日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021
Annual Meeting of Japanese Society of Pharmaceutical Oncology in 2021

ONE TEAM‐がんに立ち向かう心を一つに！‐

開催趣意書・募集要項
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会

場

： オンライン会場

大 会 長

： 山口 正和（国立がん研究センター中央病院 薬剤部長）

実行委員長

： 米村 雅人（国立がん研究センター東病院 副薬剤部長）

主

： 一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会

催

ご 挨 拶
謹啓 貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、2021 年 3 月 6 日(土）・7 日（日）の 2 日間、千葉県千葉市美浜区にある幕張メッセ国際会議場におい
て予定しておりました、日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 を、オンライン形式に変更し開催する運びとなりまし
た。

日本臨床腫瘍薬学会は、病院、薬局、大学、製薬企業に所属する薬剤師やがん関連領域に関わる全ての
人々が連携協力し合うとともに、がん薬物療法に関する学術研究の進歩や科学的根拠のあるがん薬物療法の開
発・普及により、最善の治療効果の実現、副作用の軽減、重篤な健康被害の未然防止を図り、がん医療の発展
や公衆衛生の向上に寄与することを目的とした学会です。現在（2019.12 時点）約 3600 名が学会員として登録
されており、薬物治療を通して我が国のがん医療を牽引するべく日々進歩を続けております。
2019 年 6 月からがん遺伝子パネル検査が保険適用となり、がんゲノム医療が本格的に実施されるようになりま
した。がん治療に最新の知見と選択肢の広がりを見せるなか、我々は一度原点に立ち返りチームとしてがん治療
に取り組むことを目指し、今回は「ONE TEAM ～がんに立ち向かう心を一つに！～」をテーマとして、がん患者
を中心とした医療スタッフ、地域、社会ががんに立ち向かう気持ちを一つにして、がんの早期発見、治療、予防に
つなげていくことを願い、実現できるような大会にしたいと考えています。
また、学術大会としても 10 回目となる記念すべき大会であることから、これまでの大会の集大成となるような有
意義で価値あるものにしたいと考えています。
つきましては、本学術大会の趣旨にご賛同いただき、皆様のご支援、ご協力をもちまして、本会の成功を確た
るものにいたしたく、ここに貴社からの絶大なるご支援・ご協力を賜りたくお願い申し上げる次第でございます。
時節柄、厳しい経済環境にありますことは、重々承知しておりますが、本会開催の趣旨をご理解いただき、格
別のご高配を以てご協賛とご支援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
なお、各種申込みに関しましては、「企業活動と医療機関の関係の透明性ガイドライン」に基づき、拠出いただ
きました費用を各社が公開することについて了承いたします。
末筆ながら、益々のご清栄を心より祈念申し上げます。
謹白

2020 年 10 月吉日

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021
大会長

山口 正和

(国立がん研究センター中央病院 薬剤部長)
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開 催 概 要
1. 会議名称

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL : https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/

2. テ ー マ

「ONE TEAM ～がんに立ち向かう心を一つに！～」

3. 会

ライブ配信：2021 年 3 月 6 日(土）・3 月 7 日（日）

期

オンデマンド配信：2021 年 3 月 6 日(土）～14 日（日） 9 日間
4. 開催形式

オンライン形式

5. 主

一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会

催

6. 事 務 局

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 事務局
〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 Tel： 03-3542-2511
大 会 長
山口 正和（国立がん研究センター中央病院 薬剤部長）
実行委員長
米村 雅人（国立がん研究センター東病院 副薬剤部長）

7. 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 実行委員会名簿（敬称略・50 音順）
実行委員長
実行委員

アドバイザー

米村 雅人
池見 泰明
板垣 文雄
岩本 義弘
魚住 真哉
小笠原 信敬
組橋 由記
下村 直樹
白井 裕美子
鈴木 貴明
中山 季昭
橋本 浩伸
林 誠
久松 大祐
益子 寛之
宮本 康敬
石井 伊都子
川﨑 敏克
仲佐 啓詳
山内 一恭
杉浦 邦夫

