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ご挨拶 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より本学会の活動について格別の

ご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、第 14 回日本在宅薬学会学術大会を 2021年 7月 17日（土）から 24日（土）までの 8 日間、石川

県立音楽堂（17日、18日のみ）での実地開催と WEBを用いた遠隔開催のハイブリッド形式で開催いたし

ます。 

地域包括ケアシステムの完成を 4年後に控え、医療の現場は医療機関から在宅・介護施設へと移行す

るとともに、医療職種のみならず、介護や福祉、行政を含めた多彩なメンバーとの連携が求められるように

なってきました。また、2020年秋には、服用後のフォローアップと医師等へのフィードバックを薬剤師の業

務であることを明記した改正医薬品医療機器等法が施行され、立地から機能、対物から対人、バラバラか

ら一つというキーワードで定義された「患者のための薬局ビジョン」も、いよいよ具現化に向けて動き出そう

とする機運が高まっています。 

加えて、2020年 2月頃からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大もあり、オンラインや遠隔など、従

来にはなかった医療の形も一般化しつつあります。 

お薬をお渡しするまでではなく、服用後までフォローするということは、まさに患者さんに寄りそうと言うこ

とになります。また、患者と薬剤師の距離が離れる在宅の現場では、時間と空間のギャップを乗り越えさせ

てくれるデジタルの活用は欠かせません。さらに、ポリファーマシーの解決には、薬剤師の持つ薬学的専門

性をいかに活用するのかがポイントになってきました。 

そこで、今回の学術大会では、「患者によりそう『在宅薬学』〜デジタル時代だからこそ活きる薬剤師の

力〜」をメインテーマとし、多数の講演やシンポジウムなどを企画しております。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況がどのようになるのか予断を許さない状況ではありますが、リア

ルとバーチャルを組み合わせた新時代の学術大会を実現したいと考え、実行委員一同が知恵を絞り、力を

合わせて実りある大会を目指しております。 

学会開催に当たっては、リアルとバーチャルのハイブリッドで効率的な運営を計画しております。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、ご援助に頼らざるを得ない現状です。つ

きまし ては、誠に恐縮ではございますが、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

願い申し上げます。  

本来ならば参上し、直接ご挨拶・ご依頼申し上げるべきところですが、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げます。 

