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開催趣意書・募集要項 

 

 

 

 

■ プログラム及び講演要旨集掲載広告 

■ ホームページバナー広告 

■ 企業展示・書籍展示 

■ 共催セミナー 

■ スポンサードセミナー 

■ 寄附金 
 

 

 

会 期： 2020年2月15日（土）･16日（日） 

会 場： 神戸国際展示場1・2号館 

大 会 会 長： 橋田 亨（一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 会長） 

実行委員長： 室井 延之（神戸市立医療センター中央市民病院・神戸市立神戸アイセンター病院） 

主 催： 一般社団法人兵庫県病院薬剤師会・日本病院薬剤師会近畿ブロック 

 



 

ご 挨 拶 

 

謹啓 早春の候、貴社ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は私ども日本病院薬剤師会近畿ブロックに対し格別の御支援、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、一般社団法人兵庫県病院薬剤師会の担当により、2020年 2月 15日(土)、16日(日)の 2日間、ポー

トアイランドの神戸国際展示場におきまして、第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会を開催させていただくこ

とになりました。 

今回で 41年目を迎えますこの学術大会は、近畿２府４県（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）の病院薬

剤師会の協力により開催されており、その目的は、医療に従事する薬剤師が日常業務より得た新しい知見や業

務改善に関する成果などを発表・討議することにより、相互に学術・技術の向上を目指し薬物治療の向上及び

高度医療に貢献し、安心と安全な医療の確保と提供に務め、ひいては社会における薬事衛生の増進に寄与す

ることとされています。近年、近畿地区はもとより、全国からの参加者も得てその数は 4,000 名を超える学術大

会となり、発表する会員薬剤師にとっては全国規模の学会発表への登竜門的役割も担いながら成長してきまし

た。 

元より、本学術大会を盛況、且つ円滑に運営するためには、関係者一同、精一杯の経費の節減にあたる所

存ではございますが、運営に当たりましては、参加者からの会費、学会からの助成を充当しましても限度があり、

また、近年の物価高の煽りにより、経済的に厳しい状況が懸念されます。 

つきましては、厳しい経済状況の中、誠に恐縮ではございますが、かかる事情を御賢察の上、格別の御高配

を以って御協賛をいただきたくお願い申し上げます。 

なお、各種共催申込に関しまして、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライ

ン」に基づき「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合

開催にかかる費用を公開することについて了承いたします。 

 

 末筆ながら貴社のますますの御発展をお祈り申し上げます。 

謹言 

 平成31年3月吉日 

第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 

大会会長   橋田 亨 

（一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

開 催 概 要 

1．会議名称：第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 

      大会ホームページ：http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki 

2．テ ー マ：10年後に活躍する薬剤師 波濤の先に見える未来の島 

3．会 期：2020年 2月 15日（土）・16日（日） 

4．会 場：神戸国際展示場 1・2号館 

5．参加人数：約 4,000名（予定） 

6．大会会長：橋田 亨（一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 会長） 

7．大会役員： 
大会長 
 
実行委員長 
 
財務・総務委員長 
 
会場・運営委員長 
 
プログラム委員長 

橋田 亨 
 
室井 延之 
 
木村 健 
 
金  啓二 
 
矢野 育子 
 

一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 
 
神戸市立医療センター中央市民病院・神戸市立神戸アイセンター病院 
 
兵庫医科大学病院 
 
神戸朝日病院 
 
神戸大学医学部附属病院 

 