※2020 年 4 月現在

国立がん研究センター東病院
京都大学医学部附属病院
帝京大学
国立がん研究センター東病院
東京歯科大学 市川総合病院
岩手県立大船渡病院
徳島赤十字病院
日本調剤 柏の葉公園薬局
若年性がん患者団体 STAND UP!!
千葉大学医学部附属病院
埼玉県立がんセンター
国立がん研究センター中央病院
名古屋医療センター
九州がんセンター
北海道立子ども総合医療・療育センター
浜松医療センター
千葉大学医学部附属病院
国立がん研究センター東病院
一般社団法人千葉県病院薬剤師会／
東千葉メディカルセンター
大阪医療センター
一般社団法人千葉県薬剤師会

8. 開 催 目 的
日本臨床腫瘍薬学会（JASPO）は、がん薬物療法に関する学術研究の進歩や科学的根拠のあるがん薬物療法の開発・普
及により、抗がん薬による最善の治療効果の実現、副作用の軽減、重篤な健康被害の未然防止を図り、がん医療の発展や
公衆衛生の向上に寄与することを目的として設立されました。2013 年に第 1 回の学術大会が東京で開催され、2021 年は第
10 回目の学術大会となります。病院薬剤師、薬局薬剤師、薬学系大学の教育研究者や学生、製薬企業の研究・開発・医療
情報担当者等参加者は多岐に渡っており、がん薬物療法に携わる薬剤師の資質の向上を図るための学術大会として高い評
価を得ています。
地域包括ケア時代を迎え、新規抗がん薬が次々に登場している中において、より安全で最適ながん薬物療法を提供する上
で、病院内の多職種による集学的なチーム医療だけでなく、地域において薬局を含めた総合的ながんチーム医療・相互のフ
ィードバックを実践することが、一層求められています。本学術大会では、メインテーマを「ONE TEAM～がんに立ち向かう
心を一つに！～」とさせていただき、最新のがん治療や薬物療法について議論すると共に情報共有したいと考えています。
2020 年 3 月 21 日（土）・22 日（日）に福岡で開催予定であった第 9 回の学術大会が新型コロナウイルス感染症(COVID19)の感染拡大の影響を受けて中止となり、この大会を楽しみにされていた皆様におかれましては大変残念な思いをされたこ
とと思います。是非今回の大会には多くの皆様にご参加いただき盛大な大会となるように皆様と共に造っていきたいと考えて
いますので、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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9. オンライン開催計画の概要（予定）
1）ライブ配信 タイムテーブル
日 程

午 前

昼

3月6日
(土)

開会式
大会長講演
特別講演

メディカル
セミナー

特別講演

メディカル
セミナー

シンポジウム

メディカル
セミナー

メディカル
セミナー

特別講演

メディカル
セミナー

シンポジウム

閉会式

3月7日
(日)

教育セミナー
メディカル
セミナー

特別講演

午 後

2）プログラム
大会長講演、特別講演、シンポジウム、教育セミナー、メディカルセミナー、一般演題発表
2,300 名(想定)

3）参加人数
10. 依

頼

社

数

約 100 社

11. 情報公開の同意について
日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関の関係の透明性ガイドライ
ン」、日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関と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。
12. 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、日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 協賛申込みに関して、
請求書、領収証、運営に関する連絡以外の目的に利用しません。
また、第三者への開示はいたしません。
13. お申込み・お問合せ先
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 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内
〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビル 13 階
E-mail ： jaspo2021-sponsor@jtbcom.co.jp
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14. 収支予算書
収入の部
科目
Ⅰ.参加登録費収入
2300 名
Ⅱ.広告掲載収入
1）ミニプログラム集広告
2）ホームページバナー
3）アプリバナー
4）企業PR動画広告

