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御 挨 拶
謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご理解とご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。
この度、第 71 回日本東洋医学会学術総会を令和 2 年 8 月 13 日（金）から 15 日（日）までの会期で、
「Web
配信（ライブ配信およびオンデマンド配信）
」にて開催させていただくことになりました。新型コロナ感染拡
大に伴い、会期を 1 年繰り延べ、
「会場での集合形式の開催」ではなく Web 配信での開催となりますが、内容
は当初の企画に沿って実施させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了解いただきますようお願
い申し上げます。
総会テーマは「紡ぎから織りへ－漢方を活かした医療体系の構築－」です。我が国の伝統医学である漢方医
学は、湯液と鍼灸を中心に、先人のたゆまぬ努力により発展し、受け継がれてまいりました。今後は、分析的
西洋科学に裏付けられた現代医学と、臨床を基礎とした漢方医学、その異なる基盤を有する両者が織り成す新
たな医療体系を構築し、国民の健康に役立てることが我々に与えられた一つの重要な使命かと考えます。
翻って漢方医学の現状を顧みると、臨床医の 80％以上が漢方薬を処方しているといわれ、国家的機関も多
数かかわる「国民の健康と医療を担う漢方の将来ビジョン研究会」からは漢方の必要性と今後の指針も提言さ
れています。しかしながら、医学教育モデル・コア・カリキュラムに「和漢薬を概説できる」との到達目標が
掲げられて 20 年余が経過した今なお、医学部における漢方医学教育はとても十分とは申せません。
漢方を活かした医療体系を構築するためには、多くの医療人が漢方への共通した理解と基礎知識をもつこと
が必要です。そこで第 71 回総会のプログラムでは、漢方医学教育を主軸としております。全国 82 医学部の
漢方教育担当教員による「日本漢方医学教育協議会」で検討された講義と評価の実際、参加型講義や実技実習
のデモンストレーション、OSCE（客観的臨床能力試験）などを企画し、これらに学生がリモート参加する形
で実施予定です。また、湯液診療の基盤にかかわる生薬原料問題については、国内生産現場の声を反映したシ
ンポジウムを開催するとともに、東北各県における生薬栽培への取り組みや課題を Web 展示する予定です。
招待講演は東北大学大学院医学系研究科病理病態学講座微生物学分野のウィルス学者で、新型コロナウィルス
感染のクラスター対策班長としてご尽力されている押谷仁教授をお招きし、新型コロナウィルスの現状をご講
演いただきます。東北大学大学院医学系研究科の石井正教授には災害に関する特別講演をお願いしています。
なお、新たに緊急シンポジウム「新型コロナウィルス感染症に対する東洋医学の挑戦（仮）
」を企画するなど、
直近の課題に関した内容を準備しております。
学会設立 70 周年という記念すべき年の本総会予定でしたが、会期や開催方法などの変更を余儀なくされま
した。しかし、当日の現地参加が困難な方にもご参加いただきやすくなるなど、新しい時代の学術総会の在り
方へ一石を投じる機会となる可能性もあります。東北支部主管では 13 年ぶりの開催に向け、中永士師明・副
会頭（秋田）
、中村東一郎・準備委員長（山形）
、髙山真・副準備委員長（宮城）をはじめ東北支部全県一丸と
なり、開催準備に当たらせていただきます。会場で直接お会いできず残念ですが、新たな方法により、多くの
方々による熱心なご討議が繰り広げられますよう、心からお待ち申し上げます。
なお、現在各方面のご協力を賜り、学会開催に向け鋭意努力しているところですが、何分にも昨今の厳しい
情勢下にありましては、自己資金のみでは不十分であるのが実状です。
つきましては、本学術総会が実り多いものになりますよう、格別のご支援を賜りたくお願い申し上げる次第
でございます。諸事厳しい折りに誠に恐縮ではございますが、本学術総会の趣旨をご理解いただき協賛賜りま
すようお力添えのほどよろしくお願い申し上げます。
また、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、総会等の会合開
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。
末筆ではありますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
謹白
2021 年 4 月吉日

第 71 回日本東洋医学会学術総会
会頭
三潴 忠道
（福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座 教授）

