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公益社団法人日本精神神経科診療所協会 

2019 年度定時総会 第 25回（通算 46回）学術研究会ご挨拶とお願い 
 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、公益社団法人日本精神神経科診療所協会(日精診) 2019年度定時総会 第25回(通算 46回)

学術研究会を 2019年 6月 22日(土)、23日(日)、ホテルラフレさいたまにて開催することとなりました。 

 

精神疾患は、平成25年 4月から、がん、脳卒中、糖尿病、急性心筋梗塞とともに国民にとって最重

要の疾患となりました。精神科医療の対象は、統合失調症、うつ病にとどまらず、不登校・ひきこもり、

児童虐待、自殺、妊娠・出産・育児、薬物依存、認知症など多岐にわたり、通院患者数は増加の一途を

たどっております。その中で、精神科診療所の果たす役割もますます大きくなってきています。無論、

一人で開業しているほとんどの精神科診療所ができることには限界があります。しかしながら、主に入

院治療を担う精神科病院や、福祉事業所、行政をはじめとする関係諸機関と連携することによって、精

神科診療所も、地域の精神保健福祉に対して大きく貢献できるものと思います。国は、認知症に続いて

精神疾患についても地域包括ケアシステムを構築する方向を打ち出しており、私達も積極的に関与して

いかなければならないと考えております。 

医師一人のテナントクリニックから、多機能型、専門型など精神科診療所のありようは様々です。1700

人の会員を擁する日精診は、これまで臨床研究、学会活動、行政や関係諸団体との連携・協力、広報活

動、地域の医療計画への参画などを行い、委員会を組織して増大する一方の多くの課題に取り組んでき

ました。今回の大会のテーマは「つなぐ～精神科診療所にできること～」といたしました。地域～街に

根差して、一人一人の患者さんの治療をつないでいくこと、そして、家族や学校、会社、行政など、患

者さんを取り巻く様々な分野の関係者をつなぐことによって、多様なありようの精神科診療所は、多様

な役割を果たしてきましたし、また、果たし得る可能性があることを示したいと考えております。 

つきましては、埼玉での大会を成功に導くためにもご協賛のお願いを申し上げる次第です。 

是非ご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 なお、本会における貴社からの拠出金額について、企業活動と医療機関等との関係の透明性を確保す

るため、日本製薬工業協会、日本医療機器産業連合会等の団体および貴社の定める指針に従い、ウェブ

サイト等を通じた情報公開に同意します。 

 末筆ながら、各位の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2018年１月吉日 

 

 

          公益社団法人日本精神神経科診療所協会 

2019年度定時総会 第 25回(通算 46回)学術研究会 

大会長 佐藤 順恒 

(一般社団法人埼玉精神神経科診療所協会 会長/上尾の森診療所 院長) 
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開 催 概 要 

1．会 議 の 名 称    公益社団法人日本精神神経科診療所協会 

2019年度定時総会 第 25回（通算 46回）学術研究会 

2．大 会 長    佐藤  順恒 (一般社団法人埼玉精神神経科診療所協会 会長/上尾の森診療所 院長) 