支出の部
金額

科目

¥20,030,000 Ⅰ.会議準備費
①運営事務処理費
¥4,257,000
¥1,309,000
¥88,000
¥1,760,000
¥1,100,000

Ⅲ.共催費収入
1）メディカルセミナー
2）教育セミナー

¥18,700,000
¥17,930,000
¥770,000

Ⅳ.寄附金・助成金等収入
1）寄附金・助成金

¥2,000,000
¥2,000,000

②旅費・交通費
③庁費
1.印刷費
2.制作物関係費
3.備品・消耗品費
4.通信費・運搬費
5.会議費
Ⅱ.当日運営費
①人件費
②招聘費

Ⅴ.その他収入

¥500

③庁費
1.印刷費
2.備品・消耗品費
3.通信費・運搬費
4.損料・借料
5.会議費
Ⅲ.事後処理費
①人件費
②庁費
1.印刷費
2.通信・運搬費
3.会議費

収入の部 合計

44,987,500

支出の部 合計
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金額
¥19,046,856
¥7,179,356
¥200,000

¥2,861,089
¥6,944,600
¥81,400
¥1,284,411
¥496,000
¥25,782,044
¥2,984,719
¥1,024,056

¥112,420
¥292,050
¥55,000
¥20,303,137
¥1,010,662
¥158,600
¥96,000

¥44,000
¥18,600
¥0
44,987,500

寄付金募集要項
1. 募金の名称

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 開催費用についての寄付金

2. 募金目標額

2,000,000 円

3. 募金の期間

2020 年 4 月 1 日（水）から 2021 年 3 月 5 日（金）（会議前日）

4. 寄付金の用途

日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 の準備・運営の資金に充填

5. 寄付金申込先および振込先
オンラインによる申込受付とさせていただきます。
本会ホームページ（https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/）より、
お申込みください。
<お振込み先> 三菱 UFJ 銀行 築地支店（店番 025） 普通預金口座 0497904
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 大会長 山口 正和
ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｼﾕﾖｳﾔｸｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲﾆｾﾝﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ

6. 税法上の取扱い 寄付金に対する免税処置はございません。
7. 寄付金公開の許可 日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関の関係の透明性
ガイドライン」、日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関との透明性ガイ
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、拠出いただきました寄付金を各社が公開することについて了承いたします。

8. 日本臨床腫瘍薬学会役員名簿（敬称略・50 音順 2020 年 3 月末日現在）
理事長：
副理事長：
理事：

監事：

加藤 裕芳
川尻 尚子
青柳 吉博
小井土啓一
中島 寿久
松尾 宏一
遠藤 一司

近藤 直樹
伊與田友和
櫻井 洋臣
縄田 修一
山口健太郎
軍司 剛宏

松井
大谷
笹津
野村
山口
堀越

礼子
俊裕
備尚
久祥
拓洋
建一

山本
大塚
鈴木
狭間
米村

弘史
昌孝
真也
研至
雅人

小笠原信敬
中澤 寛仁
牧野 好倫
和田 敦

魚住
鈴木
益子
山内

真哉
貴明
寛之
一恭

小笠原 信敬
中山 季昭
宮本 康敬
杉浦 邦夫

9. 日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 実行委員会名簿（敬称略・50 音順）
実行委員長：
実行委員：

アドバイザー：

米村
池見
組橋
橋本
石井

雅人
泰明
由記
浩伸
伊都子

板垣 文雄
下村 直樹
林 誠
川﨑 敏克

岩本 義弘
白井裕美子
久松 大祐
仲佐 啓詳

10. 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、日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 運営に関する
目的以外は利用しません。
また、第三者への開示はいたしません。
11. 募金責任者
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021
大

会

長

実行委員長

山口 正和（国立がん研究センター中央病院 薬剤部長）
〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 Tel： 03-3542-2511
米村 雅人（国立がん研究センター東病院 副薬剤部長）
〒277-8577 千葉県柏市柏の葉 6-5-1 Tel： 04-7133-1111
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メディカルセミナー募集要項
1. 開催日時・会場名・共催費
枠記号

