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第 68回北海道公衆衛生学会のご案内 
メインテーマ 「ソーシャル・キャピタルの醸成と地域の人々の健康」 

 
 

 

学会長 河原田 まり子（札幌市立大学看護学部地域看護学領域 教授）  

 

                       
【会  期】 平成 28 年 10 月 1日（土）9:30～17:00 

【会  場】 札幌市立大学看護学部 桑園キャンパス 

（札幌市中央区北 11条西 13丁目） 

【概  要】  

特別講演  「ソーシャル・キャピタルと健康－関連の実証から応用へ」 

近藤 克則 先生 

（千葉大学予防医学センター教授、日本福祉大学社会福祉学部客員教授） 

座長 河原田 まり子（札幌市立大学看護学部教授） 

北海道功労賞受賞記念講演  

「公衆衛生の役割―これまでとこれから」 

三宅 浩次 先生 

（札幌医科大学名誉教授、北海道産業保健総合支援センター所長） 

座長 岸 玲子（北海道大学環境健康科学研究教育センター特別招聘教授） 

 

一般演題 口演 ・ 示説  

 

総 会 

 

シンポジウム「ソーシャル・キャピタルを醸成する地域活動」 

        

「ソーシャル・キャピタルと公衆衛生」 

志渡 晃一（北海道医療大学大学院看護福祉学研究科教授） 

             「住民参加によるもの忘れ散歩のできるまちづくり」 

         飯山 明美（本別町地域包括支援センター所長） 

             「ソーシャル・キャピタルを育むコミュニティ・レストラン」 

片山 めぐみ（札幌市立大学デザイン学部講師） 

「ソーシャル・キャピタルの醸成過程」 

岡島 さおり（札幌市福祉局高齢保健福祉部介護保険課 認知症支援・介 

護予防担当課長） 

座長 岩本 泉（北海道倶知安保健所健康推進課長）         

清水 光子（札幌市立大学看護学部准教授） 
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【参加費用】   正会員 3,000円（参加費 1,000円、抄録集代 2,000円） 

非会員 4,000円（参加費 2,000円、抄録集代 2,000円） 

学部生  500円（抄録集なし） 

※別紙①「参加申込方法について」をご参照の上、お振込ください。 

 

【演題申込金】  1演題 2,000円 

    ※演題申込は別紙②「一般演題募集要項」をご参照ください。 

 

【一般演題申込みおよび抄録集原稿提出】   

一般演題申込み 平成 28年 6月 15日 (水）必着 

抄録集原稿提出 平成 28年 7月 15日 (金）必着 

 

   

【事務局】 〒060-0011 札幌市中央区北 11条西 13丁目 

        札幌市立大学看護学部  担当：清水 光子 

TEL&FAX： 011-726-2703 （直通） 

      E-mail： h.koei.68@scu.ac.jp 
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別紙① 

  参加申込方法について 
 

学会参加申込には郵便振替または銀行振込をご利用いただけます。 

 

・会員は 3,000 円（参加費 1,000 円、抄録集代 2,000 円）、非会員は 4,000 円（参加費 2,000 円、

抄録集代 2,000 円）を上記いずれかの方法にてお振込みください。なお、参加費のみでの受付

は行っておりませんのでご注意下さい。 

・請求書が必要な場合はその旨及び請求書の宛先・内訳（○名参加（参加費○名○円、抄録集 

代○名○円））を明記願います。請求書送付後、入金を確認した上でご参加いただけます。 

・学会参加については、当日申込も可能ですが、当日の混乱を避けるため、可能な限り事前申 

込をお願いいたします。 

・事前参加申込の締め切りは 8月 10日（金）です。 

・演題を申し込まれる方は、別紙②２-３）をご覧ください。 

 

【郵便振替】 

参加者 1名につき 1枚の郵便振替用紙で振込をお願いします。通信欄に参加者の「氏名」「所属」

「連絡先住所」「電話番号」を記入し、以下の郵便振替口座にお振込下さい。振込料金はご負担

下さい。 

※後日確認する場合がありますので「振替受領証」は必ず保管して下さい。 

 

