
   

社会医学会レター 

第５７回日本社会医学会総会 ご案内（第２報） 

学会長 垰田 和史 

（滋賀医科大学社会医学講座 衛生学部門） 

メインテーマ：「私たちが目指す社会医学を憲法

の理念から考える」 

２０１６年８月６日（土）～７日（日） 

開催場所：草津市立まちづくりセンター 
第 1 報では、京都の佛教大学を会場に開催するとお知らせしま

したが、当日が､大学のオープンキャンパス日となったため、会場

として借用できなくなりました。そのため、草津市立まちづくり

センターに会場を変更し開催することになりました。当初は、「真

夏の京都」に集って頂き「熱い」学会をと実行委員会では考えて

おりましたが、「湖都に集い、比叡の峰を仰ぎつつ社会医学を語り

合う」をキャッチフレーズに､開催準備に当たることにしました。

会場があるＪＲ草津駅は、大阪から 50 分、京都からも 20 分の場

所です。せっかく滋賀県にお越しいただくのですから､情報交換・

交流会は琵琶湖のナイトクルーズといたしました。昼間の熱い議

論とはまた別の交流を湖上の風を受けながら堪能していただけ

るものと思います。 

さて、実行委員会では、6 つのサブテーマについて担当実行委

員を中心に具体的な準備を進めています。それぞれの領域で、議

論の基調となる教育的なミニ講演を担当していただく演者が決

定しています。これから、会員のみなさまに、それぞれのサブテ

ーマで関連する演題発表をお願いし､それぞれのテーマごとに議

論を深め合う企画に作り上げていきたいと考えています。 

「私たちが目指す社会医学を憲法の理念から考える」は、テー

マが漠として捉えにくいかもしれませんが、本学会が発足時から

追求してきたものが、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和を

基にしていることを再確認できる場になるよう準備いたします。 

会員皆さまの積極的な参加をお待ちします。詳しくは以下のホ

ームページ（HP）まで 

 http://www.shiga-med.ac.jp/~socmed57/index.htm 

1. 特別講演：二木 立先生（日本福祉大学学長） 

2. サブテーマ 
①「人権回復をめざした被害者救済」（教育講演：齋藤 紀先生・

福島わたり生協病院、ひかり協会本部専門委員） キーワード：森

永ヒ素ミルク、水俣病、薬害、予防接種禍、福島原発事故など 

②「過労死問題の過去・現在・未来」（教育講演 広瀬 俊夫 先生・

仙台錦町診療所） キーワード：過労死等防止対策推進法、ブラッ

ク企業等 

③「現代の貧困と健康問題～支援のあり方を考える～」（教育講演 

道中 隆 先生・関西国際大学） 

キーワード：貧困、格差、子供、都市、ホームレスなど 

④「健康格差社会における公衆衛生活動」（シンポジスト 社会疫

学の立場、家庭児童相談室の立場、地域看護活動者の立場、市町

村の立場、保健所長の立場） 

キーワード：地域包括ケア、生活困窮者自立支援制度等 

⑤「老年期を迎える障害者の現状と課題」（教育講演 植田 章 先

生・佛教大学） 

キーワード：障害者権利条約、総合支援法、差別解消法、雇用促

進法、二次障害 

⑥「戦争と科学」（教育講演 吉中丈志 先生・京都民医連中央病院） 

キーワード：戦争と医学、軍事に関わる科学研究、戦前の教訓､ハ

ンセン病、医の倫理など 

演題申し込み：2016 年 3 月 1 日（火）～4 月 30 日（土） 

抄録締め切り：2016 年 5 月 31 日（火） 
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日本社会医学会２０１５年度第１回理事会が 2015 年

