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第二回ベスト GP 賞公募のお知らせ

彦，三好佳奈，山崎節子，
［石川］野田潤子，丸銭笑子［静岡］
足立安正，阿部幸洋，栗田万希，西

日本産業衛生学会生涯教育委員会

二，平野庸行，實沢理恵，柳田

陽子，早坂信哉，飛鋪修

宙［愛知］荒木光子，小倉広

康，近藤礼子，佐藤美保，千住隆男，高井美弥，服部尚実，原
生涯教育委員会では，産業保健専門職の生涯教育のために良

田倫子，三宅ひとみ，森田芳江［三重］楠井嘉行［滋賀］今井

好実践事例（GPS: good practice samples）の投稿を会員から

麻里，川村敦子［京都］浦谷

広く募集し，専用の HP にアップロードしています．昨年，

大場瑞枝，小平恵利，酒井正則，佐藤祐子，中島路子，長畑

「ベスト GP 賞」を創設し，年一回の学会総会にあわせて，生

環，河合早苗［大阪］市川晶子，

優，中村明日奈，針田伸子，横田恵理，渡邊由理子［兵庫］橋

涯教育の教材として最も優れた GPS を生涯教育委員会で選考

村有賀里，船矢寛治，三宅弘之［岡山］岸本陽子，福崎俊貴

し，学会総会（福井）で理事長から表彰状が贈呈されました．

［広島］浅田千珠，高畑真司，秦恵理佳，村田恵梨子［山口］

第二回ベスト GP 賞の候補 GPS を募集いたします．2009 年 12

堤

雄介［香川］金井健吾，村上祥子［愛媛］淡野桜子［福岡］

月 15 日から 2010 年 12 月 10 日正午までに投稿された GPS を対

李

秉雨，永田祐二郎，中村和歌子，Park Eun-Kee，樋上光

象に決定し，第 84 回日本産業衛生学会で表彰いたします．奮

雄［宮崎］野高朋美［鹿児島］山下義仁

ってご投稿ください．投稿方法などの詳細は専用ホームページ
http://www.naramed-u.ac.jp/˜che/gps/home.html（学 会 の HP
にもポータルサイトがあります）をご覧ください．

平成 22 年度新入会者

日本産業衛生学会
第 38 回有機溶剤中毒研究会・
第 43 回生物学的モニタリング・
バイオマーカー研究会 合同研究会

［北海道］植木由美，金沢恭子，三浦亜矢［青森］七尾郁子
［岩手］川村和子［宮城］植木明子，佐々木一彦，長南淳子
［山形］和泉典子［茨城］小林直紀，高野美如，山口理恵［栃
木］後藤俊一，笹原鉄平，吉村

章［群馬］井手政信［埼玉］

芦矢由美子，笠水上光博，加藤博子，高西由美，瀧野惠介，林
俊成，間宮敏雄［千葉］青山邦子，石橋美幸，中林圭一，平山
千穂，別所京子，渡辺陽子［東京］青木
井晴美，飯田

舞，飯田里菜子，板垣

梢，青山キヨミ，荒
雅，伊藤富美子，植田

尚樹，宇津野知美，江口剛史，大川内由美子，大滝明子，小笠
原裕樹，岡本龍也，小川真由美，尾]彩佳，小田千容子，小貫
純一，春日郁馬，片岡真弓，片桐諒子，金子朗子，上橋美紀，
川井邦彦，河内