3．テ  ー  マ     つなぐ ～精神科診療所にできること～ 

4．会 期     2019年 6月22日（土）・23日（日） 

5．会 場     ホテルラフレさいたま 

〒330－0081 埼玉県さいたま市中央区新都心3-2 

6．参 加 人 数     800名（予定） 

7．参 加 対 象 者     医師ならびに医療従事者（看護師・薬剤師・精神保健福祉士、心理職等） 

8．主催機関及び責任者     一般社団法人埼玉精神神経科診療所協会 

大会長     佐藤 順恒（上尾の森診療所） 

実行委員長  飯島 毅  （南越谷メンタルクリニック） 

9．主 催    公益社団法人日本精神神経科診療所協会 

 一般社団法人 埼玉精神神経科診療所協会 

 
10．後 援  厚生労働省 埼玉県 

 （申請予定） さいたま市 （公社）日本医師会 

 （公社）日本精神神経学会 （公社）日本精神科病院協会 

 （公社）日本精神保健福祉連盟 （一社）埼玉県医師会 

 （一社）埼玉県歯科医師会 （一社）埼玉県薬剤師会 

 （一社）埼玉県精神科病院協会 （公社）埼玉県看護協会 

 （公社）埼玉県精神保健福祉協会 （一社）埼玉県作業療法士会 

 埼玉県精神保健福祉士協会 埼玉弁護士会 

 （公社）埼玉県社会福祉士会 埼玉司法書士会 

 埼玉県臨床心理士会  

11．ホ ー ム ペ ー ジ   http://convention.jtbcom.co.jp/25japc/  

12．事 務 局   事務局  

 一般社団法人埼玉精神神経科診療所協会 

〒331-0812 さいたま市北区宮原町 3-257 宮原サンハイツ 101 

TEL: 048-788-3792 FAX: 048-788-3793  

E-mail: saiseishin@saiseisin.org 

 

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 PD2局内 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階 

TEL：03-5657-0775  FAX：03-3452-8550 

E-mail：25japc@jtbcom.co.jp 

E-mail：25japc-sponsor@jtbcom.co.jp 【協賛担当】 

mailto:25japc@jtbcom.co.jp
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13．実行委員会 （敬称略・五十音順） 

大会長 佐藤 順恒 上尾の森診療所 

実行委員長 飯島 毅 南越谷メンタルクリニック 

実行委員 悳 武人 イサオクリニック 

 大山 美香子 志木北口クリニック 

 奥野 洋子 熊谷神経クリニック 

 小野原 篤 浦和すずのきクリニック 

 川瀬 典夫 川瀬クリニック 

 木納 賢  小原クリニック 

 近藤 威史 草加すずのきクリニック 

 坂井 俊之 坂井メンタルクリニック 

 鷺谷 公子 鷺谷メンタルクリニック 

 佐藤 寛 さとうメンタルクリニック 

 里村 淳 富士見メンタルクリニック 

 七条 敏明 メンタルクリニック美波 

 島上 實 深谷メンタルクリニック 

 田井 良輔 メンタルヘルス田井クリニック 

 津島 豊美 つしまメンタルクリニック 

 東宮 範周 仁慈礼クリニック 

 長根 亜紀子 いずみクリニック 

 比嘉 千賀 ひがメンタルクリニック 

 昼間 洋平  大宮駅前ひるまこころのクリニック 

 山崎 茂樹 白峰クリニック 

 湯澤 俊 湯澤医院 

顧 問 悳 智彦 イサオクリニック 

14．開 催 目 的    精神科診療所の資質の向上を図るとともに、精神保健に関する事業を行い、もって精神 

障害者の福祉の増進及び精神科医療ならびに国民の精神保健の向上に貢献するという 

本協会の目的のために、年 1回の総会・学術研究会を開催し最新の研究発表と情報交 

換を行うものである。 

15．過去の開催状況    平成26年度第20回（通算 41回）つくば市  （茨城県精神神経科診療所協会担当） 

平成27年度第21回（通算 42回）浜松市    （静岡県精神神経科診療所協会担当） 

平成28年度第22回（通算 43回）大阪市    （大阪精神科診療所協会担当） 

平成29年度第23回（通算44回）東京都   （東京精神神経科診療所協会担当） 

平成30年度第24回（通算45回）淡路市   （兵庫県精神神経科診療所協会、 

                             四国精神神経科診療所協会担当） 

 

16．プログラム（予定）   記念講演、教育講演、シンポジウム、コメディカル対象講座、一般演題（口演）、 

 日本精神神経科診療所協会研究助成事業2019年度助成対象者研究発表会、 

 ランチョンセミナー、アフタヌーンセミナー、企業展示 等 
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6月 22日(土) 6月 23日(日) 