12 月 26 日に、大津で開催されました。 

役員選挙に投票しましょう 
日本社会医学会・理事会 ２０１５年１２月２６日（大津） 

出席：山田裕一、田村昭彦、山崎喜比古、垰田和史、柴田英

治、宮尾克、理事委任状８通、オブザーバ（評議員）：亀岡

照子、道端達也 （滋賀医大事務局）辻村裕次  （敬称略） 

１．第５６回総会の総括 

２．第５７回総会・垰田和史学会長（滋賀医大） ２０１６

年８月６日～７日、会場は滋賀県・草津市立まちづくりセン

ター（ＪＲ大津駅徒歩５分）。 

３．第５８回総会：以下の候補が上げられた。宇都宮（独協

医大小橋元先生）、北海道（志渡晃一先生）、愛媛（櫃本慎一

先生）、東京（櫻井尚子先生：慈恵医大）、他に金沢医大 

４．社会医学研究の発行状況：３３巻１号が、２０１６年１

月末に発行される。 

５．学会事務局の移転：名古屋大学から、滋賀医大衛生学に

移転が決定された。 

６．日本社会医学会第６期（2016年 5月１日～2019年 4月

30 日）役員選挙について：２月２２日（月）投票締切（必

着）で評議員選挙、３月１４日（月）投票締切（消印有効）

で理事選挙、３月３１日（木）投票締切（消印有効）で理事

長選挙を行うことを決定した。 

役員選挙に投票しましょう 
 

会費の納入をお願いします。 
 同封された郵便振替（00920-6-182953 日本社会医学会）

の用紙で、2013 年度～2015 年度分、未納分を、納入して

ください。2013 年度から、会費が値上げになりました。会

員 7 千円、学生 3 千円。日付の記入のない部分が未納分で

す。また、銀行振込（名古屋銀行 本店営業部普 3761624 

日本社会医学会）もあります。その場合、会員名と、振込口

座の名前が一致していないことがありますので、メールや

ＦＡＸなどでお知らせください。 

３．演題募集 
演題申し込み：2016年 3月 1日（火）～4月 30日（土） 

抄録締め切り：2016年 5月 31日（火） 

講演集発送 ：2016年７月上旬 

演題数：50～60 題：一般演題はもちろん、若手研究者の発

表、および、サブテーマに関連した演題を要望します。 

演題申し込み書式は､HPから入手してください。HPにアクセ

スできない場合は､事務局にご相談ください。 

４．情報交換・交流会 
 琵琶湖ナイトクルーズ（観光船ミシガン）、6日、先着 120

名まで 大津港 18時乗船～21時帰港、食事と生演奏あり 

 参加費 学会員 5000円、非学会員 6000円 

５．宿泊 
草津市立まちづくりセンターは、ＪＲ草津駅より徒歩 5分 

（京都駅よりＪＲびわこ線新快速で５駅・20分、410円） 

関西方面は外国人観光客が増加しており､ホテルの予約が困

難な場合があります。会場周辺のホテルを斡旋いたしますの

で、HP で案内するところへ電子メールまたは FAX で、早め

にお申し込みください。 

６．参加費 
5月末までの事前登録（当日）：学会員 3000円（4000円） 

非学会員 4000円（5000円）、学生 1500円（1500円） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 57回日本社会医学会総会は滋賀県・草津市立

まちづくりセンターが会場です。８月６日（土）

～７日（日）です。 

琵琶湖大花火大会 2016は、翌日８月８日（月） 
 

近隣ホテル一覧 
アーバンホテル草津 １人朝食のみ￥6,944 

クサツエストピアホテル １人朝食のみ￥11,388 

アーバンホテル南草津 １人朝食のみ￥8,796 

瀬田アーバンホテル １人朝食のみ￥7,120 

ゲストハウスあん 一人素泊まり￥5,833 

ビジネスホテルタカラ １人朝食のみ￥5,092 

ホテル・アルファ－ワン大津 １人朝食のみ￥5,555 

つぼた屋 １人朝食のみ￥5,000 

ホテル ブルーレーク大津一人素泊まり￥6,472 

甲西アートホテル １人朝食のみ￥5,537 

星野リゾート ロテルド比叡 ツイン朝夕食￥43,518 

 