口座記号番号  ０２７５０－８－７５１０ 

加 入 者 名  北海道公衆衛生学会 

 

【銀行振込】 

参加費を以下の口座にお振込いただくとともに、ファックスまたはメールにて、「第 68 回北海

道公衆衛生学会参加申込」と明記し、振込元の名義および参加者の「氏名」「所属」「連絡先住

所」「電話番号」をご記入の上お申し込み下さい。 

 

＜振込口座＞ 

銀行名    北海道銀行道庁支店  口座番号 ０４４０３２４ （普通預金） 

口座名義   北海道公衆衛生学会 

 

＜申込先＞ 

ファックス番号・宛先： 011-726-2703 「第 68回北海道公衆衛生学会事務局」 

メールアドレス：h.koei.68@scu.ac.jp 

 

 

【座長の方へ】 

 講演、シンポジウム、口演発表の座長を担当される方は、一般会員と同様の参加申し込みを行

ってください。 

 当日は、１階の座長受付で手続きをお願いします。 

 

 

mailto:h.koei.68@scu.ac.jp
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別紙② 

一般演題募集要項 
 

１ 発表者の資格 

１）発表者は北海道公衆衛生学会会員であること。ただし、共同演者はこの限りではありません。 

２）発表者が学会員でない場合は、入会手続きをお済ませください。 

３）入会手続きに関する問い合わせ先 

 北海道公衆衛生協会 （ホームページ： http://hpha.web.fc2.com/） 

 〒060-0004 札幌市中央区北 4条西 12丁目 北海道労働福祉会館４F 

TEL＆FAX 011-222-3292 

 

２ 応募要領 

１）申込方法  以下の項目をもれなく記入し、電子メールにて演題申込を行って下さい。 

（１）演題名 

（２）発表者氏名（所属） 

（３）共同発表者氏名（所属） 

（４）希望する発表形式（口演・示説） 

（５）参加費等の振込の有無、未だの場合は振込予定日 

（６）請求書払いを希望される場合は、その旨を記載してください。 

 

２）抄録作成要領 別紙③「抄録原稿のレイアウト サンプル」を参考に作成し、事務局宛に 

提出して下さい。 

原稿提出方法（下記のいずれかでご提出下さい） 

1．CD等の記録媒体を事務局まで送付 

2．電子メールへの添付 メールアドレス：h.koei.68@scu.ac.jp 

  注意）上記のメールアドレスの添付ファイルサイズは 25MBまでです 

（１）原稿は、Microsoft Word97-2003、Word2007、Word2010、Word2013で提出してください。 

（２）A4版 1枚とします。 

（３）ページ設定 

① 余白の設定  上 30mm、下 30mm、右 18mm、左 18mm 

② 文字数、行数の設定：45字×40行 

（４）文章中のフォントの設定 

演題名：MSゴシック 14P 

氏名（所属）：MSゴシック 10.5P 

本文：MS明朝 11P 

（５）演題名の左に演題番号を付しますので、30mmの空白をあけてください。  

（６）氏名の後ろには（  ）内に所属名を記載してください。 

（７）発表者にはふりがなをつけ、発表者氏名の前に○印をつけてください。 

（８）発表者と本文との区切りのために 1行空行を入れてください。 

（９）本文は目的、方法、結果等を順に記載してください。 

（10）句読点や閉じカッコが行のはじめにこないよう、また、数値、単位の途中で改行しない 

よう体裁を整えてください。 

（11）原稿中に図や表を使用する場合には、直接原稿に挿入してください。その場合には指 

定した余白から外れないように整えてください。 

（12）抄録集原稿提出締め切り：平成 28年 7月 15日（金） 

（13）演題申込及び抄録集原稿提出先 

〒060-0011  札幌市北区北 11条西 13 丁目  札幌市立大学看護学部 

担当：原井 美佳 TEL&FAX：011-726-2584（直通） 

                       E-mail：h.koei.68@scu.ac.jp 
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３）演題申込金額  

