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開催趣意書 

募 集 要 項 

＜開催形式変更版＞ 
 
 
 

会 期：2020 年 9 月 13日（日）～27 日（日） 

開 催 形 式：誌上開催（抄録集の発行）を伴うWeb開催（ライブ＆オンデマンド配信） 

大 会 会 長：佐々木 均（長崎大学病院薬剤部 教授・薬剤部長） 

組織委員長：中嶋 幹郎（長崎大学薬学部 教授） 

運営委員長：手嶋 無限（一般社団法人日本在宅薬学会 副理事長／ 

                           株式会社 ONEDERS 取締役・副社長） 

大 会 Ｈ Ｐ：http://congress.jahcp.org 

http://congress.jahcp.org/


ご挨拶 
謹啓 

 貴社、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り感謝申し上げます。 

さてこの度、第 13回日本在宅薬学会学術大会を、2020年 7月 18日(土)〜19日(日)の 2日間、長崎ブリッ

クホール（長崎市）を会場として開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの影響により、誌上開催

（抄録集の発行）を伴う Web開催に変更し、2020年 9月 13日（日）〜27日（日）の 15日間の日程で開催さ

せていただくことになりました。 

 

 わが国は、経済が成熟したなかで、超高齢社会における医療体制の変革が求められています。治療より

もむしろ生活の質向上を目標として、地域の保険・医療・福祉が統合した包括的ケアが推進されています。

2020 年の診療報酬改定では一層の推進が盛り込まれる予定です。また、地域が一つの総合病院や療養

施設として機能するようなシームレスな医療者・介護者の連携が必要です。なかでも、地域住民が幸せな

療養生活を送るため、医療者・介護者が連携して患者を見守る在宅医療の推進は必須です。 

 

 地域包括ケアや在宅医療の推進により、高度な薬物療法や微量で強い効果を示す高額な医薬品が地域

や居宅へ大きく広がっています。薬剤師による医薬品管理や薬物療法の適正化が欠かせません。薬剤師

は、地域包括ケアや在宅医療のなかで、医療・保健・介護・福祉の多職種や多分野と連携・協働し、薬学的

視点による実践が求められています。 

  

 日本在宅薬学会は、地域包括ケアや在宅医療で重要な役割を果たす薬剤師が多数参加し、情報発信や

情報共有を行う重要な学会です。今回はメインテーマを『薬剤師進化で加速する「在宅薬学」：地域包括ケ

アの最前線』とし、最前線で活躍する薬剤師や医療チームの現状と課題を議論し、地域包括ケアの未来を

展望する機会と位置付けました。公募シンポジウムをはじめ、地域包括ケアや在宅医療で活躍する講師を

全国各地からお招きし、魅力的なプログラム構成を予定しております。 

 

 学会開催に当たり、できるだけ簡素化し、経済的な負担は可及的に少なくする計画です。しかしながら、

会員の参加登録費等だけでは不十分で、皆様方のご厚情、御援助に頼らざるを得ない現状です。つきまし

ては、誠に恐縮ではございますが、本大会開催の趣旨をご理解頂き、何卒ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 本来ならば参上し、直接ご挨拶・ご依頼申し上げるべきところですが、ここに書面を持ちましてお願いする