進，菊池絢乃，河野裕子，小日山千絵，佐藤

浩子，鈴木圭子，鈴木雅子，鈴木美和，竹内誠一，竹田理紗，
西脇

洋，埜口武夫，前田美保，松本理佳，三宅よしみ，宮崎

好美，村上優子，森
田

創，山

香織，山田千積，山中芳亮，脇

綾［神奈川］伊東明美，稲川

子，鹿志村美紀，片倉克

明，北島洋樹，木山信明，黒石宏美，小崎智照，小林一雄，坂
本龍雄，三瓶利恵子，清水真喜子，進藤朋子，須藤
奈穂子，中濱真由美，長谷川眞紀，藤井
鍋

寛代，山崎淳子，吉田しおり，劉

哲，代島

香，正木利惠子，真
欣欣，
［新潟］高橋常

日
場

時：平成 22 年 10 月 9 日（土）PM 〜 10 日（日）AM
所：サンプラザ シーズンズ
（名古屋市名東区藤里町 1601 番地）
特別講演：ヒト皮膚ガスの発見とバイオマーカーへの応用
津田孝雄（（有）ピコデバイス 代表取締役，
前名工大教授）
シンポジウム：有機溶剤中毒・生物学的モニタリング・
バイオマーカー研究の未来
―産業現場と研究の接点を求めて―
一般演題：演題締め切り 9 月 2 日（金）
抄録締め切り 9 月 22 日（金）
世話人 柴田英治（愛知医科大学）
事務局 愛知医科大学医学部衛生学講座
〒 480–1195 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字
雁又 21
電話 0561–62–3311
FAX 0561–63–8552
E-mail eshibata@aichi-med-u.ac.jp
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第 81 回日本衛生学会学術総会
第 28 回日本医学会総会分科会
テーマ：疾病予防の現在とこれから―衛生学が果たすべき役割―
会長 中館 俊夫
昭和大学医学部衛生学教授
第 81 回日本衛生学会学術総会を東京都で開催いたします．
皆様のご参加をお待ちしております．
1）開催予定日および会場
会 期： 2011 年 3 月 25 日（金）〜 28 日（月）
会 場：昭和大学旗の台キャンパス
http://www.showa-u.ac.jp/guide/campus/
hatanodai.html
〒 142–8555 東京都品川区旗の台 1–5–8
暫定スケジュール（変更される場合もあります）
［第 1 日目］
・理事会，評議員会，各種委員会，付随行事（教育協議会等）
［第 2 日目］
・開会式，特別講演，メインシンポジウム，シンポジウム，
口演発表，ポスター発表，連携研究会
［第 3 日目］
・総会行事（年次総会・表彰式等），受賞者講演，次期会長
講演，シンポジウム，口演発表，ポスター発表，連携研究会
・懇親会
［第 4 日目］
・シンポジウム，口演発表，ポスター発表，連携研究会
2）一般演題について
a．発表形式
一般の演題の発表は口演およびポスターとします．
「若手研究者のための学術総会会長賞」を設ける予定です．
b．出題申し込み
一般演題出題者のうち筆頭発表者は日本衛生学会員に限り
ます．学会員でない方で筆頭発表者として出題を希望される
方は，事前に入会手続きを行って下さい．共同発表者はこの
限りではありませんが，これを機会に日本衛生学会にぜひご
入会下さい．入会に関するお問い合わせ先は右記をご参照く
ださい．
c．演題申し込みおよび抄録受付について
UMIN によるオンライン受付となります．詳細が決まり次
第ホームページでお知らせいたします．

3）特別講演
「食育について」服部幸應
（学校法人服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長）
4）メインシンポジウム
「次世代の予防戦略に果たす衛生学の役割」
5）宿泊，交通について
宿泊・交通のご案内はホームページでお知らせいたします．
6）第 81 回日本衛生学会ホームページ
WEB サイト URL
http://eisei81.jtbcom.co.jp/
7）問い合わせ先
a．［第 81 回日本衛生学会学術総会事務局］
〒 142–8555 東京都品川区旗の台 1–5–8
昭和大学医学部衛生学教室内
第 81 回日本衛生学会学術総会事務局
TEL: 03–3784–8137
FAX: 03–3784–8251
E-mail: nichiei81@med.showa-u.ac.jp
〒 141–8657 東京都品川区上大崎 2–24–9
アイケイビル 3F
株式会社 JTB コミュニケーションズ内
（※旧 株式会社ジェイコム）
第 81 回日本衛生学会総会運営事務局
（担当：阿部，迫）
TEL: 03–5403–7834 FAX: 03–5403–7839
E-mail: eisei81@jtbcom.co.jp
b．［入会・年会費］
〒 602–8048 京都市上京区下立売通小川東入ル
中西印刷株式会社 学会フォーラム内
日本衛生学会事務支局
TEL: 075–415–3661 FAX: 075–415–3662
c．［日本衛生学会事務局］
〒 980–8575 仙台市青葉区星陵町 2–1
東北大学大学院医学系研究科環境保健医学分野内
日本衛生学会事務局（担当：仲井邦彦）
TEL: 022–717–8104 FAX: 022–717–8106