実行委員 

河本 由紀子 神戸薬科大学 久米 学 神戸大学医学部附属病院 

有馬 美香 にこにこハウス医療福祉センター 志方 敏幸 兵庫医科大学ささやま医療センター 

岡田 良典 公立八鹿病院 柴田 博子 県立加古川医療センター 

岡本 禎晃 市立芦屋病院 高塚 英和 みどり病院 

小野 達也 ＩＨＩ播磨病院 辻本 勉 兵庫県立尼崎総合医療センター 

小玉 博一 神戸赤十字病院 冨田 里佳 井野病院 

田中 一穂 製鉄記念広畑病院 西口 和子 尼崎新都心病院 

田中 詳二 神戸市立医療センター西市民病院 仁禮 雅子 神戸マリナーズ厚生会病院 

谷野 巧 三田高原病院 沼田 千賀子 神戸薬科大学 

南波 勝栄 公立学校共済組合近畿中央病院 橋本 泰明 神戸低侵襲がん医療センター 

福井 利文 甲南病院 管理本部 兵頭 純子 兵庫県立加古川医療センター 

槇本 博雄 神戸大学医学部附属病院 松川 美和 協立病院 

池末 裕明 神戸市立医療センター中央市民病院 松本 章士 神鋼記念病院 

稲角 利彦 三田市民病院 宮川 裕子 国家公務員共済組合連合会六甲病院 

石見 淳子 高砂市民病院 宮崎 智子 名谷病院 

小椋 千絵 明石医療センター 元持 富見代 真星病院 

川嵜 英二 関西労災病院 森本 茂文 神戸市立西神戸医療センター 

菊井 利伸 明和病院 山﨑 英之 大村病院 

木村 誠 神戸こども初期急病センター 吉田 直恵 県立西宮病院 

国東 ゆかり 兵庫県立淡路医療センター 濵口 常男 神戸薬科大学 

久保山 恵理子 杉安病院 平野 泰健 荻原みさき病院 

 

8．事 務 局：第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 大会事務局 

    〒650-0011神戸市中央区下山手通 6-4-3 兵庫県薬剤師会館 

 

 



 

9．開催意義： 

本学術大会は、近畿 2府 4県の病院・診療所等に勤務する日本病院薬剤師会会員の協力により、医療に従

事する薬剤師が、日常業務を通じて得た新しい知見や業務改善に関する成果等を発表・討議し、相互に学術・

技術の向上を目指し、医療薬学の進歩と社会の保健向上に寄与することを目的に開催しております。 

10．プログラム（予定）： 

2月15日（土） 講演会場 展示会場 ポスター会場 

昼 共催ランチョンセミナー 

企業展示 ポスター供覧・示説 
午後 

特別講演、シンポジウム、教育講演、 

一般演題（口演）、共催スイーツセミナー 

2月16日（日） 講演会場 展示会場 ポスター会場 

午前 
特別講演、シンポジウム、一般演題（口演）、 

共催スポンサードセミナー 

企業展示 ポスター供覧・示説 昼 共催ランチョンセミナー 

午後 
シンポジウム、教育講演、 

一般演題（口演）、共催スイーツセミナー 

11．展示・各種広告・共催プログラム・寄附金を必要とする理由： 

本学術大会には 4,000 名の参加者が見込まれていますが、会議の準備、運営に要する費用は、総額

53,773,500 円が必要と推算され、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、上記の趣旨をご理解いただき、何卒、貴社の御支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げる

次第です。諸費用ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、重ねて皆様のご支援、ご協力の程、お願い申し上げ

ます。 

12．収支予算計画案 

（収入）     （支出）   

Ⅰ.参加登録費収入 ¥26,530,000   Ⅰ.会議準備費 ¥13,977,560  

Ⅱ.懇親会収入 ¥745,000     運営事務処理費 ¥6,409,035  

Ⅲ.プログラム・要旨集販売収入 ¥20,000     印刷費 ¥5,041,345  

Ⅳ.広告掲載収入 ¥2,134,000     制作物関係費 ¥556,600  

Ⅴ.展示出展料収入 ¥3,575,000     備品・消耗品費 ¥104,800  

Ⅵ.共催費収入 ¥18,150,000     通信費・運搬費 ¥1,615,780  

Ⅶ.寄附金・助成金等収入 ¥2,619,000     会議費 ¥250,000  

Ⅷ.その他収入 ¥500   Ⅱ.当日運営費 ¥39,238,540  

          人件費 ¥5,560,103  

          旅費・交通費 ¥992,000  

          謝金 ¥890,960  

          印刷費 ¥341,770  

          備品・消耗品費 ¥949,850  

          通信費・運搬費 ¥110,000  

          会場費 ¥11,283,542  

          機材・看板・展示関係費 ¥15,102,990  

          会議費 ¥3,262,325  

          懇親会費 ¥745,000  

        Ⅲ.事後処理費 ¥189,100  

          人件費 ¥126,500  

          印刷費 ¥44,000  

          通信費・運搬費 ¥18,600  

        Ⅳ．予備費 ¥368,301  

  収入合計 ¥53,773,500     支出合計 ¥53,773,500  



 