次第です。末筆ながら貴社のご繁栄をお祈り申し上げます。 

謹白 

2020年 5月吉日 

第 13回日本在宅薬学会学術大会 

大会会長  佐々木 均 

                         （長崎大学病院薬剤部 教授・薬剤部長） 



大会概要 

１．大会名 第１３回日本在宅薬学会学術大会 

２．大会テーマ 薬剤師進化で加速する「在宅薬学」：地域包括ケアの最前線 

３．会 期  2020年 9月 13日（日）～27日（日） 

４．開催形式 誌上開催（抄録集の発行）を伴う Web開催（ライブ＆オンデマンド配信） 

５．主 催  一般社団法人日本在宅薬学会 

６. 大会役員 

大会会長 佐々木 均 長崎大学病院薬剤部 教授・薬剤部長 

組織委員長 中嶋 幹郎 長崎大学薬学部 教授 

組織委員 中村 忠博 長崎大学病院薬剤部 副薬剤部長 

 兒玉 幸修 長崎大学病院薬剤部 准教授・副薬剤部長 

 松谷 久 長崎県病院薬剤師会 副会長／社会福祉法人十善会 十善病院薬剤部 薬剤部長 

 田代 浩幸 一般社団法人長崎県薬剤師会 会長 

 井手 陽一 一般社団法人長崎市薬剤師会 会長 

 丸山 徹 熊本大学薬学部 教授 

 徳永 仁 九州保健福祉大学薬学部 教授 

 武田 泰生 鹿児島大学病院薬剤部 教授・薬剤部長 

 岸本 真 霧島市立医師会医療センター薬剤部 副薬剤部長 

 橋本 昌子 株式会社スパーテル 代表取締役 

 神谷 政幸 有限会社ドラッグストアー・カミヤ 代表取締役 

 平井 みどり 兵庫県赤十字血液センター 所長 

 狹間 研至 一般社団法人日本在宅薬学会 理事長 

 手嶋 無限 一般社団法人日本在宅薬学会 副理事長／株式会社ONEDERS 取締役・副社長 

運営委員長 手嶋 無限 一般社団法人日本在宅薬学会 副理事長／株式会社ONEDERS 取締役・副社長 

   運営委員 尾野村 治 長崎大学 薬学部長 

 榊原 隆三 長崎国際大学 薬学部長 

 本多 雅幸 長崎県福祉保健部 薬務行政室長 

 南野 潔 株式会社カインドヘルスサポート 代表取締役／長崎薬剤師在宅医療研究会（Ｐ-net） 副代表 

 福地 弘充 鍵屋薬局 代表取締役 

 末松 文博 独立行政法人地域医療機構 九州病院 薬剤部長 

 江口 真理子 株式会社大賀薬局 野芥調剤店 

 能丸 浩子 有限会社アストラ フラワー薬局 

 坂井 美千子 さかい薬局グループ 株式会社薬心堂 専務取締役 

 千代延 誠治 株式会社神埼薬局 代表取締役社長 



 大森 眞樹 山鹿地区薬剤師会 理事 

 坂井 博則 有限会社つばめ薬局 

 菊池 幸助 日出調剤薬局 

 比嘉 朋子 すこやか薬局グループ 株式会社薬正堂 

 杉田 康    ファルメディコ株式会社 ハザマ薬局 

 上野 隼平   ファルメディコ株式会社 ハザマ薬局 

  

７．参加予定人数 

1,000名（薬剤師および医療従事者） 

８． 主なプログラム 

・基調講演  ・教育講演  ・シンポジウム  ・フォーラム  ・ワークショップ  ・企画セミナー 

・一般演題（口演、ポスター）  ・共催セッション 

９．大会収支予算 

収入の部 支出の部 

科目 金額 科目 金額
事前参加費（会員500名） 4,860,000 システム関連費 2,750,000
事前参加費（非会員300名） 3,840,000 印刷関連費 3,300,000
直前・当日参加費（会員50名） 600,000 運営諸費 990,000
直前・当日参加費（非会員150名） 1,950,000 運営人件費 1,100,000
Web企業展示（10社） 1,100,000 運営経費 1,980,000
共催セッション（12セッション） 4,400,000 業務委託費 1,870,000
広告掲載（プログラム抄録集　20社） 2,200,000 招聘関連費 1,500,000
広告掲載（大会ホームページ　2社） 220,000 事務局費 1,000,000
寄付金 1,000,000 オンライン配信費 2,200,000

予備費 3,480,000

計 20,170,000 計 20,170,000  

１０．大会事務局 

一般社団法人日本在宅薬学会 

〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋 1-9-5 山西屋・西孫ビル 3F 

TEL：06-4801-9566 FAX：06-4801-9556 

１１．運営事務局 

株式会社メディセオ 学会支援部 

〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 



Web 企業展示 募集要項 

 