開 催 概 要
1．会 議 の 名 称

第 71 回日本東洋医学会学術総会

2．主 催 機 関

一般社団法人日本東洋医学会

3．責 任 者

会頭 三潴 忠道（福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座 教授）

4．会

期

ライブ配信：2021 年 8 月 13 日（金）～15 日（日）
オンデマンド配信：2021 年 8 月 30 日（月）～9 月 15 日（水）

5．会

場

WEB 会場

6．参 加 人 数

2,700 名（予定）
（内訳：内科医/1,100 名、外科医/250 名、産婦人科医/250 名、薬剤師/800 名、鍼灸師/300 名）

7．テ ー マ

紡ぎから織りへ －漢方を活かした医療体系の構築－

8．ホームページ

https://convention.jtbcom.co.jp/71jsom/

9．開 催 目 的

当学会は、1950 年（昭和 25 年）に設立され、東洋医学に関する事業を行い
その進歩普及を図り、学術文化の発展並びに人類・社会の福祉に寄与する事を目的としてお
ります。
東洋医学は、漢方に限らず、各種薬剤や医療機器を使用し、最近では栄養管理等においても
注目されている分野です。
本学術総会におきましても、テーマとなる「紡ぎから織りへ －漢方を活かした医療体系の構
築－」を基盤として、医師、薬剤師、鍼灸師、漢方を学ぶ学生等、多くの参加者に満足して
いただけるプログラムを計画しております。

10．過 去 の 開 催状 況

2015 年 第 66 回 富山市
2016 年 第 67 回 高松市
2017 年 第 68 回 名古屋市

2018 年 第 69 回 大阪市
2019 年 第 70 回 東京都

11．開催計画の概要
（1）開催日程（予定）
日程

午前

昼

13 日
(金)

午後
伝統医学セミナー・シンポジウム・
公募シンポジウム

14 日
(土)

教育講演・特別講演・会頭講演
シンポジウム・委員会企画
スポンサードセミナー

ランチョン
セミナー

表彰式・特別講演・シンポジウム
教育講演・特別企画・委員会企画

15 日
(日)

シンポジウム・招待講演・委員会企画
スポンサードセミナー

ランチョン
セミナー

シンポジウム・薬剤師セミナー
特別企画・委員会企画・市民公開講座
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(2)プログラム内容（予定）
・会頭講演
三潴 忠道（福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座）
・特別講演
石井 正（東北大学大学院 医学系研究科・医学部 総合地域医療教育支援部）
康永 秀生（東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 臨床疫学・経済学）
・特別企画
次世代に継ぐ卒前卒後漢方医学教育
・シンポジウム
副作用とその対策～西洋医・漢方医それぞれの立場から～（仮）
随証治療による臨床効果（仮）
経方医学関連（仮）
オーラルフレイルと東洋医学（仮）
総合診療医での漢方の活用と連携（仮）
鍼灸の視点（仮）
難病への挑戦（仮）
急性期・重症患者に対する東洋医学（仮）
『慢性頭痛の診療ガイドライン』における東洋医学治療の位置づけ（仮）
不眠治療における漢方薬の役割（仮）
・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
頭頸部に現れる肝の不調とその対応（仮）
・講習会
漢方入門講座
鍼灸入門講座
伝統医学セミナー
薬剤師セミナー
・委員会企画
・ｽﾎﾟﾝｻｰﾄﾞｾﾐﾅｰ
・ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ
12. 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。
13．運営事務局
第 71 回日本東洋医学会学術総会 運営事務局【協賛担当】
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
〒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
TEL：03-5657-0775 (代)
FAX：03-3452-8550
E-mail：71jsom@jtbcom.co.jp
71jsom-sponsor@jtbcom.co.jp【協賛担当】