13．企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて： 

各種共催申込に関しまして、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に

基づき「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催

にかかる費用を公開することについて了承いたします。 

 

14．お問い合わせ先： 

第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 運営事務局 協賛受付係 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル7階 
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内 
TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804  E-mail：41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

プログラム及び講演要旨集掲載 広告募集要項 

 

■ 広告募集詳細 

 （1）媒 体 名    『第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 プログラム及び講演要旨集』 

 （2）規格と部数    A4判／4,000部 

 （3）配布対象者    大会参加者 

 （4）制作費と広告料  印刷費 2,708,250円／広告料総額 2,079,000円 

 （5）広 告 料 

掲載頁 広告料 サイズ 募集数 

表 4（裏表紙） 1 頁 \220,000.- 縦 27cm×横 18cm程度・カラーページ 1社 

表 2（表紙の裏） 1 頁 \165,000.- 縦 27cm×横 18cm程度・カラーページ 1社 

表 3（裏表紙の裏） 1 頁 \110,000.- 縦 27cm×横 18cm程度・カラーページ 1社 

後付 1 頁  \ 66,000.- 縦 27cm×横 18cm程度・白黒ページ 8社 

後付 1/2頁 \ 44,000.- 縦 13cm×横 18cm程度・白黒ページ 24社 

 

■ 広告掲載頁決定 

 （1）各広告掲載のページ割等は、申込み締切り後に主催者で決定いたしますのでご一任ください。 

 （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。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

  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ください。 

【大会ホームページURL： http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki】 

申 込 締 切 日:2019年10月31日（木） ⇒ 12月25日（水）必着 

広告版下締切日:2019年11月7日（木） ⇒ 12月26日（木）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いたします。 

なお、5MB以上のデータの場合は、【41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp】まで添付ファイルにて送信して 

ください。 

※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ください。 

※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、大会長、大会事務局にご一任くださいますようお願い申し上げます。 

 

■ 広告料のお支払い 

  広告掲載料の請求書は、申込み締切り後にお送りします。 

  請求書が届きましてから入金の手続きをしていただきますようお願いいたします。 

  期日までに指定の銀行口座にお振込みください。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。 

 

振込先銀行： 三菱UFJ銀行 三宮支店（店番：462） 普通口座 3494232 

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会実行委員長 室井 延之 

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳｲｯｶｲﾆﾎﾝﾋﾞｮｳｲﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲｷﾝｷｶﾞｸｼﾞｭﾂﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝﾁｮｳ ﾑﾛｲ ﾉﾌﾞﾕｷ） 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 
第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 運営事務局 協賛受付係 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル7 階 
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内 
TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804  E-mail：41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp 
 
 



 

バナー広告 募集要項 

 

 （1）媒 体 名      『第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 ホームページ』 

 （2）HPアドレス    http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki 

 （3）掲 載 期 間    データ受信後（～会期終了） 

 （4）対 象 者    日本病院薬剤師会学会員及び大会参加者 

 （5）制作費と広告料  ホームページ制作費 556,600円／広告料総額 55,000円 

 （6）広 告 料（消費税込） 

掲載ページ 広告料 データサイズ 募集数 

トップページ \55,000.- 幅 150×高 60ピクセル 1社 

 （7）規  格         幅150×高60ピクセル 1点 

             ファイル形式 GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 

データ容量 4 KB以内 

 