１．開催日程 

2020年 9月 13日（日） 11：00 ～ 27日（日） 17：00 

 ※大会プログラムにより若干時間変更する場合があります。 

２．展示様式 

企業としての取り組み内容や商品紹介等を収録したビデオを会期中オンデマンド配信いたします。 

大会参加者には ID、パスワードを発行し、大会 Webサイトより閲覧いただきます。 

ビデオは各社 20分以内で収録の上、8月 31日（月）までに運営事務局へご提出ください。 

３．出展費用 110,000 円（うち税 10,000円） 

４．募集件数 10社 

５．申し込み期限 2020年 7月 31日（金） 

 ※ 募集件数に達し次第、締め切りとさせていただきます。 

６．申し込み方法 

出展申込書に必要事項をご記入の上、下記運営事務局へ FAXにてお送りください。 

 申込書送付先：  第１３回日本在宅薬学会学術大会 運営事務局 

  株式会社メディセオ 学会支援部 担当：三草、平田 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：007248mikusa@mediceo-gp.com 

７．出展料のお支払い 

申し込み内容を確認後、請求書を発行いたしますので、期限内に指定口座へお振込みください。尚、

変更前の企業展示にお申込みいただき、出展料をお支払い済みの場合は、差額返金による相殺も承

ります。 

 

 振込先 

銀 行 名：りそな銀行 支 店 名：難波支店（店番：１２５） 

口座種別：普通  口座番号：０７３６６７３ 

口 座 名：第１３回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｻﾞｲﾀｸﾔｸｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ） 

 



共催セッション募集要項 

 

会期中に Web 会議システム Zoom を利用した「スポンサードレクチャー」「スポンサードシンポジウム」を

開催しライブ配信いたします。 

１．開催日時 

■スポンサードレクチャー 9月 14日（月）～18日（金） 18:30～19:30、19:40～20:40（60分） 

■スポンサードシンポジウム 9月 24日（木）、25日（金） 18：30～20：30（120分） 

２．共催費用 

■スポンサードレクチャー ＊募集10社（各日 2 社） 330,000円（うち税 30,000円） 

■スポンサードシンポジウム ＊募集 2 社（各日 1 社）  550,000円（うち税 50,000円） 

 ※ Web会議システム Zoomは大会側で契約し、指定の URLおよび ID、パスワードを利用いただきます。 

 ※ 座長・講師の選定は貴社にて行ってください。 

 ※ 座長・講師への謝礼や交通費等の費用は貴社にてご負担ください。 

 ※ 講演会場の指定はありません。貴社ならびに講師のご都合に合わせてご選定ください。 

３．申し込み期限 2020年 6月 30日（火） 

 ※ 募集件数に達し次第、締め切りとさせていただきます。 

４．申し込み方法 

共催セッション申込書に必要事項をご記入の上、下記運営事務局へ FAXにてお送りください。 

 申込書送付先：  第１３回日本在宅薬学会学術大会 運営事務局 

  株式会社メディセオ 学会支援部 担当：三草、平田 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：007248mikusa@mediceo-gp.com 

５．共催費のお支払 

申し込み内容を確認後、請求書を発行いたしますので、期限内に指定口座へお振込みください。尚、

変更前の共催セッションにお申込みいただき、共催費をお支払い済みの場合は、差額返金による相

殺も承ります。 

 振込先 

銀 行 名：りそな銀行 支 店 名：難波支店（店番：１２５） 

口座種別：普通  口座番号：０７３６６７３ 

口 座 名：第１３回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｻﾞｲﾀｸﾔｸｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ） 