・特別講演 厚生労働省 精神・保健課長 得津 馨氏 ・記念講演 講師 山内俊雄氏（埼玉医科大学名誉学長） 

地域包括ケアシステムにおける精神神経科診療所への期待 私の歩んできた道 

・ワークショップ 1   精神障害者の就労支援 ・シンポジウム 3 アディクション 

当事者による、体験発表やトークセッションあり ギャンブル依存症医療における精神科診療所の役割 

・日精診研究助成事業対象者発表会 ・特別企画  臨床薬理 

 日精診と臨床薬理学会との合同企画 

・一般演題（口頭発表） ・シンポジウム 4  児童虐待 

 児童虐待と家族支援― 一般精神科医にもできる関わり― 

 ・ワークショップ 3  メディカルスタッフの集い 

 患者さんに求められる精神科医療とは 

・ランチョンセミナー ・ランチョンセミナー 

・市民公開講座  講師 藤田孝典氏（ほっとプラス代表理事） ・シンポジウム 5  地域包括ケア 

子どもの貧困―子育て世代、若者に広がる貧困と格差、労働問題のいま 地域包括ケアシステムに精神科診療所はどうかかわっていくのか 

・シンポジウム 1  自殺対策 ・シンポジウム 6  産業メンタルヘルス 

精神科診療所における自殺対策―紛争化防止のために― 精神科主治医は職場・産業医とどのようにかかわればよいのか 

・シンポジウム 2  医療観察法 ・シンポジウム 7  災害支援 

医療観察法と地域をつなぐ 災害支援関連（仮） 

・ワークショップ 2  周産期 ・ワークショップ 4  児童 

周産期の精神保健 児童青年期の発達障害 

・アフタヌーンセミナー  

・開会式 ・閉会式 

・総会  

・会員懇親会  

 

 

17．セミナー共催・展示・広告・寄付金を必要とする理由 

本会は参加者約800名が予定され、会議の準備、運営に要する費用は総額約 38,003千円が必要と推算され

ますが、昨今の厳しい状況下その不足は覆うべくもなく、諸団体および諸企業の方々のご支援を仰がざるを得

ないのが実状でございます。 

つきましては、以上述べました本会開催の趣旨を十分にご理解いただき、セミナー共催・展示・広告・寄付金を

賜りますようお願い申し上げる次第です。 
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18． 収支予算案 

【収入の部】  

（収入の部）項 目 単 価（円） 数 量 金 額（円） 小 計（円） 

参加費        

10,325,000 

事前登録料(医師 会員)  14,000 390名 5,460,000 

事前登録料(医師 非会員) 15,000 80名 1,200,000 

事前登録料(その他) 3,000 120名 360,000 

当日登録料(医師 会員)  16,000 80名 1,280,000 

当日登録料(医師 非会員) 17,000 50名 850,000 

当日登録料(その他) 5,000 80名 400,000 

懇親会参加費（事前） 5,000 80名 400,000 

懇親会参加費（当日） 7,500 50名 375,000 

広告掲載料 抄録集       

1,069,200 

 表４ 216,000 1社 216,000 

 表２ 162,000 1社 162,000 

 表３ 108,000 1社 108,000 

 後付１頁 86,400 3社 259,200 

 後付1/2頁 54,000 6社 324,000 

展示出展料         

928,800 
機器・医薬品展示 108,000 7小間 756,000 

         書籍・音響展示 21,600 3本 64,800 

         食品展示 54,000 2本 108,000 

セミナー共催費       

22,680,000 

ランチョンセミナーA（300名） 2,700,000 2社 5,400,000 

ランチョンセミナーB（150名） 1,620,000 2社 3,240,000 

ランチョンセミナーC（150名） 1,620,000 2社 3,240,000 

ランチョンセミナーD（100名） 1,080,000 2社 2,160,000 

ランチョンセミナーE（100名） 1,080,000 2社 2,160,000 

アフタヌーンセミナーA（300名） 2,160,000 1社 2,160,000 

アフタヌーンセミナーB（150名） 1,296,000 1社 1,296,000 

アフタヌーンセミナーC（150名） 1,296,000 1社 1,296,000 

アフタヌーンセミナーD（100名） 864,000 1社 864,000 

アフタヌーンセミナーE（100名） 864,000 1社 864,000 

助成金（日精診）     1,000,000 1,000,000 

寄付金     2,000,000 2,000,000 

収入合計       38,003,000 
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【支出の部】          

（支出の部）項  目 単 価（円） 数 量 金 額（円） 小 計（円） 

会場運営費 

  