開催日時（予定）

配信方法

共催費用

MS-A

3 月 6 日(土)
9:00～18:00 のうち 60 分間

ライブ配信（1 回）

¥770,000.-

MS-B

3 月 7 日(日)
9:00～15:00 のうち 60 分間

ライブ配信（1 回）

¥770,000.-

MS-C

2021 年 3 月 6 日（土）～3 月 14 日（日）
【9 日間】

オンデマンド配信
（1 枠 60 分）

¥660,000.-

募集数

25 枠

※ 数社共催によるお申込みも可能です。

2. 発表形式（配信方法）
■ライブ配信仕様
・2021 年 3 月 6 日（土）または、7 日（日）の開催時間内に１回配信となります。
※配信スケジュール案は 3 ページを参照ください。
・Zoom 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、JASPO2021 運営事務局にて行います。
■オンデマンド配信仕様
・2021 年 3 月 6 日（土）～3 月 14 日（日）の【9 日間】の配信となります。
・PPT スライド（音声付き） または、企業にて事前収録された動画（60 分）を納品ください。
3. 共催費について-共催費に含まれるもの
1）オンライン開催システム費
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. 共催費について-貴社にてご負担いただくもの
1）セミナー動画撮影： 動画撮影機材費等
※撮影を運営事務局にて承ることも可能です。撮影費は別途見積りとなります。
※撮影を行う場合は、必ず座長演者のご了解をお取りください。
2）接遇費： 座長・講演者の交通費（渡航費含む）、宿泊費、謝礼等
※座長・講演者との連絡につきましては、基本的に貴社にてお願いいたします。
3）チラシ等の制作費用： 各社にて Web 開催用に作成されたチラシ等の費用
4）演者座長の Zoom 利用環境＜ライブ配信のみ＞： 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
5）前項「2.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. お申込み方法
1）オンラインによる申込受付とさせていただきます。
本会ホームページ（https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/）より、お申込みください。
※希望される発表形式をお選びください。（必須入力）
※ライブ配信をご希望の場合は、希望日を選択ください。
未選択の場合は、主催者へ一任とさせていただきます。
※現状で、予定されているテーマ、座長、講演者を入力してください。
（入力いただきましたテーマ等にて選定をいたしますので、出来る限り入力をお願いします。）
2）申込期日： 2020 年 10 月 30 日（金）
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6. 開催枠決定・注意事項
1）開催枠の最終決定につきましては、大会長にご一任ください。
開催枠に限りがあるため、ご希望に添えない場合がございますが、予めご了承願います。
2）企画内容や座長、講演者等が出来る限り重複しない様に最終的に変更のお願いをすることがありますので、
予めご了承ください。
3）申込社が、事務局の許可なく開催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。
7. 抄録原稿の提出
『日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 講演要旨集（WEB・アプリ）』に、セミナー抄録は掲載いたしません。
プログラム概要（座長・講演者名、演題名）のみ掲載する予定です。
8. 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、2020 年 12 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。
なお、追加手配にかかる費用につきましては、手数料として手配総額の 15％を申し受けますので、
予めご了承ください。
9. 共催費のお支払い
開催枠決定通知後に共催費に関する請求書をお送りさせていただきますので、期日までに下記の銀行
口座にお振込みください。また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をも
って、領収証に代えさせていただきます。
<お振込み先>

三菱 UFJ 銀行 築地支店（店番 025） 普通預金口座 0497904
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 大会長 山口 正和
ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｼﾕﾖｳﾔｸｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ ﾆｾﾝﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ

10. 申込み後のお取り消し、開催日時の変更・中止について
原則として、申込み後の取り消しは、出来ませんので、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。
11. 情報公開の同意について
日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関の関係の透明性ガイドライ
ン」、日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関と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。
12. 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、日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 メディカルセミナー申込み
に関して、請求書、領収証発送等、運営に関する目的以外に利用しません。
また、第三者への開示はいたしません。
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教育セミナー募集要項
1. 開催日時・会場席数・共催費
枠記号
開催日時
3 月 7 日(日)

