 

ランチョンセミナーの共催費用については、次頁の一覧表をご参照ください。 

 

（５） 日程・会場決定について 

募集にあたっては、ご希望の日程、会場が重なる場合がございますので、必ず、

第 2希望、第 3希望をご記入ください。会場の決定については、申込の開催希望

欄を参考にし、協議させていただきますが、最終決定は会長に一任とさせていた

だきます。 

 

（６）申込方法 

      以下サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://procom-i.jp/jsh2022sponsor/ 

 

（７）申込締切 

     2022年 2 月 4日（予定）    

 

（８）共催費用のご入金 

共催費用のご入金は下記指定口座に 2022 年 3 月 18 日（金）までにお振込みを

お願いいたします。お振込みが間に合わない場合は事前にご連絡ください。 
      

     <振込先> 

三井住友銀行 西宮支店（370）普通 8892801 

口座名義：第 92回日本衛生学会学術総会 会長 島 正之 

ダイキユウジユウニカイニホンエイセイガツカイガクジユツソウカイ, 

カイチヨウ シマ マサユキ 

 

注）共催費用のご請求書が必要な場合は運営担当までご連絡ください。 

 

  



 8 

（９）共催費一覧  

  

開催日 セッション名 共催費 

3月 21日（月・祝） ランチョンセミナー１Ａ 660,000 

ランチョンセミナー１Ｂ 528,000 

3月 22日（火） ランチョンセミナー２Ａ 660,000  

ランチョンセミナー２Ｂ 528,000  

3月 23日（水） ランチョンセミナー３Ａ 660,000  

ランチョンセミナー３Ｂ 528,000 

 

当日の開始時間および終了時間は多少変更する可能性がございます。 

 

（10）ランチョンセミナーＡおよびＢの価格の違いについて 

Ａにつきましては各セッション間の休憩時間中およびセッションの冒頭に 60 秒までの CM

動画を挿入いたします。（CM動画は企業・団体様で制作いただき、MP4形式にてご提出くだ

さい。）ランチョンセミナーは各日１セッションです（１～３）。ＡまたはＢどちらかをお選

びください。 

 

（11）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、共催セミナーに要した費用 （共催費、料飲費等）に関して、各社の「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」に基づいて情報公開すること

に同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。 

 

（12）取消 

共催セミナーのお申込み後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、共催料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。 
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第 92回日本衛生学会学術総会 

＜オンライン展示会募集要項＞ 
 

■学会名：第 92回日本衛生学会学術総会 

（公式ホームページ： https://procomu.jp/jsh2022/） 

 

■会期： 2022年 3月 21日（月・祝）～23日（水） 

     ※会期終了後１か月程度オンデマンド配信予定 

 

■会長：島 正之     

（兵庫医科大学 公衆衛生学 主任教授） 

 

■学会会場：兵庫医科大学 平成記念会館・教育研究棟 

（〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1） 

 

■展示会場：オンライン展示会 

 

■ 出展料金（消費税込み） 

医薬品・機器・書籍： 70,000円/１小間 

（オンライン展示会指定ページにて、ご提出いただいた動画・画像・PDFなどのPR 

データの掲載） 

注）上記金額はオンラインページへの掲載のみの料金になります。掲載コンテンツは

各企業様にてご準備いただき、期日までにご提出ください。各掲載データの作成・編

集をご希望の場合は別途有料となります。ご希望の場合は運営事務局にお問い合わせ

ください。 

 

■募集小間数： 10小間（予定）  

 

■出展物：出展対象に記載された範囲のもの、および当方の認めたもの。  

 

■本会議への参加資格について  

 出展者の皆様に対しては各社１名様にオンライン学会ログインのための  

IDと PWをお送りいたします。  

 

■オンライン展示会日程（予定）   

【ライブ】 2022年3月21日（月・祝）～23日（水） 

【オンデマンド】会期終了後１か月程度  

注）上記日程は急遽変更になる場合がございます。この変更に伴う出展

申込の取消、生じる損害補償はできません。  
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■ 1)オンライン展示会場入口  
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■ 2)オンライン展示会トップページ  

