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御挨拶 
謹啓 

この度、第93回日本産業衛生学会を、2020年5月13日（水）から 16日（土）にかけて、旭川市民文化会館およびアー

トホテル旭川にて開催することとなりました。第 93 回学会は日本産業衛生学会北海道地方会が企画運営する事となり、

北海道地方会長でもあります私、旭川医科大学医学部社会医学講座の吉田貴彦が企画運営委員長を務める事となりま

した。 

 日本産業衛生学会は、産業保健に関わる専門職、研究者、実務担当者などの多職種からなる産業保健領域では日本

で最も大きな学術団体です。産業衛生に関する学術振興と、勤労者の職業起因性疾患の予防及び健康保持増進を図

り、学術と社会の発展に寄与することを目的として活動しております。会員への情報提供・交流を図るために、産業衛生

に関する学術集会等の開催や機関誌等の発行を行っており、今回開催される第 93回日本産業衛生学会は、毎年開催

される最も大きな事業であります。過去に北海道地方会で行われた学会は、最近では 2008年に札幌で学会創立80 周

年記念として行われ、さらにさかのぼる 1996年に旭川で行われています。 

 毎年の学会において、時勢を反映する課題であったり開催地に縁のある話題がメインテーマとして掲げられ、プログ

ラムが組まれています。今回の開催地である北海道は、開拓時代から農林水産業の食糧供給の場を担ったとともに、炭

鉱や鉱山などの資源供給にかかわる産業が盛んで、炭鉱・鉱山労働者の健康を守る産業保健が主流であった時代もあ

りますが、今や過去の産業となりながらも塵肺などで苦しむ方々が多いのも事実です。一方、農林水産業は現在でも代

表的産業でありながら産業保健活動のかかわりは低いのではないでしょうか。 

 また、現代の課題として、様々な「物」がインターネットを介して接続され情報交換（通信）することで相互に制御する仕

組み（Internet of Things, IoT）の普及と人工知能（artificial intelligence、AI）とそれを搭載した人型ロボット（android）の実用

化がもたらすであろう「人類文明の大変革」と言われる第四次産業革命が進行しつつあります。本来、機械化の導入な

ど作業による労働者の負担を軽減する対策は、健康障害の防止策として産業保健活動に携わる我々が取り組むべき課

題です。同じ趣旨を持つ技術革新が、身体的に負担の大きい作業を自働化するなどして減らすばかりでなく、精神的な

作業も AI にとって替わられる事が想定され、人々の働き方に大きな変革をもたらすことは疑いがありません。多大な社

会変革が起こり雇用への影響と労働の変質が起こる事は必至であると思えます。産業界と経済界では議論が進んでい

ますが、産業保健を担う我々の対応はどうでありましょうか。 

そこで、第 93 回日本産業衛生学会では、労働の起源に近い食料･資源供給産業を担って来た北海道において産業

衛生の原点にたち、将来に起こるであろう AI と IoTの高度発展がもたらす労働の量的・質的変化と、それに連動する健

康影響について考える機会とすることをテーマに掲げさせていただきました。多くの皆様の参加をいただきまして、共

に考える事ができれば幸いです。 

元より、本学会を盛況且つ円滑に運営するため、関係者一同、精一杯の経費の節減にあたる所存ではございますが、

運営にあたりましては、参加者からの会費、学会からの助成を充当しましても限度があり、経済的に厳しい状況が懸念さ

れます。 

つきましては、厳しい経済状況の中、誠に恐縮ではございますが、かかる事情を御賢察の上、格別の御高配を以って

御協賛をいただきたくお願い申し上げます。 

末筆ながら貴社のますますの御発展をお祈り申し上げます。 

 謹白 

2019年 8月吉日 

第 93回日本産業衛生学会  

企画運営委員長 吉田 貴彦  

（旭川医科大学医学部社会医学講座 教授）      



 

                   

 

開 催 概 要 

 

１．会議の名称  第93回日本産業衛生学会 

 

２．テ ー マ 産業衛生の原点に立ち、将来の労働と健康について考える 

 

３．会     期  2020年5月13日(水)～16日（土）  ※17日（日）：特別研修会 

 

４．会     場  旭川市民文化会館 

              〒070-0037 北海道旭川市7条通9丁目 

              TEL：0166-25-7331（代表）  

 

  アートホテル旭川 

〒070-0037 北海道旭川市7条通6丁目29番地2 

TEL：0166-25-8811（代表）   

 

５．企画運営委員長  吉田 貴彦（旭川医科大学社会医学講座 教授） 

 

６．事務局長 神田 浩路（旭川医科大学社会医学講座 助教） 

 

７．ホームページ  https://convention.jtbcom.co.jp/sanei93/ 

 

８．学会事務局 旭川医科大学社会医学講座 

〒078-8510 旭川市緑が丘東2-1-1-1 

        TEL：0166-68-2402  FAX：0166-68-2409  E-mail: jsoh2020@asahikawa-med.ac.jp 

 