2

14．運営組織（敬称略・順不同）
会頭

三潴 忠道

福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座

副会頭

中永 士師明

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻
病態制御医学系 救急・集中治療医学講座

準備委員長

中村 東一郎

中村医院

副備委員長

髙山 真

東北大学病院 漢方内科

事務局長

片寄 大

宮城利府掖済会病院 内科

副事務局長

安斎 圭一

医療法人安斎外科胃腸科医院

顧問

神 久和

坂総合クリニック 漢方内科

顧問

溝部 宏毅

岩手県立久慈病院 総合診療科

プログラム委員長

中永 士師明

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻
病態制御医学系 救急・集中治療医学講座

プログラム副委員長

髙山 真

東北大学病院 漢方内科

プログラム委員

安斎 圭一

医療法人安斎外科胃腸科医院

プログラム委員

鈴木 雅雄

福島県立医科大学 会津医療センター 漢方医学講座

プログラム委員

佐々木 健郎

東北医科薬科大学 薬学部生薬学教室・ 附属薬用植物園

プログラム委員

島 仁

医療法人小川内科医院

プログラム委員

小澤 夏生

小澤歯科醫院

プログラム委員

神谷 哲治

東北大学病院 漢方内科

プログラム委員

金子 聡一郎

東北大学病院 漢方内科

プログラム委員

大澤 稔

東北大学病院 漢方内科

プログラム委員

菊地 章子

東北大学病院 漢方内科

プログラム委員

小宮 ひろみ

福島県立医科大学附属病院 性差医療センター・漢方内科

プログラム委員

山田 和男

東北医科薬科大学病院 精神科

財務委員長

安斎 圭一

医療法人安斎外科胃腸科医院

会場委員長

川村 強

八戸市立市民病院 脳神経外科

接遇・懇親会委員長

清水 雅行

医療法人社団宏洋会 清水内科外科医院

接遇・懇親会副委員長

片寄 大

宮城利府掖済会病院 内科

接遇・懇親会委員

小宮 ひろみ

福島県立医科大学附属病院 性差医療センター・漢方内科

渉外・広告・展示委員長

山田 和男

東北医科薬科大学病院 精神科

準備委員

坪 敏仁

青森慈恵会病院 漢方内科・麻酔科

準備委員

岩崎 雅

桜井医院

準備委員

山田 宏之

やまだ胃腸内科クリニック

準備委員

伊藤 伸一

伊藤医院

準備委員

田中 栄一

医療法人 丸岡医院

準備委員

鈴木 朋子

福島県立医科大学 会津医療センター 感染症・呼吸器内科学講座

準備委員

櫻井 文明

小国町立病院
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共催セミナー募集要項
学会期間中にWEB会場内でLIVE配信形式にて、「ランチョンセミナー及び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 2,700名（予定）
（2）開 催 場 所 WEB 会場
（3）開 催 日 時 2021 年 8 月 14 日（土）・15 日（日）
（4）依 頼 社 数 約150社（予定）
（5）セミナー枠と費用（消費税込み）
＜ランチョンセミナー＞
開催日時（予定）

枠記号

8 月 14 日（土）
12：20～13：20
（60 分）

LS1-A

8 月 15 日（日）
12：20～13：20
（60 分）

LS2-A

LS1-B

LS2-B

基本配信方法

会期後オンデマンド
配信可否

共催費用

可

LIVE 配信（1 回）

¥660,000.不可
可

LIVE 配信（1 回）

¥660,000.不可

＜スポンサードセミナー＞
開催日時（予定）
枠記号
会場名
配信方法
8 月 14 日（土）
可
SS1-A
9：00～11：00
LIVE 配信（1 回）
不可
SS1-B
（120 分）
8 月 15 日（日）
可
SS2-A
9：00～11：00
LIVE 配信（1 回）
不可
SS2-B
（120 分）
※数社共催によるお申込みも可能です。
※会場と開催日の割り振りの最終決定につきましては、準備委員会にご一任ください。
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共催費用
¥1,650,000.-