各企業・団体様の PRページの企業バナーと概要が並びます。企業バナー・概

要は指定のデータ形式とサイズでご提出ください。（データ形式やサイズは

「掲載可能データ一覧」をご参照ください。）  

※企業バナー配置の最終決定は会長に一任とさせていただきます。  

 

 

※注：画面構成・掲載仕様は変更する場合があります。  

 

■ 3)個別 PRページ  

 各社ごとの専用 PRページにご提出いただいたデータを次ページの図の

ように掲載いたします。  

 ※掲載する動画作成編集・画像編集をご要望の場合は別途有料にて承ります。 

ご希望の場合は運営事務局へお問い合わせください。  

・ PR 動画  

  2 つまで掲載可能です。 2 つの場合は横並びに 2 面配置する予定で

す。企業 PR コメント①は、企業の紹介のほか、展示内容の概要など

をご記載ください。  

 ・ PR コメント /画像  

  PRコメントと画像は各 3つまで掲載可能です。コメント文の掲載方法は自由です。 

 ・カタログ  

  全ページ PDFデータと表紙のみの画像データをご提出いただきます。 

 ・掲載レイアウト  

PR導入 

企業バナー 

PR概要 
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  基本的に下記の配置になります。個別デザインなどの修正はできか

ねますのでご了承ください。  
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■掲載可能データ一覧  

下記一覧の中で掲載をご希望されるデータをご提出ください。  

※各データは会長の承諾を得た内容のみ掲載可能となります。  

※各データの作成・編集をご希望される場合は別途有料にて承りますので運

営事務局までお問い合わせください。  

掲載可能データ  
掲載  

可能数  
データ形式  

データサイズ  

文字数など  

PR導入企業バナー  1 
JPEGもしくは PNG形式  

(アニメーション付 GIF可 ) 

縦： 175px 

横： 360px   

導入バナー下 PR概要  1 Wordファイル形式  60～ 70文字以内  

企業 PRコメント①  1 Wordファイル形式  350文字以内  

PR動画①②  2 MP4データ形式  

動画 1本につき  

容量 2GBまで  

(10分程度まで ) 

PRコメント②③④  3 Wordファイル形式  300字程度  

PR画像①②③  3 JPEG形式  
縦： 250px 

横： 400px 

カタログデータ  3 PDF形式  容量 10MB程度  

カタログの表紙画像  3 JPEG, PNG形式  
縦： 350px、  

横： 300px 

お問合せ先情報  1 Wordファイル形式  

【必須】  

企業名・部署名  

【任意】  

連絡先 TEL 

メールアドレス  

ご担当者氏名  

(姓のみも可 ) 

※注：上記掲載コンテンツは必ずしもすべて掲載する必要はございません。

掲載ご希望の項目、個数が上記と異なります場合は事前に運営事務局までご

相談ください。  

 

■展示 PRデータ入稿方法＆締切り 

1)各種入稿データを 1つの zipファイルにまとめてください。 

2)zipファイル名は必ず【正式企業名称（団体名）】にしてください。 

3)下記 URLより【ファイルを選択】もしくは【パソコンから選択】をクリックしてアップロ

ードしてください。 

https://www.dropbox.com/request/PlOH9hGwWXJBTbMODl5Y 

※専用 boxのため、運営事務局以外は閲覧やダウンロードはできません。 

入稿締切日：2022年 3月 7日（月）までにご入稿ください。 

 

■申込方法＆締切り  

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://procom-i.jp/jsh2022sponsor/ 

締切日：2022年 2月 4日（金）までにお申込ください。 
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■取消 

出展のお申込み後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、出展料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。 

 

■展示お問い合わせ先・申込書送付先 

株式会社 プロコムインターナショナル 

第 92回日本衛生学会学術総会 運営担当宛 

住 所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

電話：03-5520-8821  ファックス：03-5520-8820  電子メール:jsh92@procom-i.jp 

 

■出展料振込先 

三井住友銀行 西宮支店（370）普通 8892801   

口座名義：第 92回日本衛生学会学術総会 会長 島 正之  

ダイキユウジユウニカイニホンエイセイガツカイガクジユツソウカイ, 

カイチヨウ シマ マサユキ 

 