    

22,439,439 

会場借上費用 1式 5,971,189 

会場設備費 1式 3,878,800 

機材費 1式 4,463,860 

看板等、設営・施工費 1式 3,885,890 

人件費 1式 4,239,700 

講師謝金・旅費   1式 2,891,330 2,891,330 

懇親会費   1式 2,595,000 2,595,000 

印刷・通信費 

  

    

6,477,640 
制作・印刷費（ポスター・封筒・名札・HP等） 1式 2,728,800 

印刷費（抄録集） 2,200冊 2,136,000 

通信費 1式 1,612,840 

雑費   1式 1,172,640 1,172,640 

運営事務局経費 

  1式 1,898,657 1,898,657 参加登録、演題処理、システム費用、 

会計管理費等 

管理費   1式 528,294 528,294 

支出合計       38,003,000 
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共催セミナー募集要項 

  本会期間中に講演会場を用いて、「共催セミナー」を下記の要領にて開催致します。 

1．開催概要 

（1）参 加 人数 800名 

（2）開 催 場所 ラフレさいたま 

（3）開 催 日時 2019年6月22日（土）・23日（日） 60分（予定） 

（4）依 頼 社数 約50社 

（5）会場形式と費用 

枠番号 
開催日時 

(予定) 
会場名 

会場席数 

（予定） 
共催費用 

LS-1 

6月 22日（土） 

12：00～13：00 

第 1会場（3F 櫻ホール） 300席 ¥2,700,000.-  

LS-2 第 2会場（4F 欅Ⅰ・Ⅱ） 150席 ¥1,620,000.-  

LS-3 第 3会場（4F 欅Ⅲ・Ⅳ） 150席 ¥1,620,000.-  

LS-4 第 4会場（5F 桃Ⅰ） 100席 ¥1,080,000.-  

LS-5 第 5会場（5F 桃Ⅱ） 100席 ¥1,080,000.-  

AS-1 

6月 22日（土） 

15：00～16：00 

第 1会場（3F 櫻ホール） 300席 ¥2,160,000.-  

AS-2 第 2会場（4F 欅Ⅰ・Ⅱ） 150席 ¥1,296,000.-  

AS-3 第 3会場（4F 欅Ⅲ・Ⅳ） 150席 ¥1,296,000.-  

AS-4 第 4会場（5F 桃Ⅰ） 100席 ¥864,000.-  

AS-5 第 5会場（5F 桃Ⅱ） 100席 ¥864,000.-  

LS-6 

6月 23日（日） 

12：00～13：00 

第 1会場（3F 櫻ホール） 300席 ¥2,700,000.-  

LS-7 第 2会場（4F 欅Ⅰ・Ⅱ） 150席 ¥1,620,000.-  

LS-8 第 3会場（4F 欅Ⅲ・Ⅳ） 150席 ¥1,620,000.-  

LS-9 第 4会場（5F 桃Ⅰ） 100席 ¥1,080,000.-  

LS-10 第 5会場（5F 桃Ⅱ） 100席 ¥1,080,000.-  

※LS：ランチョンセミナー、AS：アフタヌーンセミナー 

※会場席数は、仕様により若干増減することがございます。ご容赦下さい。 

2．共催費内訳 

（1）会場使用料(会場費の約1時間の借上げ) 

（2）基本機材使用料(以下参照) 

①映像機材： 液晶プロジェクター1面投影（オペレーター人件費含む） 
②音響機材： 座長席･演者席･進行席･質疑用の各マイク 

③備 品： 卓上ライト･レーザーポインター･弁当配布テーブル 

 

 （3）共催費に含まれないもの 

① 参加者食費： 各セミナーとも貴社負担とし、日替わりにて以下の同一金額と致します。 

ご手配については運営事務局が集約し、一括にて行います。 

【ランチョンセミナー】 
折詰弁当（お茶付） 金額：￥1,500.-程度（消費税別）、数量：各社希望数 

【アフタヌーンセミナー】 
軽食（飲み物付）   金額：￥1,300.-程度（消費税別）、数量：各社希望数 

② 運営ｽﾀｯﾌ： 進行係･照明係･アナウンス係･弁当配布係･セミナー整理券配布係等 

③ 接 遇 費： 演者･座長の交通費(渡航費用含む)、謝金、宿泊費等 
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④ 看板･チラシなど制作物費用： 
※ 各社にて作成されたチラシ等は、セミナー当日受付付近にデスクをご用意致しますので、 