■ 広告掲載頁決定 

 （1）複数の申込みが発生した場合における広告の割り当て等は、申込み締切り後に主催者で決定いたし 

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。 

 

■ お申し込み方法・申し込み期限 

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ください。 

【大会ホームページURL： http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki】  

申込締切日：2020年1月10日（金）必着 

データ締切日：2020年1月17日（金）必着 

※バナーデータは、貴社にて作成の上、【41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp】まで添付ファイルにて 

送信してください。データ受信後、随時掲載いたします。 

※ファイル形式 GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 、データ容量 4 KB 以内 

※掲載順、レイアウトにつきましては、大会長、大会事務局にご一任ください。 

 

■ 広告料のお支払い 

バナー掲載料の請求書は、申込み締切り後にお送りします。 

請求書が届きましてから入金の手続きをしていただきますようお願いいたします。 

期日までに指定の銀行口座にお振込みください。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。 

 

振込先銀行： 三菱UFJ銀行 三宮支店（店番：462） 普通口座 3494232 

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会実行委員長 室井 延之 

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳｲｯｶｲﾆﾎﾝﾋﾞｮｳｲﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲｷﾝｷｶﾞｸｼﾞｭﾂﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝﾁｮｳ ﾑﾛｲ ﾉﾌﾞﾕｷ） 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 
第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 運営事務局 協賛受付係 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル7 階 
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内 
TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804  E-mail：41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp 
 

 

 

 



 

企業展示・書籍展示 募集要項 

 

■ 展示日程（予定） ※学会プログラムにより若干の時間変更をする場合があります。 

 2020年2月14日（金）  9:00～15:00 会場設営・基礎小間準備 

 2020年2月14日（金） 15:00～17:00 出展企業搬入・設営 

 2020年2月15日（土） 12:00～18:00 展示 

 2020年2月16日（日）  9:00～15:40 展示 

 2020年2月16日（日） 15:40～18:00 撤去・搬出 

 

■ 展示会場（予定） 神戸国際展示場1号館1F 

 

■ 展示小間仕様、料金（企業展示） 

 （1）企業展示料金：1小間：165,000円 

 （2）小間仕様・イメージ図（1小間） 

 

     ①1小間のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

     ②バックパネル（高さ2,100mm）を立てます。 

     ③パネルに社名板を設置します。ロゴを指定される場合は、 

別途料金をお支払いいただきます。 

     ④展示台1台（間口1,800mm×奥行900mm・白布付）を用意 

します。 

     ⑤電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれないものに 

関しましては、有料で別途手配可能です。 

改めて事務局よりご案内させていただきます。 

 

 

 

 

■ 展示小間仕様、料金（書籍展示） 

 （1）書籍展示料金：机1本：22,000円 

 （2）展示仕様・イメージ図（1本） 

     ①1本のスペースは、間口1,800mm×奥行900mmです。 

     ②社名板はご用意いたしません。 

     ③展示用机1台（間口1,800mm×奥行900mm・白布付）を 

用意します。 

     ④電気使用、コンセント手配等、標準装備に含まれないものに 

関しましては、有料で別途手配可能です。 

       改めて事務局よりご案内させていただきます。 

 

 

  ☆ご案内☆ 

 今回、出展募集は大会側と日本薬科機器協会側との2通りで行う予定です。 

 日本薬科機器協会様の会員となっておられます企業様は、 

日本薬科機器協会様を通じて、出展のお申し込みを行っていただく事になりますので、 

予めご承知おきください。 
 

■ 小間の配置 

（1）各社小間（スペース）の割り当ては、申込み締切り後に主催者で決定いたします。 

（2）出展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、もしくは出展社同士 

において交換することはできません。 

↓ 社名板 

2,100 

バックパネル 

1,800 

900 白布付展示台 

白布付机 

1,800 

900 

750 



 

（3）申込み締切り後、レイアウト等の兼ね合いから、申込みスペースの調整をする場合もあります。 

予めご了承ください。 

 