９．運営事務局  株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部 

  〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル 7階 

  TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804 E-mail：sanei93＠jtbcom.co.jp 

 

10．参加人数  2,500名（予定） 

 

11．主なプログラム（予定） 

  総会、特別講演、基調講演、メインシンポジウム、シンポジウム、各部会フォーラム、 

共催セミナー、一般演題（口演・ポスター）、自由集会、懇親会、他 

 

 
12. その他 
   本学会は、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」、「貴社と医療機関及び 

医療関係者との関係の透明性に関する指針」 に従い、学会開催にかかる費用を貴社のWEBサイト上に公開す 
ることに同意します。 

 
 
 



 

                   

 

講演集 広告募集要項 

 

■ 広告募集詳細 

（1）媒 体 名  『第93回日本産業衛生学会 講演集』 

（2）規格と部数 A4判／4,000部 

（3）配布対象者 学会参加者ならびに関係者 

（4）制作費と広告料 媒体制作費 5,800,000円 / 広告料  1,320,000円 

（5）広 告 料（税込） 

掲載頁 広告料 サイズ 募集数 

表4（裏表紙）1頁・（カラー） 260,000円 縦 27cm×横18cm程度 1社 

表2（表紙裏）1頁・（カラー） 210,000円 縦 27cm×横18cm程度 1社 

表3（裏表紙裏）1頁・（カラー） 190,000円 縦 27cm×横18cm程度 1社 

後付1頁・（モノクロ） 120,000円 縦 27cm×横18cm程度 3社 

後付1/2頁・（モノクロ） 60,000円 縦 13cm×横18cm程度 5社 

■ 広告掲載頁決定 

（1）各広告掲載のページ割等は、申込締切後に主催者（事務局）で決定いたしますので、ご一任ください。 

（2）申込社が主催者の許可無く広告掲載ページの全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社同士において 

交換することはできません。 

■ お申し込み方法・申し込み期限 

オンラインによる受付となります。本学会ホームページよりお申込みください 

 

 【ホームページURL： https://convention.jtbcom.co.jp/sanei93】 

 申込締切：2020年2月14日(金)   広告版下：2020年2月28日(金)  

 

※印刷原稿は完全版下、またはイラストレーターなどのデータ （解像度 350dpi 以上） にて運営事務局まで、宅配便また

はメール添付にてご送付ください（当方では版下の作成はいたしません）。また、必ず出力見本もつけてください。 

 

■ 広告料のお支払い 

広告料は、掲載ページ割確定後に請求書をお送りいたしますので、期日までに下記指定の銀行口座にお振込みくださ

い。なお、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願いいたします。 

 

銀 行 名  旭川信用金庫 本店 （店番 001） 

   口座番号  普通預金 1461912 

口座名義  第93回日本産業衛生学会 企画運営委員長 吉田 貴彦 

口座カナ  ﾀﾞｲｷﾕｳｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆｯﾎﾟﾝｻﾝｷﾞﾖｳｴｲｾｲｶﾞﾂｶｲ ｷｶｸｳﾝｴｲｲｲﾝﾁﾖｳ ﾖｼﾀ  ゙ ﾀｶﾋｺ 

 

■ お申し込み・お問合せ先 

第93回日本産業衛生学会 運営事務局 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル 7階 

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部 

TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804 E-mail：sanei93-sponsor＠jtbcom.co.jp 

 



 

                   

 

 

第 93回日本産業衛生学会 

協賛申込（オンライン）について 

 

 

第93回日本産業衛生学会の各種協賛申込みは、オンライン登録にて受付けいたします。 

ホームページ内「協賛申込」より、ご登録をお願いいたします。 

 

ホームページURL：https://convention.jtbcom.co.jp/sanei93 

 

申込開始日：2019年 8月 1日（木） 

 

※基本的にTEL及びFAXによるお申込みの受付はいたしませんので、予めご了承ください。 

なお、インターネット環境のない方は、運営事務局にお問合せください。 

 

＜お申込みの流れ＞ 

1. 

新規申込者登録 

 2. 

マイページログイン 

 3. 

マイページMENUより 

各種申込み登録 

登録後、申込み IDがメール

で届きます。 

 メールで届いた申込み IDと

設定したパスワードを入力し

てログインください。 

 ご希望の協賛内容を選択

し、必要事項を入力の上、ご

登録をお願いします。 

各種お申込み完了後、確認

メールが届きます。 

 

 

※推奨ブラウザ 

Internet Explorer 11以降、Firefox 23.0以降、Chrome 28.0以降 

 

※個人情報の利用目的 

お名前、メールアドレス等の個人情報は、協賛申込に関して、請求書、領収書、本件に関する連絡以外の目的

には利用しません。また、個人情報は第三者へは開示いたしません。 

 

 

【お問合せ先】 

第93回日本産業衛生学会 運営事務局 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル 7階 

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン ミーティング＆コンベンション事業部 

TEL：06-4964-8869  FAX：06-4964-8804 E-mail：sanei93-sponsor＠jtbcom.co.jp 

 