各社にて設置下さい。 

⑤ 控室料金 ： 控室利用料及び控室での飲食、機材等 

 

 

3．セミナー枠決定 

(1) 会場と開催日の割り振りの最終決定につきましては、主催者（実行委員会）にご一任下さい。 

(2) 申込社が主催者の許可無くセミナー枠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。 

4．座長・演者の選定等について 

座長・演者の選定については、基本的に貴社にご一任致しますが、学術研究会にふさわしい講師のご選
定をお願い致します。場合によっては大会長にご相談いただくこともございます。予めご了承ください。 

なお、座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、貴社にご一任致します。 

 

5．講師抄録原稿について 

「プログラム・抄録集」「ホームページ」等にセミナータイトル・講師名・座長名・講師写真・略歴・抄録等を掲載致
します。 

6．申込方法・申込締切 

オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込み下さい。 

【学会ホームページURL：http://convention.jtbcom.co.jp/25japc/】 
申込受付開始日：2018年 10月下旬 

※演者、座長、演題テーマをご記入下さい。未定の場合は申込締切までに決まり次第お知らせ下さい。 

  申込締切 ： 2018年12月14日(金)   

※申込締切を延長致しました。 2019年１月31日(木)迄 

7．当日運営の詳細 

映像機材・控室・参加者弁当等の追加手配の詳細につきましては、開催1ヶ月前に改めてご案内申し上げます。
なお、追加手配にかかる費用につきましては、手数料15％を頂戴致しますので、予めご了承下さい。 

8．お支払い方法 

共催枠確定後に請求書を発行させていただきますので、期日までに指定の銀行口座にお振込み下さい。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

【お振込先】銀行名： 埼玉りそな銀行 宮原支店（店番：492） 

口座番号： 普通預金 4580006 

口座名義： 第25回日本精神神経科診療所協会 学術研究会 

（ダイニジユウゴカイニホンセイシンシンケイカシンリヨウジヨキヨウカイガクジュツケンキュウカイ) 

 

9．お問合わせ先 

【講師・座長・講演内容のご相談先】 
実行委員会（事務局） 
一般社団法人埼玉精神神経科診療所協会 

〒331-0812 さいたま市北区宮原町 3-257 宮原サンハイツ 101 

TEL: 048-788-3792 FAX: 048-788-3793  

E-mail: saiseishin@saiseisin.org 

 

【申込・運営に関するお問合せ先】 
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 PD2局内 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階 

TEL：03-5657-0775  FAX：03-3452-8550 

E-mail：25japc-sponsor@jtbcom.co.jp 

  

http://convention.jtbcom.co.jp/23japc/】
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企業展示・書籍販売募集要項 