■ 小間数（予定） 

  企業展示 21小間  書籍展示 5小間（お申込み多数の際は、運営事務局に一任いただきます。） 

 

■ 補償 

出展社、及びその受託会社が、他社の小間、展示物、主催者の設備、および人身等に損害を与えた場合

は、その補償は各出展社が責任を負うものとします。 

また、展示会場、及び出展申込み状況等の理由により、展示規模や仕様の変更、または展示会の延期・中

止における出展社への影響や発生する費用は、各出展社の責任において対処いただきます。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

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ください。 

【大会ホームページURL： http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki】   

申込締切日：2019年10月31日（木） ⇒ 12月25日（水）必着 

 ※出展申込後の解約は原則として認めませんのでご了承ください。  

 

■ 出展料のお支払い 

出展料に関する請求書は、申込み締切り後にお送りします。 

請求書が届きましてから入金の手続きをしていただきますようお願いいたします。 

期日までに指定の銀行口座にお振込みください。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。 

 

振込先銀行： 三菱UFJ銀行 三宮支店（店番：462） 普通口座 3494232 

第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会実行委員長 室井 延之 

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳｲｯｶｲﾆﾎﾝﾋﾞｮｳｲﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲｷﾝｷｶﾞｸｼﾞｭﾂﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝﾁｮｳ ﾑﾛｲ ﾉﾌﾞﾕｷ） 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 
第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 運営事務局 協賛受付係 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル7 階 
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内 
TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804  E-mail：41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

共催セミナー 募集要項 

 

 学術大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いたします。 

■ 開催概要 

 （1）参加人数    4,000名 

 （2）開催場所    神戸国際展示場 

 （3）募集セミナー  ランチョンセミナー 60分（予定） 12枠 

             スイーツセミナー  60分（予定）  5枠 

 （4）会場形式と費用 

番

号 

開催日時 

（予定） 
会場名 

会場席数 

（予定） 
共催費用 

L1 

2月 15日 
（土） 

11:45-
12:45 

第 1会場 １号館 1F ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ（北） 1300席 \1,100,000 

L2 第 2会場 １号館 1F ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ（南） 1300席 \1,100,000 

L3 第 3会場 １号館 2F 展示室 2A 560席 \990,000 

L4 第 4会場 １号館 2F 展示室 2B 480席 \990,000 

L5 第 5会場 2号館 2F 2A会議室 230席 \880,000 

L6 第 6会場 2号館 3F 3A会議室 360席 \880,000 

L7 

2月 16日 
（日） 

12:30-
13:30 

第 1会場 １号館 1F ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ（北） 1300席 \1,100,000 

L8 第 2会場 １号館 1F ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ（南） 1300席 \1,100,000 

L9 第 3会場 １号館 2F 展示室 2A 560席 \990,000 

L10 第 4会場 １号館 2F 展示室 2B 480席 \990,000 

L11 第 5会場 2号館 2F 2A会議室 230席 \880,000 

L12 第 6会場 2号館 3F 3A会議室 360席 \880,000 

SW1 2月 15日 
（土） 

16:00-
17:00 

第 4会場 2号館 2F 2A会議室 480席 \990,000 

SW2 第 5会場 2号館 2F 2A会議室 230席 \880,000 

SW3 第 6会場 2号館 3F 3A会議室 360席 \880,000 

SW4 
2月 16日 
（日） 

15:05-
16:05 

第 5会場 2号館 2F 2A会議室 230席 \880,000 

SW5 第 6会場 2号館 3F 3A会議室 360席 \880,000 

   ※会場席数は仕様により若干増減することがございます。御容赦ください。 

※枠番号 L･･･ランチョンセミナー、SW･･･スイーツセミナー 

 

■ 共催費内訳 

 （1）会場使用料 

 