¥1,650,000.-

■発表形式（配信方法）
＜当日＞
●ライブ配信
・2021年8月14日（土）または、15日（日）の開催時間内に1回配信となります。
・Zoomウェビナーを利用し、登壇者は会場には集合せず、各拠点から遠隔でログインして頂きます。
・ホストの管理・運営は、運営事務局にて行います。
共同ホスト含め、ホスト権限はお渡しできませんのでご了承下さい。
・質疑応答は、ZoomのQA機能をご利用いただけます。
・後日、パネリスト権限がある企業様用ウェビナーURLをお渡しします。（入室は5名まで）
・学会としてのアナウンスはありません。必要な場合は、貴社にてご準備ください。
当方にて手配する事も可能です。その際は、オプションにてお申込みください。
・タイトルスライドは、学会側にてご準備いたします。
開催時間内であれば、企業様にてご準備したスライドを流すことも可能です。
その際は、講演時間が短くなります事、予めご了承ください。
＜会期後＞
●オンデマンド配信について
会期後、下記期間にてオンデマンド配信をいたします。
会期後のオンデマンド配信が可能な場合は、以下の項目について、事前に演者座長へご承諾を得て
頂きます様お願いいたします。
▶配信期間： 2021年8月30日（月）～9月15日（水）（予定）
▶ご承諾頂く項目： 会期中にweb配信された各セッションの講演、スライド、質疑応答の写真、映像、音声
■ 共催費内訳
◆共催費に含まれるもの
（1）WEB 開催システム費
（2）Zoom アカウントコーディネート費（演者座長 URL 作成含む）
（3）講演を放映するために必要な基本的な設備費用（サーバー代、システム構築等）
、それらの設営費等
（4）視聴者数は、後日お知らせ致しますが、お時間を要しますこと、予めご了承ください。
【目安】▶ライブ配信のみ：9 月中旬頃
▶ライブ配信+オンデマンド配信：10 月中旬頃
◆共催費に含まれないもの
（1）接遇費：演者･座長の交通費（渡航費用含む）
、謝金、宿泊費等
（2）看板･チラシなど制作物費用：各社にて WEB 開催用に作成されたチラシ等の費用
（3）演者座長の Zoom 利用環境 ：会場、PC、各インターネット回線、WEB カメラ、ヘッドセット準備等
（4）前項「■発表形式」以外の仕様をご希望の場合は、貴社にてお手配をお願いいたします。
運営事務局でも別途有料にて手配可能です。
（例）LIVE(会場に集合しての収録) 等
（5）セミナー録画データ（未編集）
： 有料にて購入が可能です。オプション申込よりお申込みください。
事前に座長演者への許諾を得て頂きます様、お願いいたします。
■ 座長･演者･講演内容
ご相談の必要な場合は運営事務局にご連絡ください。
※座長・演者との通信（講演依頼）
、旅費・謝金・宿泊等のご手配については、基本的に貴社にてお願いいたします。
■ 講師抄録
（1）ランチョンセミナー講師の抄録原稿は「講演要旨集」には掲載いたしません。プログラム一覧にのみ
座長・演者名、演題名が掲載されます。
（2）スポンサードセミナー講師の抄録原稿は「講演要旨集」には 1 頁の要旨のみを掲載いたします。
原稿依頼につきましては貴社にてお願いいたします。
なお、プログラム一覧には座長・演者名、演題名も掲載いたします。
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■ 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、準備委員会にご一任ください。
（2）申込社が準備委員会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。
■ お申込み方法・申込み期限
（1）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。
【学会ホームページURL： https://convention.jtbcom.co.jp/71jsom/ 】
（2）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。
（3）ご記入いただきましたテーマ等にて会場と開催日の割り振りを検討いたします。予定でも結構ですので、
必ずご入力ください。
（4）オンデマンド配信が可能な場合は、事前に演者座長へのご承諾を得て頂きます様お願いいたします。
（5）セミナーを複数お申し込みの場合は、【1枠目】【2枠目】等の各フォームにご記入の上お申込ください。
申込締切：2019年11月29日（金）
※お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。
※座長・演者・演題名が未定の場合は、申込締切までに決まり次第お知らせください。
締切日まではオンライン上でマイページにて更新いただけます。
■ 当日運営の詳細
ライブ配信方法、オンデマンド配信用発表データ作成要項につきましては、2021年5月上旬～中旬頃に
改めて運営事務局よりご案内いたします。
ログ情報の提供につきましても、同時期にご案内いたします。
なお、追加手配にかかる費用につきましては、手数料15％を頂戴いたしますので、予めご了承ください。
■ 共催費のお支払い
共催費は、下記指定の銀行口座にお振込みください。
共催枠確定後に請求書を発行させていただきます。請求書到着後に入金手続きをお願いいたします。また、
銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。
銀 行 名：七十七銀行 利府支店（店番 309）
口座番号：普通預金口座 5015721
口座名義：第 71 回日本東洋医学会学術総会 事務局長 片寄 大
（ダイ 71 カイニホントウヨウイガクカイガクジユツソウカイ）
■ 情報公開への同意について
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。
■ お申込み・問合せ先
第 71 回日本東洋医学会学術総会 運営事務局【協賛担当】
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
〒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
TEL：03-5657-0775 (代)
FAX：03-3452-8550 E-mail：71jsom-sponsor@jtbcom.co.jp
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オンライン展示募集要項
■ 展示日程（予定）
■ 展示会場