1.会 議 名 称： 公益社団法人日本精神神経科診療所協会 

2019年度定時総会 第25回（通算 46回）学術研究会 

2.学 会 会 期： 2019年6月22日（土）・23日（日） 

3.展 示 会 場： ホテルラフレさいたま 

4.展 示 日 程： 
    （予定） 

6月 21日(金) 午後 出展者展示物搬入・設営 

6月 22日(土) 10:00～17:00 展示 

6月 23日(日) 10:00～16:30 展示 

  16:30～18:00 展示物搬出・撤去 

5.基 礎 小 間： 
【機器・企業展示】 

①1小間のスペースは、間口1800mm×奥行900mmです。 

②バックパネル（高さ 2400mm）を立て､パネルに社名板を設置します。 

③展示台一台（間口1800mm×奥行900mm・白布付）を用意します。 

④電気工事費は含みません。コンセントなど、標準装備に含まれないものに関しましては、 

開催１か月前頃に運営事務局よりご案内させていただきます。 

【書籍・音響展示】 

①1小間のスペースは、間口1800mm×奥行900mmです。 

②展示台一台（間口1800mm×奥行900mm・白布付）を用意します。 

③電気工事費は含みません。コンセントなど標準装備に含まれないものに関しましては、 

開催１か月前頃に運営事務局よりご案内させていただきます。 

※食品展示に関しての注意事項 

試食品の提供は完全調理済みのもので、個包装されたものに限ります。 

会場内での調理はご遠慮ください。 

6.出 展 料： 【機器・企業展示】 1小間：¥108,000.- 募集数：7小間  

【書籍・音響展示】 机 1本： ¥21,600.- 募集数：3本 

【食品展示】 机1本： ¥54,600.- 募集数：2本 

※出展申込み後は、会長が不可抗力と認めた以外は取消しできません。 

従って、出展料の返金はいたしませんので予めご了承下さい。 

7. 申込方法・申込期限： オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込み下さい。 

【学会ホームページURL ：http://convention.jtbcom.co.jp/25japc/】 

申込受付開始日：2018年 10月下旬 

申込締切：  2019年 3月 8日（金）   

8.お支 払 い方 法：  出展料は、申込締切後に、運営事務局より請求書をお送り致しますので、期日まで 

に指定の口座にお振込下さい。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

9.小 間 割 り： 出展社の小間割りは、主催者にご一任下さいますようお願い致します。 

調整後、各出展社宛に小間割を通知致します。 

10.小 間 姿 図： 【機器・企業展示】                    【書籍・音響展示】 

 

 

 

 

 

11.展示 物の管理： 
万一、展示物の損害、減失、盗難などの被害が発生しましても、主催者、運営事務局は 

責任を負いかねますので、ご注意下さい。 

http://convention.jtbcom.co.jp/23japc/】
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広告募集要項 

 

1．媒 体 名     『公益社団法人日本精神神経科診療所協会 

             2019年度定時総会 第25回（通算46回）学術研究会』 

2．規 格 と 部 数     A4判／2,200部 

3．配 布 対 象 者     総会・学術研究会参加者、会員他 

4．制作費と広告料     印刷費 2,136,000円／広告料総額 1,069,200円 

5．依 頼 社 数     約50社 

6．広 告 料 

掲載頁 広告料 サイズ 募集数 

表4（裏表紙）カラー1頁  ¥216,000.- 縦 27cm×横 18cm程度 1社 

表2（表紙裏）カラー1頁  ¥162,000.- 縦 27cm×横 18cm程度 1社 

表3（裏表紙裏）カラー1頁  ¥108,000.- 縦 27cm×横 18cm程度 1社 

後付 モノクロ 1頁  ¥ 86,400.- 縦 27cm×横 18cm程度 3社 

後付 モノクロ 1/2頁  ¥ 54,000.- 縦 13cm×横 18cm程度 6社 

7．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）で決定致します。 

(2) 申込社が主催者の許可無くスペース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。 

8．申込方法・申込期限 

   オンラインによる受付となります。学会ホームページよりお申込み下さい。 

【学会ホームページURL：http://convention.jtbcom.co.jp/25japc//】 

申込受付開始日：2018年 10月下旬 

     申込締切：  2019年2月15日（金）     広告版下締切： 2019年2月22日（金）必着   

※原稿は完全版下、PDFデータ（解像度350dpi以上）をご用意の上、オンライン受付のマイページより、 アップ 

ロードをお願い致します。なお、5MB以上のデータの場合は、【25japc-sponsor@jtbcom.co.jp】 まで 

添付ファイルにて送信して下さい。 

紙焼きの場合は、下記運営事務局まで、書留または宅配便にてご送付下さい。  

当方では版下の作成はいたしません。 

※ページ割につきましては、会長に御一任下さいますようお願い申し上げます。 

9．お支払い方法 

広告掲載枠確定後に請求書を発行させていただきますので、期日までに指定の口座にお振込下さい。 

請求書到着後に入金手続きをお願い致します。 

また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

【お振込先】銀行名： 埼玉りそな銀行 宮原支店（店番：492） 

口座番号： 普通預金 4580006 

口座名義： 第25回日本精神神経科診療所協会 学術研究会 

（ダイニジユウゴカイニホンセイシンシンケイカシンリヨウジヨキヨウカイガクジュツケンキュウカイ) 