 （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いたします。 

お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お弁当代金：\1,500.-消費税別（予定）  

スイーツセミナー軽食代金：\1,200.-消費税別（予定）  

   ②運営ｽﾀｯﾌ：進行係、セミナー整理券配布係、お弁当＆資料配布係、照明係、アナウンス係 

   ③接 遇 費：演者･座長の交通費（渡航費用含む）、謝金、宿泊費等 

   ④看板･チラシなど制作物費用：各社にてご負担、作成ください。 

   ⑤控室料金：控室利用料及び控室での飲食、機材等 

     ※共催費に含まれないお弁当、備品などに関する手配のご発注は、2020年 1月頃送付予定の“セミ

ナー運営実施要項”にてお伺いします。 

 

■ 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（大会長、大会実行委員長）にご一任くださ

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。 

 

■ 座長・演者・講演内容 
座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に貴社に一任いたします。 

また、セミナーの内容や演者の選出についても貴社に一任いたしますが、企画内容や演者が重複して

いる場合は、主催者側より調整をお願いする場合がございます。 

なお、座長については主催者が選定します。あらかじめご了承ください。 

 

■ 講師抄録原稿の提出 

共催セミナーの抄録をプログラム及び講演要旨集へ掲載する予定はありません。 

テーマ、座長、演者、演題名のみを掲載させていただく予定です。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる受付となります。大会ホームページよりお申込みください。 

  【大会ホームページURL： http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki】 

なお、お申し込みの際は、入力フォームに、演者、座長、演題テーマをご記入ください。 

（ご記入いただきましたテーマ等にて選定をいたします。予定でも結構ですので、必ずご記入ください。） 

セミナーを複数お申し込みの場合は、各通信欄に【１枠目】【２枠目】等、ご記入の上お申込みください。 

申込締切日：2019年9月10日（火）必着 

  ※座長名（所属・部署名含む）、演者名（所属・部署名含む）、並びにセッションテーマ、或いは演題名に 

関しましては、2019年9月末日必着でお知らせください。 

 

■ 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、学会1カ月前頃に改めてご案内申し 

上げます。また、追加手配にかかる費用につきましては、手数料15％を頂戴いたしますので、予めご了承 

ください。 

 

■ セミナー共催費のお支払い 

セミナー共催費用の請求書は、申込み締切り後にお送りします。 

請求書が届きましてから入金の手続きをしていただきますようお願いいたします。 

期日までに指定の銀行口座にお振込みください。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。 

 

 

 

 

 



 

スポンサードセミナー 募集要項 
 

学術大会期間中に講演会場を用いて、「スポンサードセミナー」を下記の要領にて開催いたします。 

■ 開催概要 

 （1）参加人数  4,000名 

 （2）開催場所  神戸国際展示場 

 （3）開催日時  2020年2月16日（日）、60分（予定） 

 （4）会場形式と費用 

番号 開催日時 会場名 
会場席数 

（予定） 
共催費用 

SS 1 
2/16（日） 

9:00-10:00 第 5会場 2号館 2F 2A会議室 230席 \880,000 

SS 2 9:00-10:00 第 6会場 2号館 3F 3A会議室 360席 \880,000 

※会場席数は仕様により若干増減することがございます。御容赦ください。 

 

 

■ 共催費内訳 

 （1）会場使用料 

 

 （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運営ｽﾀｯﾌ：資料配布係（必要に応じて） 

   ②接 遇 費：演者･座長の交通費（渡航費用含む）、謝金、宿泊費等 

   ③看板･チラシなど制作物費用：各社にてご負担、作成ください。 

   ④控室料金：控室利用料及び控室での飲食、機材等 

            ※共催費に含まれないお弁当、備品などに関する手配のご発注は、2020年 1月頃送付 

予定の“セミナー運営実施要項”にてお伺いします。 

 

■ プログラム枠決定 

 （1）以下の特定領域より1つ選択いただき、その領域でのセッション内容を企画、共催いただきます。 

   ①精神   ②糖尿病  ③栄養   ④高齢者   ⑤ポリファーマシー   ⑥在宅医療 

会場と講演内容の最終決定につきましては、大会長および大会実行委員長にご一任ください。 

 （2）申込社が主催者の許可無くプログラム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。 

 