８月６日（土）の昼まで、会場に到着するには 

京都駅発 11:36 ＪＲ琵琶湖線快速・米原行 

2 番線発 / 7 駅 410 円 草津駅(滋賀県)着 11:59 

社会医学研究・第３３巻１号（2016） 編集後記 

 今回の出版を待ち遠しくしていらした方が多いのではと存

じます。総説 3 編、原著 10 編、研究報告 3 編です。32（2015 

年）-2 が 7 月に発刊され、その時、推敲中の方々が多くいら

っしゃいました。その中の 7 編がその後受理され今回の掲載

に至っていることは喜ばしいことです。掲載論文の査読回数

は、１回が６編、２回が 3 編、３回が４編、４回が３編です。

他の学会などでは査読回数の上限を設けている学会もありま

す。本学会では、頑張られる方には支援をする方針でおります。

しかしながら、査読者の先生方のご負担が多くなっております

ので、大学院生の方々は指導教授などからの指導を仰いだ後に

ご投稿くださるように、お願いいたします。 

また、投稿論文を審査途中で辞退する場合は、申し出ていた

だければ幸いです。これは、二重投稿を防ぐためです。 

さらに、倫理的配慮につきましては、高い基準で示すことが求

められております。倫理委員会や個人情報保護委員会の承認を

得られた場合は、匿名化せずに委員会名と承認番号の明記をお

願いいたします。あるいは、研究倫理に関する指針を厳守して

いることを明記するように、お願いいたします。 

会員の皆様からの投稿をお待ちしています。 

日本社会医学会機関誌・社会医学研究編集委員長 櫻井尚子 

 

 
 

８月６日（土）夕方 

ミシガン・ナイトで、情報交換・交流会を楽しみましょう。 

ミシガンは、南湖を周遊する陽気な外輪船。 

船内では楽しい音楽やイベント、軽食からブッフェ、コース料

理など多彩なお食事などが楽しめます。 

また、最上階のミシガン・スカイデッキから眺める 360 度の

パノラマは、息を飲むような雄大さです。 ミシガンクルーズの

コースのうち＜ミシガンナイト＞は、美しい夕景・夜景のびわ

湖と食事、陽気なクルーズイベントを楽しみます。 

社会医学会総会の翌日：びわ湖で大掛かりな花火があり

ます。   びわ湖大花火 ８月８日（月） 
滋賀県大津港沖水面一帯 

有料席：約 16,000席（滋賀県営大津港管理用通路・修景緑地な

どに設置） 

前売券：3,800円/当日券：4,300円（3歳以上は同一料金） 

＊7月 1日より「滋賀県観光物産情報センター」などで発売開始

（予定）「チケットぴあ」・「日本旅行」などでも購入可能です。 

社会医学研究に投稿しましょう。 
 査読つきの年２回刊行、バックナンバーは、インターネット

で、全部読めます。 

原著、総説、研究報告、編集長へのレターなど、選んで投稿し

てください。 

 「社会医学研究」へ投稿される原稿の査読、改訂などの手続

きを迅速化するために、原稿を電子ファイルとして 

以下のメール・アドレスへ送付ください。 下記の(at)は＠に。 

編集委員長・櫻井尚子： nao_sakurai(at)jikei.ac.jp 

電子ファイルを利用して投稿する場合、本文および表は必ず、

「MS Word」または「一太郎」、ないしパワーポイントやエクセ

ルを用いた電子ファイルを用いてください。 

第 57 回日本社会医学会総会は滋賀県・草津市

立まちづくりセンターが会場です。８月６日

（土）～７日（日）です。 

琵琶湖大花火大会 2016は、翌日８月８日（月） 

 

日本社会医学会の役員選挙で、学会の役員に若

い人を増やしましょう。 
 １面掲載のとおり、この春に役員選挙が行なわれます。理事

会での、議論の中で、選挙になると、どうしても有名な年齢の

高い会員が役員に選ばれやすいことが話題となりました。 

 今回の選挙では、総会時の奨励賞を受賞した若い会員の一

覧表をしめすなど、若くて、熱心な会員を積極的に役員に選ぶ

ように便宜をはかることとなりました。 

 会員の皆さまにおかれましては、奨励賞受賞などを参考に、

また、ベテランとともに、若手も積極的に選んでいただきます

よう、お勧めいたします。 