ES-A

9:00～15:00 のうち 60 分間

配信方法

共催費用

ライブ配信

￥770,000.-

募集数

4枠
ES-B

2021 年 3 月 6 日（土）～3 月 14 日（日）
【9 日間】

オンデマンド配信

¥660,000.-

※ 数社共催によるお申込みも可能です。

2. 発表形式（配信方法）
■ライブ配信仕様
・2021 年 3 月 6 日（土）または、7 日（日）の開催時間内に１回配信となります。
※配信スケジュール案は 3 ページを参照ください。
・Zoom 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、JASPO2021 運営事務局にて行います。
■オンデマンド配信仕様
・2021 年 3 月 6 日（土）～3 月 14 日（日）の【9 日間】の配信となります。
・PPT スライド（音声付き） または、企業にて事前収録された動画（60 分）を納品ください。
3. 共催費について-共催費に含まれるもの
1）オンライン開催システム費
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. 共催費について-貴社にてご負担いただくもの
1）セミナー動画撮影： 動画撮影機材費等
※撮影を運営事務局にて承ることも可能です。撮影費は別途見積りとなります。
※撮影を行う場合は、必ず座長演者のご了解をお取りください。
2）接遇費： 座長・講演者の交通費（渡航費含む）、宿泊費、謝礼等
※座長・講演者との連絡につきましては、基本的に貴社にてお願いいたします。
3）チラシ等の制作費用： 各社にて Web 開催用に作成されたチラシ等の費用
4）演者座長の Zoom 利用環境＜ライブ配信のみ＞： 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
5）前項「2.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. お申込み方法
1）オンラインによる申込受付とさせていただきます。
本会ホームページ（https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/）より、お申込みください。
※希望される発表形式をお選びください。（必須入力）
※ライブ配信をご希望の場合は、希望日を選択ください。
未選択の場合は、主催者へ一任とさせていただきます。
※現状で、予定されているテーマ、講演者を入力してください。
（入力いただきましたテーマ等にて選定をいたしますので、出来る限り入力をお願いします。）
2）申込期日： 2020 年 10 月 30 日（金）
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6. 開催枠決定・注意事項
1）開催枠の最終決定につきましては、大会長にご一任ください。
開催枠に限りがあるため、ご希望に添えない場合がございますが、予めご了承願います。
2）教育セミナーは、学術大会のプログラムの一部と考えております。基本的にテーマ等の選定は、
貴社にお任せ致しますが、同じ様なテーマが重複しない様に最終的に変更のご相談をする事があります
ので、予めご了承ください。
座長につきましては、主催者より推薦させていただきます。
3）申込社が、事務局の許可なく開催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。
7. 抄録原稿の提出
『日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 講演要旨集（WEB・アプリ）』に、セミナー抄録は掲載いたしません。
プログラム概要（座長・講演者名、演題名）のみ掲載する予定です。
8. 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、2020 年 12 月初旬～中旬頃に
改めて運営事務局よりご案内申し上げます。
なお、追加手配に係る費用につきましては、手数料として手配総額の 15％を申し受けますので予めご了承
ください。
9. 共催費のお支払い
開催枠決定通知後に共催費に関する請求書をお送りさせていただきますので、期日までに下記の銀行
口座にお振込みください。また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をも
って、領収証に代えさせていただきます。
<お振込み先>

三菱 UFJ 銀行 築地支店（店番 025） 普通預金口座 0497904
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 大会長 山口 正和
ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｼﾕﾖｳﾔｸｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ ﾆｾﾝﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ

10. 申込み後のお取り消し、開催日時の変更・中止について
原則として、申込み後の取り消しは、出来ませんので、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。
11. 情報公開の同意について
日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関の関係の透明性ガイドライ
ン」、日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関と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。
12. 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、日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 教育セミナー申込みに関して、
請求書、領収証発送等、運営に関する目的以外に利用しません。
また、第三者への開示はいたしません。
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ミニプログラム集掲載広告募集要項
1. 会誌名
『日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 ミニプログラム集』
2. 規格・印刷部数、配布対象
A5 版縦、表紙カラー、本文モノクロ、3,500 部、学術大会参加者および関係者
3. 媒体作成費
¥1,606,000．4. 広告掲載料総額
¥1,309,000.5. 広告掲載料、募集数（予定）
掲載頁
表 4（裏表紙）
表 2（表紙裏）
表 3（裏表紙裏）
後付
後付

