住み良い地域社会の実現のために

東海公衆衛生学会

東海公衆衛生学会の活動目的

東海公衆衛生学会

住み良い地域社会をつくっていくこと

理事長挨拶
人びとの生活の質の向上、
自己実現をサポートするために

本学会 は地域 の公衆 衛生 上の 諸問
題についての調査や研究 を奨励し、学
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術大会、広報活動、学会員の人的ネッ

公 衆 衛生 の目 的は 3P（な いし 4P）と いわ れ
ま す。ま ず、健 康 増 進（health Promotion）、疾 病

トワーク などによりその活 動を支援 して

予 防（disease

いくことを目的とします。

Prevention）、健 康 寿 命 延 長

（Prolonging healthy life expectancy）ですが、その
ような生活の場における対人保健・健康危機管理

1)

学術的内容： 本学会の学術的内容は、保
健・医療・福祉にとどまらず環境をも含めた公
衆 衛 生分 野 の多 方面 に わたる ものでありま
す。

2)

学術大会： 学術大会は毎年１回、活動実
践者、研究者が１ケ所に集い、互いの立場か
ら 意 見を出 し合 って 知識 と経験 を分 かち 合
い、最善の結論を導くための極めて重 要な交
流の場として位置付けられております。

3)

教育講演・シンポジウム： 学術大会 では、そ
の時期 に社会 問題 となるような重 要な事項
に焦点をあて、教育講演 やシンポジウムを開
催し、さらに活動実践者、研究者が一堂に会
した活発な議論を通 して、それら の対策を考
えるものであります。

4）

広報活動： ニュースレター、メールマガジンを
定期的に発行し、大学研究室の研究紹介や
地域 行 政における事 例紹介、本 学会の
推進・支援する各種事業の案内を学会員に
広報します

に限 ら ず、生 活環 境保 全（Preservation of environment）、地球・生態系保全などの活動も含まれ
ます。つまり、公衆衛生活動は地域・学校・職域な
ど における 保 健・医 療・福 祉・介 護・リハ ビ リテ ー
ションなどのニーズに応え、人びとの安全・安心に
奉仕し、生活の質・幸福の 追求 に貢献し、自己実
現をアシストするものだと考えられます。
公衆衛 生活動 には保健・医療・ 福祉 などの
公衆衛生関係従事者のスクラム、官・学・産・民の
連携が必須です。
東海公衆衛 生学会の いっ そうの 充実・発展
のため、皆様のご支援をいただきたく、何卒よろし
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くご協力お願いいたします。

学会理事長 徳留 信寛
（名古屋市立大学大学院医学研究科

http://tpha.umin.ac.jp

公衆衛生学分野 教授）

東海公衆衛生学会・入会のご案内
 入会は随時受け付けております。
資格等は問いません。入会金もありません。
 個人会員入会申し込みおよび会費納入方法
下記口座 に年会 費2,000 円(役 員3,000 円)をお
振 込 み の上、本 紙右 下 の入会 申込 書 に必 要
事項をご記入いただき、事務局までご返送くださ
い。郵 送、FAX、e-mailのお申 込 も 可 能 です。
入 会 申 込 書 は ホ ー ム ペ ー ジ h ttp://

tpha.umin.ac.jp からダウンロードもできます。
郵便振込口座：00840−1−40587
口座名義：東海公衆衛生学会

なお、毎年の会 費払 い込み のお手間を省 くため
に、郵便局自動振 替のご利 用をお勧 めして いま
す。ご希望の方は事務局までご連絡くださ い。申
込書を お送 りいた します。( 5月 以降 のお申込み

賛助会員のご案内
 賛助会員とは
本学会の趣旨と目的に賛同し、所定の会費を納入し
て、学会の活 動の円滑な遂 行にご 協力く ださる個人
および団体をいいます。

東海公衆衛生学会役員名簿
理 事 長
徳留

 入会申し込みおよび会費の納入方法
賛助会員入会申込書に必要事項を記入の上、事務
局宛に 郵送、FAX、あるいは 電子 メール（ 電子 メール
の場合は同様 の内容を明記く ださい）にてお送りく ださ
い。（ホームページ内にも案内がございます）
会費は個人 会員 と同じく左 記の振 込先に 納入く ださ
い。
 賛助会員の主な特典（詳細はお問合せ下さい）
1. 学会の発行する機関紙の入手
2. 学会ホームページ上の芳名掲載
3. 学会ホームページとのリンク
4. 学術大会への参加
5. 学術大会抄録集への無料広告掲載
6. その他、学会活動情報の入手
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名古屋市立 大学大学院 医学研究科 公衆衛生学 分野
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名古屋市千 種保健所 所長
愛知県中央 児童・障害 者相談セン ター セン ター長
多治見市民 病院副院長 ・眼科診療 部長、
多治見市保 健センター
愛知県健康 福祉部健康 担当局 局 長
三重県鈴鹿 保健所 所 長
静岡県東部 保健所 所 長
浜松医科大 学医学部看 護学科地域 看護学講座 教授
名古屋大学 大学院医学 系研究科公 衆衛生学分 野 教授
岐阜大学大 学院医学系 研究科疫学 ・予防医学 分野 教授
岐阜県西濃 保健所 所 長
（財） 愛知県健康 づくり振興 事業団 理 事長
岐阜県健康 福祉部健康 福祉政策課 保健企画 監
三重大学大 学院医学系 研究科公衆 衛生学 教 授

名古屋市衛 生研究所 所長
名古屋大学 大学院医学 系研究科予 防医学 /
医学推 計・判断学 分野

東海公衆衛生学会
●入会希望日

の場合、引落としは次年度からになります。)

平成

年

教授

入会申込書
月

日

●氏名（フリガナ付）

当学会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までです。

東海公衆衛 生学会事 務局
〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１
名古屋市立大学大学院医学研究科
健康増進・予防医学分野
電話 052 (853) 8176 Fax 052 (842) 3830
http://tpha.umin.ac.jp
Email ： tokai-ph@med.nagoya-cu.ac.jp
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株式会社 毛髪クリニックリーブ21
財団法人 愛知健康増進財団
財団法人 全日本労働福祉協会
財団法人 中部公衆医学研究所
ホーユー株式会社

教授

副理事長
清水

 賛助会費（年会費として毎年納入）
3万円以上

（2007年1月現在）

●勤務先名称：
●勤務先住所：〒

●勤務先電話番号：

FAX：

●自宅住所：〒

●自宅電話番号：
●連絡事項等希望送信先
●連絡先E-mail:

FAX：
1.

勤務先

2.

自宅

