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趣 意 書 

 

謹 啓 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます． 

さて，（社）日本薬学会 環境衛生部会では，疾病予防や健康の維持・増進に関する学術・

研究の推進を目標に置き，関連する基礎及び応用分野の研究者の研究発表，知識の交換並

びに研究者相互の連携の場を提供することを目的として活動を行っております．本部会に

おきましては，近年の予防医学・予防薬学の重要性や健康志向の高まりを認識して，生体

内外の健康障害や微生物の問題を主要な研究課題として位置づけ，人を含めた多様な生物

種の共存に必要な環境問題にも鋭意に取り組んでおります． 

本部会では，重要な活動の一つとして，毎年「フォーラム：衛生薬学・環境トキシコロジ

ー」を開催しております．本フォーラムは健康と環境に関わる大学，行政，企業等の研究

者が一堂に会し，最新の知見について報告し，意見交換をすることで，自己の研鑽に努め，

広く社会に貢献することを目的としております．これらの実現には，この領域を支える次

世代の研究者を養成することも不可欠であり，例年開催される本フォーラムでは，多くの

大学院生，学部学生による研究成果発表がなされており，優秀な者を顕彰して人材育成に

役立てております．また，このフォーラムでは韓国の薬学会とも密接に連携しており，数

十に及ぶ研究成果発表を得て，学術交流を行っております．このように本フォーラムは，

国内外の研究者の学術交流のみならず若手の人材育成の観点からも極めて有意義な場とな

っております． 

本フォーラムは，過去 42 回に亘り，多数の国内外の研究者の参加により，有意義に開催

されてきましたが，第 43 回目にあたる今回のフォーラムでは，実行委員長として長岡 寛

明（長崎国際大学薬学部 衛生化学教室 教授）が指名され，平成 30 年 9 月 10 日（月）

及び 11 日（火）の両日にアルカス佐世保において開催する予定です． 

現在，今回のフォーラムを成功裡に開催すべく鋭意準備にあっておりますが，開催費用の

一部を広告・寄付金にて充当させて頂きたいと存じます．昨今の企業をめぐる環境は厳し

いということは十分承知しており，可能な限り質素な運営を心がけておりますが，フォー

ラムの趣旨をご理解頂いて，何卒ご協力ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す． 

謹白 

平成 30 年 4 月 20 日 

フォーラム 2018：衛生薬学・環境トキシコロジー 

実行委員長 長岡 寛明 

長崎国際大学薬学部 衛生化学教室 教授 

 



フォーラム開催概要 

 

1. 会議の名称 ：「フォーラム 2018：衛生薬学・環境トキシコロジー」 

 

2. 会議のテーマ ：「最西端から最新の健康科学を」 

 

3. 主催機関 ：日本薬学会（環境・衛生部会） 

 

4. 協賛及び後援機関： 

長崎県総合公衆衛生研究会（後援） 

  

5. 代表責任者 ：実行委員長 長岡 寛明 

 （長崎国際大学 薬学部 衛生化学教室 教授） 

 

6. 会  期 ：平成 30 年 9 月 10 日（月），11 日（火） 

 

7. 会  場 ：アルカス佐世保 

 （長崎県佐世保市三浦町 2-3） 

 

8. 内  容 ：・特別講演 1 題 演者：中島 憲一郎 先生（長崎国際大学 学長） 

「麻薬・危険ドラッグの分析法」 

・教育講演 1 題 演者：中村 龍文 先生（長崎国際大学 教授） 

「長崎県に多い神経難病 HTLV-1 関連脊髄症について」 

・招待講演 1 題 演者：永沼 章 先生（東北大学 教授） 

「水俣病とメチル水銀」 

・フォーラムⅠ～Ⅳの 4 討論課題 

「生殖毒性の最前線」（仮） 

「衛生試験法に関するトピックス」（仮） 

「最近注目されている感染症に関する話題」（仮）」 

「九州地域に関わる有害物質汚染」（仮） 

・一般講演（口頭発表とポスター 合計 約 200 題） 

 

9. 参加予定数 ：約 400 名（国内 370 名，国外 30 名） 

  

10. 事 務 局 ：〒859-3298 長崎県佐世保市ハウステンボス町 2825-7 



長崎国際大学 薬学部 衛生化学教室 

Tel:0956-20-5696 Fax:0956-20-5622 

E-mail : forum2018@niu.ac.jp 

 

  



フォーラム 2018：衛生薬学・環境トキシコロジー 

寄付金募集要領 

 

1. 目的 

 

フォーラム 2018：衛生薬学・環境トキシコロジー準備及び運営資金の補助 

 

2. 寄付金 

 

1 口 金 20,000 円（できましたら 2 口以上でお願いいたします） 

 

3.申込方法 

 

別紙の寄付金申込書に必要事項をご記入の上，平成 30 年 8 月 24 日（金）までに事務

局に E-mail 添付でお申し込みください． 

 

事務局 E-mail：forum2018@niu.ac.jp 

 

4.寄付金の振込先 

平成 30 年 8 月 24 日（金）までに下記銀行口座へお願いいたします．なお，大変恐縮

ですが振込手数料は貴社にてご負担頂きますようお願い申し上げます． 

 

ゆうちょ銀行 

口座記号番号：01710-2-147225 

口座名称  ：フォーラム 2018 衛生薬学・環境トキシコ 

フォーラムニセンジュウハチエイセイヤクガク カンキョウト 

加入者払込店：江上 

 

 

  



フォーラム 2018：衛生薬学・環境トキシコロジー 

広告募集要領 

 

【要旨集への広告】 

1.概要（予定） 

・部数   ：600 部 

・体裁   ：A4 

・配布対象 ：事前参加登録者，当日参加者，他 

・発行予定日：平成 30 年 8 月中旬 

・媒体作成費：約 600,000 円 

・広告料総額：約 300,000 円 

 

2.寄付金広告掲載料 

表紙 3（裏表紙の裏 カラー） 1 ページ 150,000 円（税込み） 

表紙 3（裏表紙の裏 白黒）  1 ページ 100,000 円（税込み） 

後付（白黒）         1 ページ  50,000 円（税込み） 

後付（白黒）        1/2 ページ  30,000 円（税込み） 

 

3.広告原稿 

・入稿（データ）形式 

完全版下電子データで，Adobe Illustrator で作成したアウトライン済みの EPS デ

ータ，画像データをご使用の場合は，その画像も添付してください（画像解像度は

360dpi 以上の CMYK データ）．PDF でも可能です．全てのデータについて出力見

本（プリントアウトしたもの）をご用意ください．また，フィルム・紙焼き・清刷

でも受付は可能です． 

・広告原稿の送付方法 

データ：CD-R をご郵送いただくか，E-mail にてお送り下さい． 

フィルム・紙焼き・清刷：ご郵送ください． 

 

4.申込み方法 

別紙の広告申込書に必要事項をご記入の上，平成 30 年 7 月 23 日（月）までに事務局に

E-mail 添付でお申し込みください． 

 

5.広告掲載いただいた 1 社につき，講演要旨 1 冊を進呈いたします． 



6.広告掲載料の振込先 

平成 30 年 8 月 24 日（金）までに下記銀行口座へお願いいたします．なお，大変恐縮

ですが振込手数料は貴社にてご負担頂きますようお願い申し上げます． 

 

ゆうちょ銀行 

口座記号番号：01710-2-147225 

口座名称  ：フォーラム 2018 衛生薬学・環境トキシコ 

フォーラムニセンジュウハチエイセイヤクガク カンキョウト 

加入者払込店：江上 

 

 

 