1頁
1頁
1頁
1頁
1/2 頁

単価
¥220,000.¥198,000.¥165,000.¥88,000.¥55,000.-

仕様

A5 縦（縦
A5 縦（縦
A5 縦（縦
A5 縦（縦
A6 横（縦

18.5cm×横 12.5cm 程度）・カラー
18.5cm×横 12.5cm 程度）・カラー
18.5cm×横 12.5cm 程度）・カラー
18.5cm×横 12.5cm 程度）・白黒
9cm×横 12.5cm 程度）・白黒

募集数
1口
1口
1口
2口
10 口

6. お申込み方法・申込期日
1）オンラインによる申込受付とさせていただきます。
本会ホームページ（https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/）より、お申込みください。
2）申込期日： 2020 年 11 月 20 日（金）
※お申込み後のご解約は、原則として認めませんのでご了承ください。

7. 掲載頁の決定
1）広告掲載頁割等の最終決定につきましては、大会長にご一任ください。
表 4・表 2・表 3 につきましては、ご希望に添えない場合がございますが、予めご了承願います。
2）申込社が、事務局の許可なく掲載頁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. 広告原稿の入稿方法
広告原稿は、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、E-mail（jaspo2021-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、運営事務局まで、書留または宅配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。）
版下送付期日： 2020 年 11 月 27 日(金) 必着
9. 広告掲載料のお支払い
広告掲載料は、申込み締切後、ページ割を確定した上で、運営事務局より請求書をお送りさせていただ
きますので、期日までに下記指定口座へお振込みください。
また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせていただ
きます。
<お振込み先> 三菱 UFJ 銀行 築地支店（店番 025） 普通預金口座 0497904
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 大会長 山口 正和
ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｼﾕﾖｳﾔｸｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ ﾆｾﾝﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ

10. ミニプログラム集発行予定日
2021 年 2 月中旬（広告掲載企業には、ミニプログラム集を１部進呈いたします。）
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ホームページバナー広告募集要項
1. 掲載サイト
URL … https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/
2. 掲載期間（予定）
申込受付完了およびデータ受信時 ～ 会期終了

※掲載イメージ

3. データサイズ（予定）・広告料
バナー大（横 264px × 高さ 70px） … ¥55,000.バナー小（横 174px × 高さ 56px） … ¥33,000.4. 媒体作成費
¥586,000.5. 広告料総額（予定）
¥88,000.バナー大
¥55,000.- × 1 社
バナー小
¥33,000.- × 1 社
6. お申込み方法・期日
1）オンラインによる申込受付とさせていただきます。
本会ホームページ（https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/）より、お申込みください。
2）申込期日： 2021 年 1 月 29 日（金）
※お申込み後のご解約は、原則として認めませんのでご了承ください。

7. 掲載枠の決定
1）掲載枠の最終決定につきましては、大会長にご一任ください。
枠数に限りがあるためご希望に添えない場合がございますが、予めご了承願います。
2）申込社が、事務局の許可なく掲載枠を第三者に譲渡、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. バナーデータの入稿方法
バナーデータは、貴社にて作成の上、運営事務局へ E-mail（jaspo2021-sponsor@jtbcom.co.jp）の
添付ファイルにて送信してください。リンク先のホームページ URL をメール本文に明記してください。
（当方ではデータの作成はいたしません。）
最終データ送信期日：2021 年 2 月 5 日（金) 必着
9. 広告料のお支払い
広告料は、申込み締切後、掲載枠を確定した上で、運営事務局より請求書をお送りさせていただきます
ので、期日までに下記指定口座へお振込みください。
また、領収証は発行致しません。「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせてい
ただきます。
<お振込み先> 三菱 UFJ 銀行 築地支店（店番 025） 普通預金口座 0497904
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 大会長 山口 正和
ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｼﾕﾖｳﾔｸｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ ﾆｾﾝﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ
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アプリバナー広告募集要項
1. 媒