(１)演題申込金として 1 演題につき 2,000 円を徴収いたしますので、参加費 1,000 円、抄録集

代 2,000 円と併せて、合計 5,000 円を発表者氏名で郵便振替または銀行にて振込んでくだ

さい。 

(２)参加費および演題申込金 締切：平成 28年 7月 15日（金） 

 

３ 発表要領 

口演および示説による発表となります。発表形式の最終決定は学会事務局に一任願います。 

 

１）口演  

（１）各演題の発表時間は、一題 10分（発表 7分、質疑 3分）を予定しています。 

   口演発表は、power pointによる発表のみです。  

（２）口演発表は、パソコンと液晶プロジェクターによる発表となります。 

（３）発表者は、発表する群の開始予定時刻 1時間前までに、1階の「口演演題発表者受付」で 

手続きを済ませ、発表する演題群の開始時刻 10分前までに会場の演者席にお着きください。 

 

２）示説（ポスター）  

（１）発表者は、1階の「示説演題発表者受付」で手続きを済ませてください。 

（２）演題番号ごとに指定された区画にポスターを掲示してください。 

（３）ポスターの受付、掲示と撤去時間は下記のとおりです。 

 ポスターの受付、掲示 ポスターの撤去 

10月 1日（土） 9：00～9:30 17:00～17：30 

（４）発表者は、ポスターセッションの 10分前に、ポスター掲示場所にて待機し、訪れた会員等 

と意見交換を行ってください。 

事務局では以下のものを用意いたします。 

① 掲 示 板：1題ごとに、ヨコ 120㎝×タテ 180㎝のパネル板を用意します。 

② 演題番号：掲示板上部に演題番号札を取り付け、表示します。 

③ 掲示方法：掲示の際にはプッシュピンを使用します。プッシュピンは事務局で用意いた 

します。  
 

４．ワークショップの開催 

会員の皆様が主体的に「ワークショップ」を開催する場合は、場所、AV機器の準備等につい

てサポートを致します。6月 15日(水)までに事務局にご相談ください。 

◆ 発表用データ受付等について◆ 

① 発表用のパソコンは事務局で用意いたします。発表者がパソコンを持ち込んで発表すること

はできません。 

・ OS は「 Windows 7 」、 Power Pointのバージョンは「 2010 」です。 Windows 版の Power 

Pointにてデータを作成してください。動画や音声は使用できません。ただし、Power Point

のアニメーション機能は使用可能です。 

・ データのファイル名には、演題番号（半角）に続けて演者の氏名（漢字）を必ず付けて下

さい。 例：1-1 北海 道子  

② 発表データは、ウイルスチェック済みの USB メモリー に入れて、下記の時間帯に 1 階の「口

演発表者受付」にご持参ください。そこで事務局で用意したパソコンにデータを複写します。

動作確認はご自身でお願いいたします。 

③ 各発表者につき、 1 ファイルとさせていただきます。 

④ 発表用データは外部ファイルとのリンクをはずし、持ち込まれたファイル単体で動くように

してください。 

⑤ メディアは発表終了後、事務局で責任を持って消去させて頂きます。 

 

 

 

発表用データ受付・発表メディア動作確認時間  

１0月１日（土） 午前の部： 9：00～10：00 

             午後の部：11：30～12：30 
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別紙③ 

 

 

 

 

 

 

 

番号

枠 
タイトルはセンタリング 【MSゴシック体１４ポイント】 

○札幌

さっぽろ

太郎

た ろ う

（○○保健所） 菊水花子(○○大学) 【氏名（所属）: MSゴシック l0.5P）】 

＜発表者氏名にはルビを振り、氏名の前に○をつける。本文との区切りのために１行空行＞ 

【目 的】 

【文字数、行数の設定：45字×40行】 

 

【本文は、MS 明朝体 11ポイント】 

 

【方 法】 

 

 

 

 

【結 果】 

 

 

 

 

【考 察】 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ミリ 

抄録原稿のレイアウト サンプル 

＜左右余白 18 ミリ＞ 

＜上余白 30ミリ＞ 

＜下余白 30ミリ＞ 

 

 

 

 

 

番号枠の印刷のため、タイトルの左側は余白を含め 30 ミリあけてください 