注）出展料は上記指定口座へ 2022年 3月 18日（金）までにお振込み下さい。お振込みが

間に合わない場合は事前にご連絡下さい。また、請求書が必要な場合は運営担当宛ご連絡

下さい。  
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第 92回日本衛生学会学術総会 

＜広告募集要項＞ 
 

1. 広告掲載媒体：第 92回日本衛生学会学術総会プログラム 

2. 配布対象：学会員、関係の対象参加者および関係者 

3. 配布部数（版型）：約 2,000 部（A4 版プログラム） 

4. 媒体制作費：1,500,000円 

5. 広告料総額：650,000 円 

6. 募集数計：11 口 

7. 広告掲載料金 

No. 仕様 料金（円、消費税込み） 

①  
広告Ａ4 版大会プログラム１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表２） 募集口数（1 口） 
90,000 円  

②  
広告Ａ4 版大会プログラム１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表３） 募集口数（1 口） 
80,000 円  

③  
広告Ａ4 版大会プログラム１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表４） 募集口数（1 口） 
100,000 円  

④  
広告Ａ4 版大会プログラム 1 ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（3 口） 
60,000 円  

⑤  
広告Ａ4 版大会プログラム１/2 ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（5 口） 
40,000 円 

 

 

注）掲載頁の表２、表３、表４に関してはお申込多数の場合お申込の先着順とさせていただき

ますのでご了承ください。後付の場合、掲載場所は主催者に一任とさせていただきます。 

8. 広告申込締切:2022 年 2月 4 日（金） 

9. 広告申込方法（下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。） 

https://procom-i.jp/jsh2022sponsor/ 

10. 版下送付締切および送付先 

（ア）版下送付締切：2022 年 2 月 4 日（金） 

（イ）版下送付先： 

住所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階   

株式会社 プロコムインターナショナル 

第 92回日本衛生学会学術総会運営担当宛 

電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820 電子メール：jsh92@procom-i.jp 

注）版下は完全版下（可能な限り電子データ）でご送付ください。 

11. 広告料振込先 

三井住友銀行 西宮支店（370）普通 8892801 

口座名義：第 92回日本衛生学会学術総会 会長 島 正之 

ダイキユウジユウニカイニホンエイセイガツカイガクジユツソウカイ, 

カイチヨウ シマ マサユキ 
 

注）広告料は原則、上記指定口座へ 2022 年 3 月 18 日(金)までにお振込み下さい。 
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第 92回日本衛生学会学術総会 

＜ホームページ広告募集要項＞ 
 

１. バナー掲載場所： 

 第 92回 日本衛生学会学術総会ホームページ トップページ内 

 https://procomu.jp/jsh2022/ 

 

2 .掲載期間 ：2021 年 7月 1日～2022年 3月 31日 

 注） 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。 

 

 

3． 掲載料：30,000円 

 

4. 募集数：5口 

 

5. 申込方法： 

 下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 https://procom-i.jp/jsh2022sponsor/ 

 お申し込み後に、掲載用のバナーデータ、およびリンク先の URLをメールにて 

 お送りください。 

 

6. 広告申込・データ締切: 2022年 2月 4日（金） 

 バナーの位置等に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

7. データ提出方法： 

 1)抄録集掲載広告の場合： 

 完全版下（可能な限り電子データ）を下記運営事務局 e-mail（jsh92@procom-i.jp）宛

に 送付ください。 

 

  2)バナー広告の場合： 

 原稿サイズ：横：204pix 縦：50pix 

 画像形式：jpeg、gif、pngのいずれかで下記運営事務局 e-mail（jsh92@procom-i.jp）

宛に 送付ください。 

 ※バナー原稿データはご提供ください。原稿の作成・修正は別途料金を申し受けます。 
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第 92回日本衛生学会学術総会 

＜各種申込方法＞ 

 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みくださ

い。 

https://procom-i.jp/jsh2022sponsor/ 
 

 

注）後日、別枠の協賛（例：最初に展示を申し込まれて、後日、広告掲載を申し込ま

れたい）をお申込みされる場合は、同様に上記サイトよりお申し込みください。 
 

 

 

（連絡先）第 92回日本衛生学会学術総会運営担当 

（株式会社プロコムインターナショナル 内） 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階  

電話：03-5520-8821  ファックス：03-5520-8820   

電子メール：jsh92@procom-i.jp 

 

 

 

 