体

名

『日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 スマートフォン用アプリ』

2. 掲 載 期 間 2021 年 2 月頃（アプリ提供開始時期）～ 会期終了（予定）
3. 対

象

者 学会参加者および関係機関

4. 制作費と広告料 アプリ（iPhone, Android用）制作費 ¥2,500,000.-

広告料総額 ¥1,760,000.-

5. 依 頼 社 数 約100社
6. 広

告

料（税込）
掲載ページ
トップページ
（予定）

7. 規

格

広告料

募集数

¥440,000.-

4口

詳細は別途ご連絡いたします。
公式アプリトップページ下部にフラッシュ形式でバナー表示
※バナーデータは貴社にて作成の上、下記の運営事務局までメールにて
ご送付ください。（当方ではデータの作成はいたしません）

8. 広告掲載決定・注意事項
（1）バナーの掲載箇所等は、申込締め切り後に主催者（運営事務局）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。
9. お申込み方法・期日
1）オンラインによる申込受付とさせていただきます。
本会ホームページ（https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/）より、お申込みください。
2）申込期日： 2020 年 12 月 10 日（木）締切
※お申込み後のご解約は、原則として認めませんのでご了承ください。

10. 広告料のお支払い
広告料の請求書は、申込締め切り後にお送りします。
請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。
また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせて
いただきます。

<お振込み先>

三菱 UFJ 銀行 築地支店（店番 025） 普通預金口座 0497904
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 大会長 山口 正和
ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｼﾕﾖｳﾔｸｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ ﾆｾﾝﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ
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企業 PR 動画募集要項
容

貴社製品の PR 動画（15 秒以内）を特別講演、及び、シンポジウムのセッション前に
コマーシャルとして放映をいたします。
◆データ形式：動画
＜動画の場合＞
・解像度：XGA（1024×768 ピクセル）
・動画形式：MP4
・音声出力：可

1.

内

2.

掲載期間

2021 年 3 月 6 日（土） ・ 3 月 7 日（日） ※ライブ配信期間中

3.

依頼社数

約100社

4.

広 告 料（税込）
内容
企業PR動画
（1枠15秒以内）

5. 規

格

広告料

募集数

¥110,000.-

10口

詳細は別途ご連絡いたします。

6. 決定・注 意 事 項
（1）配置や放映順につきましては、申込締め切り後に主催者（運営事務局）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。

7.

お申込み方法・期日
1）オンラインによる申込受付とさせていただきます。
本会ホームページ（https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/）より、お申込みください。
2）申込期日： 2021 年 1 月 15 日（金）締切
※お申込み後のご解約は、原則として認めませんのでご了承ください。

データ提出： 2021 年 1 月 29 日（金）必着
※データは貴社にて作成の上、運営事務局【jaspo2021-sponsor@jtbcom.co.jp】までメールにてご送付ください。
※当方ではデータの作成はいたしません。

8.

広告料のお支払い
PR動画の請求書は、申込締め切り後にお送りします。
請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。
また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をもって、領収証に代えさせていただ
きます。

<お振込み先>

三菱 UFJ 銀行 築地支店（店番 025） 普通預金口座 0497904
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 大会長 山口 正和
ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｼﾕﾖｳﾔｸｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ ﾆｾﾝﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ

9.

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、協賛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協賛社の損害は補償出来かねます。
また、協賛社は、この変更を理由とする協賛申込みの取り消し、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。
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日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021
協賛申込（オンライン）について
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 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、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
協力頂きたく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。
学術大会ホームページ内「協賛・寄付申込」より、ご登録をお願いいたします。
学術大会ホームページ URL ： https://convention.jtbcom.co.jp/jaspo2021/
＜お申込みの流れ＞
1.
担当者登録
登録後、ID がメールで届き
ます。

2.
マイページログイン

3.
マイページ内、メインメニューより
各種申込み登録

ご自身で設定頂いたパスワ
ードと、メールで届いた ID 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】
日本臨床腫瘍薬学会学術大会 2021 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内
〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビル 13 階
E-mail： jaspo2021-sponsor@jtbcom.co.jp
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