６．情報公開の同意について 

本会は、日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイド

ライン」ならびに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等との透明性ガイドライン」

およびこれに準じて定めた貴社の指針に基づき、貴社が本会へ支払う寄付金、共催費等を情報公開する

ことに同意いたします。 



広告掲載・募集要項 
 

 本大会にて制作する下記媒体への広告掲載を募集いたします。 

１．広告掲載内容 

１）プログラム抄録集（A4版）  

※発行部数：1,200 部 ※発行日：2020 年 9 月 1 日 

※配布対象者：大会参加者（薬剤師および医療従事者） 

表 4（裏表紙・外面）カラー  募集 1社    330,000円（うち税 30,000円） 

表 3（裏表紙・中面）カラー  募集 1社    220,000円（うち税 20,000円） 

表 2（表表紙・中面）カラー  募集 1社    220,000円（うち税 20,000円） 

後付 1ページ カラー 募集 2社  165,000円（うち税 15,000円） 

後付 1ページ モノクロ  募集 5社 110,000円（うち税 10,000円） 

後付 1/2ページ モノクロ   募集 10社  55,000円（うち税  5,000円） 

２）大会ホームページ 

大会ホームページに貴社のバナー広告を掲載いたします。なお、同バナーから貴社指定 Webペー

ジ等へのリンクを行います。 

募集件数 2社 110,000円（うち税 10,000円） 

２．申し込みおよび原稿提出期限 2020年 7月 31日（金） 

 ※ 募集件数に達し次第、締め切りとさせていただきます。 

 ※ 抄録集広告の原稿は aiまたは PDFファイルを、ホームページバナーは JPEGファイル（横 280×縦 100pix）を 

   運営事務局へメール添付またはメディアにコピーしたものを郵送にてご送付ください。 

３．申し込み方法 

広告掲載申込書に必要事項をご記入の上、運営事務局へ FAXにてお送りください。 

 送付先：  第１３回日本在宅薬学会学術大会 運営事務局 

  株式会社メディセオ 学会支援部 担当：三草、平田 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：007248mikusa@mediceo-gp.com 

４．広告費のお支払い 

お申し込み内容を確認後、請求書を発行いたしますので、期限内に指定口座へお振込みください。 

 振込先 

銀 行 名：りそな銀行 支 店 名：難波支店（店番：１２５） 

口座種別：普通  口座番号：０７３６６７３ 

口 座 名：第１３回日本在宅薬学会学術大会（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｻﾞｲﾀｸﾔｸｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ） 



寄付金・募集要項 

 

１．学会の名称 

 第１３回日本在宅薬学会学術大会 

 

２．募金の目的 

 第１３回日本在宅薬学会学術大会の開催 

３．募金目標金額 

 1,000,000 円 

４．募集期間 

 2019年 9月 18 日～2020年 9月 12日 

５．寄付金の使途 

第１３回日本在宅薬学会学術大会の準備および運営の費用とする。 

６．寄付申込先 

別紙寄付金受入申請書に必要事項をご記入の上、下記事務局宛に FAX または郵送にてお送り

ください。  

【申込先】 

〒530-0041 
大阪府大阪市北区天神橋 1-9-5 山西屋・西孫ビル 3F 
第１３回日本在宅薬学会学術大会事務局 
TEL:06-4801-9566 FAX:06-4801-9556 

７．寄付金振込み先 

 下記口座にお振込み下さい。  

銀 行 名：りそな銀行 支 店 名：難波支店（番１２５）  

口座種別：普通  口座番号：０７３６６７３ 

口 座 名：第１３回日本在宅薬学会学術大会 

       （ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｻﾞｲﾀｸﾔｸｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲ） 

８．情報公開の同意について 

本会は、日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性

ガイドライン」ならびに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等との透明性

ガイドライン」およびこれに準じて定めた貴社の指針に基づき、貴社が本会へ支払う寄付金、共催費

等を情報公開することに同意いたします。 



FAX： 03-3517-5186                   申込期限：2020年 7月 31日 

申し込み先： 第１３回日本在宅薬学会学術大会 運営事務局 
 株式会社メディセオ 学会支援部 担当：三草、平田 
 〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 

第１３回日本在宅薬学会学術大会 
Weｂ企業展示出展申込書 

 