10．お申込・お問合わせ先 

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 PD2局内 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階 

TEL：03-5657-0775  FAX：03-3452-8550 

E-mail：25japc-sponsor@jtbcom.co.jp 

http://convention.jtbcom.co.jp/23japc/】
mailto:23japc@jtbcom.co.jp
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寄付金募集要項 

 

1．募 金 の名 称  公益社団法人日本精神神経科診療所協会  

 2019年度定時総会 第25回（通算 46回）学術研究会のための寄付金 

 

2．募 金 額    2,000,000円 

 

3．募 金 期 間   2018年 10月1日（月）～ 2019年 6月21日（金） 

 

4．寄付金の使途 公益社団法人日本精神神経科診療所協会 2019年度定時総会 第 25回（通算 46回）

                  学術研究会の準備及び運営経費に充当致します。 

 

5. 責  任  者 公益社団法人日本精神神経科診療所協会  

 2019年度定時総会 第 25回（通算46回）学術研究会 

大会長  佐藤  順恒  

（ 一般社団法人埼玉精神神経科診療所協会 会長/上尾の森診療所 院長） 

  

6. 寄付金の払込先 寄付金の優遇税制が適用されますので次ページに記載の主催団体の 

公益社団法人日本精神科診療所協会の口座へのお振込みとなります。 

 

7. 申込方法・お問合わせ先 

次ページに記載の「寄付金のお願い」の手続きをご参照のうえ、 

「寄付金申込書」をFAXまたは郵送にて下記運営事務局までお申込み下さい。 

 

 

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 PD2局内 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階 

TEL：03-5657-0775  FAX：03-3452-8550 

E-mail：25japc-sponsor@jtbcom.co.jp 

 

  

mailto:23japc@jtbcom.co.jp
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寄付金のお願い 
 

 

公益社団法人日本精神神経科診療所協会は、精神科診療所の資質の向上を図るとともに、精神保健

に関する事業を行い、もって精神障害者の福祉の増進及び精神科医療並びに国民の精神保健の向上

に貢献することを目的とする団体です。 

当協会では、,,公益を目的とする事業の充実を図って一層の公益増進を達成するために、幅広く寄付

金を募集しています。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い致します。 

 

日本精神神経科診療所協会の公益目的事業 

(1) 精神保健医療福祉事業についての調査及び研究 

(2) 精神保健福祉及び精神科医療に関する正しい知識の普及及び相談事業の実施 

(3) 精神保健医療福祉に関する教育研修及び広報 

(4) 精神保健医療福祉に関する調査研究に対する助成 

(5) 地域精神保健医療福祉関連機関に対する協力 

(6) その他本協会の目的達成に必要な事業 

 

寄付金優遇措置について 

詳細につきましては別添資料（寄付金の優遇税制について）をご覧下さい。 

 

ご寄付の手続き 

ご寄付の送金には下記金融機関をご利用下さい。寄付金領収書送付のため、申込書に住所、氏名、

電話番号と寄付金額等を記載の上、FAXまたは郵便にてご連絡下さるようお願いします。金融機関ご利

用の場合は、領収書がありませんと優遇措置を受けられませんので、ご注意下さい。 

銀行振込先口座 

・ みずほ銀行  新宿南口支店 普通預金 口座番号 1982726 

・ 口座名 公益社団法人日本精神神経科診療所協会  寄付金口 

（コウエキシャダンホウジンニホンセイシンシンケイカシンリョウジョキョウカイキフキングチ） 

 

寄付金申請先 

公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 事務局 

 

※申込書の送り先は申込書に記載の FAXもしくは運営事務局へ郵送をお願いします。 

運営事務局より公益社団法人日本精神神経科診療所協会  事務局に転送致します。 
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当協会への寄付金に対する税制上の優遇措置について 

 

 

当法人は平成２４年４月１日より、「公益社団法人 日本精神神経科診療所協会」に移行いたし

ました。これに伴い、寄付金に対する優遇税制が適用されます。  

優遇される内容については下記の通りです。 

 