■ 座長・演者・講演内容 
座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に貴社に一任いたします。 

 

■ 講師抄録原稿の提出 

講演の抄録をプログラム及び講演要旨集へ掲載する予定ですが、座長・演者の先生方への執筆依頼は 

主催者（運営事務局）より行います。 

プログラム及び講演要旨集のプログラムには、共催企業として貴社名が掲載されます。 

 

■ お申し込み方法・お申し込み期限 

オンラインによる受付となります。大会ホームページよりお申込みください。 

  【大会ホームページURL： http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki】 



 

なお、お申し込みの際は、入力フォームに、セッション領域、演者、座長、演題テーマをご記入ください。 

（ご記入いただきましたテーマ等にて選定をいたします。予定でも結構ですので、必ずご記入ください。） 

申込締切日：2019年9月10日（火）必着 

 

■ 当日運営の詳細 

特に、当日お手配いただくことはございません。 

別途、収録等の追加手配をご希望される場合は、開催1ヶ月前までに運営事務局へお問い合わせください。 

また、追加手配にかかる費用につきましては、手数料15％を頂戴いたしますので、予めご了承ください。 

 

■ プログラム共催費のお支払い 

プログラム共催費用の請求書は、申込み締切り後にお送りします。 

請求書が届きましてから入金の手続きをしていただきますようお願いいたします。 

期日までに指定の銀行口座にお振込みください。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。 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 
第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 運営事務局 協賛受付係 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル7 階 
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内 
TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804  E-mail：41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

寄附金 募集要項 

 

■ 募金の名称 第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 

 

■ 募金目標額 2,000,000円 

 

■ 寄附金の使途 第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会の準備、及び運営経費 

 

■ 大 会 会 長 第 41回日本病院薬剤師会学術大会 

 橋田 亨（一般社団法人兵庫県病院薬剤師会 会長） 

 

■ お申し込み方法・申し込み期限 

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ください。 

【大会ホームページURL： http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki】  

 

申込締切日：2020年2月14日（金）必着 

 

■ 寄附金口座：下記の口座宛てに、お申し込みに併せてお振り込みください。 

 

振込先銀行： 三菱UFJ銀行 三宮支店（店番：462） 普通口座 3494232 

第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会実行委員長 室井 延之 

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳｲｯｶｲﾆﾎﾝﾋﾞｮｳｲﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲｷﾝｷｶﾞｸｼﾞｭﾂﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝﾁｮｳ ﾑﾛｲ ﾉﾌﾞﾕｷ） 

 

※寄附金に対する免税措置はご用意しておりませんので、予めご了承ください。 

また、寄附金に対する請求書の発行は行っておりませんので、ご承知おきください。 

 

■ お申し込み・お問い合わせ先 
第41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 運営事務局 協賛受付係 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル7 階 
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内 
TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804  E-mail：41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 

協賛申込（オンライン）について 

 

 

第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会の各種協賛申込みは、オンライン登録にて受付いたしま

す。 

大会ホームページ内「協賛申込」より、ご登録をお願いいたします。 

大会ホームページURL：http://convention.jtbcom.co.jp/41jshp-kinki 

 

申込開始日：2019年 4月 10日（水） 

 

※基本的にTEL及び FAXによる申込み受付はいたしませんので、予めご了承ください。 

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ください。 

 

＜お申込みの流れ＞ 

1. 

新規申込者登録 

 2. 

マイページログイン 

 3. 

マイページMENU 

より各種申込み登録 

登録後、申込み IDがメール

で届きます。 

 メールで届いた申込み IDと

設定したパスワードを入力し

てログインください。 

 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。 

 

※推奨ブラウザ 

Internet Explorer 11以降、Firefox 23.0以降、Chrome 28.0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】 

第 41回日本病院薬剤師会近畿学術大会 運営事務局 協賛受付係 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-25 JTB ビル 7 階 

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内 

TEL：06-4964-8869 FAX：06-4964-8804  E-mail：41jshp-kinki-sponsor@jtbcom.co.jp 