＊オンライン展示となります。会期中、掲載されております。

オンライン展示会場

■ 料金と募集内容
（1）展示料金 ： 1社 ￥220,000.-（税込）
（2）募 集 数

： 15社

（3）掲載内容と各仕様

：

① 企業ロゴ または バナー
・規格：幅640×高さ220ピクセル以上
（大きい分には当方にて縮小致します。）
・ファイル形式：GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG
・データ容量：4KB 以内
（4KB以上でも掲載は可能ですが、スマートフォン等のPC以外のデバイスで視聴される方への
ご配慮をお願い致します。）
② 企業URL
③ 商品等のPDF または PowerPoint 【3つ以内】、各ファイルのタイトル（20文字以内）
＜PDFの場合＞
・A4サイズ
＜PowerPointの場合＞
●対応バージョン（推奨 Windows 2019）
Windows: 2010 / 2013 / 2016 / 2019
Macintosh: 2016 / 2019
※Macintosh版PowerPointはレイアウトが崩れる可能性があります。
Windows版 PowerPointでレイアウトを確認し、保存しなおしてから
ご提出して頂く事を推奨致します。
●スライドのサイズ
※どちらでも対応可能
・標準（4：3）
・ワイド画面（16：9）
●フォント
OS標準フォントをご使用下さい。
・【日本語】 MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝、メイリオ、
游ゴシック、游明朝
・【英語】 Times New Roman, Arial, Arial Black, Arial Narrow,
Century, Century Gothic, Courier, Courier New, Georgia
※MacのOsakaフォントは文字ずれ・文字化けする場合がありますのでゴ注意下さい。
※画面切り替えアニメーション、ページ内アニメーション、発表者ツール・ノートは
使用できません。
④ 商品等の動画（1つのみ）
・動画形式 : mp4（推奨）/ wmv / mov / avi / mpg / mpeg
・データ容量：500MB以内
⑤ メールアドレス
（商品の問合せ用、会社の問合せ用、ご担当者様のメールアドレス等）

■ 掲載箇所の割り当て
（1）配置や掲載箇所の割り当ては、申込み締切り後に主催者（事務局）で決定します。
（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。

7

■ お申込み方法・申込み期限
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。
【学会ホームページURL： https://convention.jtbcom.co.jp/71jsom/ 】
申込締切：

2021年5月31日（月）

※お申し込み後の解約は原則として認めませんのでご了承ください。

テータ提出期限： 2021年6月7日（月）必着
※当方ではデータの作成はいたしません。
貴社にて作成の上、運営事務局【71jsom-sponsor@jtbcom.co.jp】まで
メールにて送付ください。
■ 出展料のお支払い
出展料は、下記指定の銀行口座にお振込みください。
出展承認後に請求書を発行させていただきます。請求書到着後に入金の手続きをお願いいたします。
また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。
銀 行 名：七十七銀行 利府支店（店番 309）
口座番号：普通預金口座 5015721
口座名義：第 71 回日本東洋医学会学術総会 事務局長 片寄 大
（ダイ 71 カイニホントウヨウイガクカイガクジユツソウカイ）