○個人が寄付した場合の所得税の優遇措置 

特定公益増進法人への寄付に該当し、寄付金控除が受けられます。 

・(寄付金額－２，０００円) が所得控除できます。 

・寄付金額は寄付をした個人の総所得金額の４０％相当額が限度です。  

注１  他の特定公益増進法人への寄付がある場合は合算して計算します。 

注２ 当協会への寄付は税額控除の要件は満たしておりませんので、所得控除のみが 

受けられます。 

 

○法人が寄付した場合の法人税の優遇措置 

特定公益増進法人への寄付に該当し、損金算入限度額に達するまでの金額が損金算入 

されます。 

・損金算入限度額  

Ａ． (所得金額の６．２５％＋資本等の額の０．３７５％) ×１／２ 

Ｂ． 上記の他、一般寄付金の損金算入限度額も損金算入ができます。 

(所得金額の２．５％＋資本金等の額の１．２５％) ×１／２ 

注１  Ａには他の特定公益増進法人への寄付がある場合は合算して計算します。 

注２ ＢにはＡを超える特定公益増進法人への寄付金の額と一般寄付金の額を合算して

計算します。 

 

○遺言等により寄付した場合の相続税の優遇措置 

相続税が非課税となります。 

 

○事業等への寄付 

当法人そのものへの寄付ばかりでなく、当法人が主催、あるいは地区協会と共催する事業

についても上記の控除が受けられます。 

ただし、控除については「公益社団法人 日本精神神経科診療所協会」が直接寄付を 受

け、領収書を発行する必要がありますので、当協会事務局へご入金いただく必要があります。

事務手続については事務局へご連絡下さい。 

 

○実際に優遇措置を受ける場合の詳細は、最寄りの税務署等にお問い合わせいただくか、 顧

問の公認会計士・税理士の先生にご相談下さい。 
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FFAX： 03-3452-8550   

申し込み先： 第25回学術研究会 運営事務局 （株式会社JTBコミュニケーションデザイン プロデュース 2局内） 

 

寄付金 申 込 書 
 

平成 年 月 日 

公益社団法人日本精神神経科診療所協会 

会 長 三 木  和 平 殿 

 

公益社団法人日本精神神経科診療所協会の事業の推進に資するため、次の

とおり寄付を申し込みます。 

 

 

寄付金額 
億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円 

 

 

〒 

 

 住 所：   

 
 

 

 名 称：   

 
 

 

 代表者名・ 氏名： 印   

 

 電話番号：   

 

 

 

寄付指定事業：2019年度定時総会 第 25回（通算 46回）学術研究会 

事務局欄 受付日： 受付番号： 備考： 
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2019年度定時総会 第25回（通算46回）学術研究会  

協賛申込方法（オンライン）について 

 

公益社団法人日本精神神経科診療所協会 2019年度定時総会 第25回（通算46回）学術研究

会の各種協賛申込みは、オンライン登録にて受付致します。 学会ホームページ内「協賛受付」

より、ご登録をお願い致します。 

学会ホームページURL ： http://convention.jtbcom.co.jp/25japc/ 

 

申込受付開始日：2018年 10月下旬 

 

※原則 TEL及び FAXによる申込み受付はいたしませんので、予めご了承下さい。 

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下さい。 

 

＜お申込みの流れ＞ 

1.  

新規申込者登録 

 2.   

メインメニューログイン 

 3.  

メインメニューより 

各種申込み登録 

登録後、申込みパスワードが 

メールで届きます。 

 ご自身で設定した申込み IDと

メールで届いたパスワードを 

入力してログイン下さい。 

 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 OS/推奨ブラウザ 

Windows7以降、Internet Explorer 11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。又、個人情報は第三者へは開示いたしません。 

 

【お問合せ先】 

公益社団法人日本精神神経科診療所協会  

2019年度定時総会 第 25回（通算 46回）学術研究会  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 PD2局内 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階 

TEL：03-5657-0775  FAX：03-3452-8550 

E-mail：25japc-sponsor@jtbcom.co.jp 

 

http://convention.jtbcom.co.jp/23japc/