 申込日     年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 
※ ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

 

 

 

 

 

◆収録内容（予定）  

 

 

 

 

 

具体的にご記入ください 

事務局欄    受付日 受付番号 備考 

会社名 

団体名 

フリガナ 

                                  印 

住 所 〒 

実務 

担当者 

所属部署 

役職 

氏名 

TEL 

E-mail 

FAX 

 



FAX： 03-3517-5186                    申込期限：2020 年 6 月 30日 

申し込み先： 第１３回日本在宅薬学会学術大会 運営事務局 
 株式会社メディセオ 学会支援部 担当：三草、平田 
 〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 
第１３回日本在宅薬学会学術大会 

共催セッション申込書 
 申込日     年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 
※ ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

 
 

◆申込内容 ※希望セミナー欄に☑印をご記入ください。 

□ スポンサードレクチャー 

□ スポンサードシンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局欄    受付日 受付番号 備考 

会社名 

団体名 

フリガナ 

                                  印 

住 所 〒 

実務 

担当者 

所属部署 

役職 

氏名 

TEL 

E-mail 

FAX 

 

演題名・座長・演者名 



FAX： 03-3517-5186                    申込期限：2020 年 7 月 31日 

申し込み先： 第１３回日本在宅薬学会学術大会 運営事務局 
 株式会社メディセオ 学会支援部 担当：三草、平田 
 〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 
第１３回日本在宅薬学会学術大会 

広告掲載申込書 
 申込日     年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 
※ ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

 

◆お申込内容 ※該当する項目欄に☑印をご記入ください。（複数記入可） 

         ※プログラム抄録集広告の場合は、入稿方法欄にも必ずご記入ください。 

１） プログラム抄録集 □ 表 4 カラー  

         □ 表 3 カラー 

                       □ 表 2 カラー 

 □ 後付 カラー  1ページ 

 □ 後付 モノクロ 1ページ 

               □ 後付 モノクロ 1/2ページ 

２） 大会ホームページ □ バナー広告掲載 

          

◆原稿入稿方法   □ メール    □ 郵送 

 

 

 

 

 
事務局欄    受付日 受付番号 備考 

会社名 

団体名 

フリガナ 

                                  印 

住 所 〒 

実務 

担当者 

所属部署 

役職 

氏名 

TEL 

E-mail 

FAX 

 



FAX：06-4801-9556                     申込期限：2020 年 9 月 12 日 

申し込み先： 第１３回日本在宅薬学会学術大会 事務局 

 〒530-0004 

 大阪府大阪市北区天神橋 1-9-5 山西屋・西孫ビル 3F 

 TEL:06-4801-9566 FAX:06-4801-9556 
 

第１３回日本在宅薬学会学術大会 

寄付申込書 
 

第１３回日本在宅薬学会学術大会 

大会会長  佐々木 均  殿 

 申込日     年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 住所欄には、実務ご担当者の住所をご記入ください。 

※ご記入いただいた個人情報の内容につきましては、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

 

 

第１３回日本在宅薬学会学術大会の趣旨に賛同し、下記のとおり寄付いたします。 

 

記 

 

 

1.  寄付金額         金                      円 

 

2.  振込予定日           年      月      日  

 

 

 

 

 

会社名 

団体名 

フリガナ 

                                  印 

住 所 〒 

実務 

担当者 

所属部署 

役職 

氏名 

TEL 

E-mail 

FAX 

 



 

 

 

 

 

 

各種募集（Web 企業展示・共催セッション・広告）に関する問い合わせ 

運営事務局 

 

〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

株式会社メディセオ 学会支援部 

          担当 三草、平田 

TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

E-mail：007248mikusa@mediceo-gp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付に関する問い合わせ 

大会事務局 

 

〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋 1-9-5 山西屋・西孫ビル 3F 

一般社団法人 日本在宅薬学会 

TEL：06-4801-9566 FAX：06-4801-9556 

E-mail: info@jahcp.org 

 

 