■申込み後のお取り消し、開催日時の変更・中止について
申込後の取り消しについては原則お受けできません。予めご了承ください。やむを得ずお申込みを
取り消される場合は、共催費はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。
天災・その他のやむを得ない事情、並びに事務局および運営事務局の責任に帰し得ない原因により
学会の開催日時を変更する場合があります。
この変更により生じた共催社の損害は補償出来かねます。
また、共催社は、この変更を理由とする共催申込みの取り消し、または契約を解除することは
出来ません。
なお、前述の原因により学会の開催中止を決定した場合には、別途協議し、対応方を決定いたします。
■ お申込み・問合せ先
第 71 回日本東洋医学会学術総会 運営事務局【協賛担当】
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
〒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
TEL：03-5657-0775 (代)
FAX：03-3452-8550 E-mail：71jsom-sponsor@jtbcom.co.jp
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広告掲載募集要項
■ 広告概要
（1）媒 体 名 『第71回日本東洋医学会学術総会 講演要旨集』
（2）規格と部数 A4判／9,500部（予定）
（3）配布対象者 日本東洋医学会会員及び総会参加者
（4）制作費と広告料 印刷費 ¥8,140,000.-／広告料総額 ¥2,266,000.（5）依 頼 社 数 約150社
（6）広 告 料（消費税込み）
掲載頁

広告料

サイズ

募集数

表 4（裏表紙）1 頁

¥550,000.-

縦 27cm×横 18cm 程度・カラーページ

1社

表 2（表紙裏）1 頁

¥440,000.-

縦 27cm×横 18cm 程度・カラーページ

1社

表 3（裏表紙裏）1 頁

¥330,000.-

縦 27cm×横 18cm 程度・カラーページ

1社

後付 1 頁

¥99,000.-

縦 27cm×横 18cm 程度・白黒ページ

4社

後付 1/2 頁

¥55,000.-

縦 13cm×横 18cm 程度・白黒ページ

10 社

■ 広告掲載頁決定
(1) 各広告掲載のページ割等は、申込締切後に準備委員会で決定いたします。
(2) 申込社が準備委員会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。
■ お申込み方法・お申込み期限
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。
【学会ホームページURL： https://convention.jtbcom.co.jp/71jsom/ 】
申込締切：

2021年5月31日（月）

広告版下締切： 2021年6月7日（月）必着
※お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。
※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、
【71jsom-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。
■ 広告掲載料のお支払い
広告掲載料は、下記指定の銀行口座にお振込みください。
広告掲載枠確定後に請求書を発行させていただきます。請求書到着後に入金手続きをお願い
いたします。また、銀行発行の振込控をもって、領収書に代えさせていただきます。
銀 行 名：七十七銀行 利府支店（店番 309）
口座番号：普通預金口座 5015721
口座名義：第 71 回日本東洋医学会学術総会 事務局長 片寄 大
（ダイ 71 カイニホントウヨウイガクカイガクジユツソウカイ）
■ お申込み・問合せ先
第 71 回日本東洋医学会学術総会 運営事務局【協賛担当】
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
〒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
TEL：03-5657-0775 (代)
FAX：03-3452-8550 E-mail：71jsom-sponsor@jtbcom.co.jp
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協賛申し込み(オンライン)について
第 71 回日本東洋医学会学術総会の各種協賛申込みは、オンライン登録を採用させていただいております。
FAX の未着やお申込情報の誤入力等を防ぐため、お手数ではございますが、オンライン登録にご協力く
ださいますようお願い申し上げます。
インターネット環境のない場合は、運営事務局までお問合せください。
＜お申込みの流れ＞
学会ホームページ内「協賛申込」より、ご登録をお願いいたします。
【学会ホームページ URL： https://convention.jtbcom.co.jp/71jsom/ 】
1.

2.

3.

新規申込者登録

マイページログイン

マイページ MENU
より各種申込み登録

登録後、ログイン用 ID が

メールで届いた ID とご自

ご希望の協賛内容を選択

メールで届きます。

身で設定したパスワードを

し、必要事項を入力の上、ご

入力してログインくださ

登録をお願いします。

い。

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 71 回日本東洋医学会学術総会 運営事務局【協賛担当】
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
〒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
TEL：03-5657-0775 (代)
FAX：03-3452-8550
E-mail：71jsom-sponsor@jtbcom.co.jp
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