謹言 

2021年 2月吉日 

第 14回日本在宅薬学会学術大会 

大会長  崔 吉道 

                         （金沢大学附属病院 教授・薬剤部長・病院長補佐） 



大会概要 

１．大 会 名 第１４回日本在宅薬学会学術大会 

２．大会テーマ 患者に寄り添う『在宅薬学』 ～デジタル時代だからこそ活きる薬剤師の力～ 

３．開催形式 ハイブリッド（現地＋WEB）開催 

４．会  期 2021年 7月 17日（土）～24日（土） 

17日～18日 現地＋Web配信、19日～24日 Web配信のみ 

５．現地会場 石川県立音楽堂 

  〒920-0856 石川県金沢市昭和町２０−１ 

５．主  催 一般社団法人日本在宅薬学会 

６. 大会役員 

大会長 崔 吉道 金沢大学附属病院 教授・薬剤部長・病院長補佐 

実行委員長 橋本 昌子 株式会社スパーテル 代表取締役 

実行委員 内手 昇 北陸大学 薬学部 薬学教育研究センター 教授 

 柏原 宏暢 石川県薬剤師会 副会長 

 桂 正俊 株式会社ＭＫファーマシー 代表取締役 

 金田 孝子 石川県女性薬剤師会 会長 

 神谷 政幸 有限会社ドラッグストアー・カミヤ 相談役 

 岸 雄一 医療法人嘉健会 思温病院 薬剤部長 

 北川 梨乃 とくひさ泉本町薬局 薬局長 

 坂野 由宇希 株式会社ウェルフェア アンド メディシン 取締役社長 

 重山 昌人 岐阜医療科学大学 大学院保健医療学研究科 

薬学部 薬学科 病態・薬物治療学分野 教授 

 菅 幸生 金沢大学医薬保健研究域薬学系 臨床薬学研究室 准教授 

 手嶋 無限 株式会社ONEDERS 取締役・副社長 

 藤永 智也 医療法人嘉健会 思温病院 薬剤部 

 牧野 るみ子 中森全快堂薬局 白山町薬局 管理薬剤師 

 三浦 雅彦 株式会社コム・メディカル 運営部 運営課長 

 門間 康成 有限会社クリニカル調剤薬局 代表取締役 

 安澤 泰永 株式会社シナノメディカルプランニング 管理薬剤師 

    安田 圭子 株式会社スパーテル 統括部長 

 吉田 誠 青い森薬局 取締役専務 

 綿谷 敏彦 石川県薬剤師会 副会長  

７．参加予定人数 

1,100名（薬剤師および医療従事者） 



８． 主なプログラム 

・大会長講演  ・理事長講演  ・基調講演  ・教育講演  ・シンポジウム  ・ワークショップ 

・一般演題（e-Poster）  ・共催セミナー 

９．大会収支予算 

収入の部 支出の部 

 

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 

科目 金額 科目 金額
参加費（事前・当日1,100名） 11,474,000 会場利用料・備品費 1,100,000
企業展示（20小間） 4,400,000 Web配信関連費 6,600,000
共催セミナー（11セッション） 5,280,000 登録・印刷関連費 3,300,000
広告掲載 2,970,000 投影機材関連費 770,000
プラチナスポンサー 3,300,000 会場設営関連費 2,090,000
寄付金 1,000,000 感染対策費 660,000

運営諸費 660,000
運営人件費 3,630,000
運営経費 2,420,000
招聘関連費 2,800,000
事務局費 3,600,000
予備費 794,000

計 28,424,000 計 28,424,000



企業展示 募集要項 

 

１．展示会場 

 石川県立音楽堂 2階 コンサートホールホワイエ 

２．開催日程 

 2021年 7月 17日（土） 10：00 ～ 18日（日） 17：30 

        （設営日：2021 年 7 月 16 日（金） 15：00～17：30） 

    ※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。 

３．展示仕様 

小間展示 

 

 

 

 

   

 

 

 

４．出展費用     1小間あたり  220,000 円（うち税 20,000円）   ＊複数小間出展可能 

５．募集件数     20小間 

６．申し込み期限： 2021年 5月 14日（金） 

予定のスペースが埋まり次第、締め切りとさせていただきます。 

７．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。 

なお、お申し込みいただいた後に出展内容（小間数など）に変更が生じた場合は、新たに申込書を訂

正して再提出ください。 

 

 申込書送付先：  第１４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：平田、正木 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

  

＜小間サイズ＞ 

・幅 1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,100mm 

＜基本装備＞ 

・バックパネル 

・社名板付き（黒ゴシック体）、 

・展示台（白布付き） 

・蛍光灯 
【イメージ図】 



８．出展料のお支払い 

申し込み内容を確認後、大会事務局より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。 

なお、申し込み期限（2021 年 5 月 14 日）を過ぎて出展を取り消す場合は、キャンセル料（出展料の

100%）をお支払いいただきますのであらかじめご了承ください。 

 

 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：０７７８８２４ 

口 座 名：第１４回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳﾖ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） 

９．小間の配置・割当て 

申込締め切り後に主催者（大会事務局および運営事務局）で決定いたします。 

・小間の配置・割当は、小間数や競合状況、申込順などを勘案して決定いたします。 

・申込締め切り後、レイアウト等の兼ね合いから申込スペースを調整する場合があります。予めご了

承ください。 

・企業グループ、業務提携などにより出展社相互がご希望の場合、隣接して配置することが可能で

す。申し込み時にお申し出ください。 

１０．会場設備 

基本装備以外のオプションリースにつきましては、別途ご相談ください。 

１１．補償 

出展社およびその委託業者が、他社の小間・展示物、主催者の設備および人身等に損害を与えた場

合は、その補償は出展社が責任を負うものとします。 

展示会場および出展申込状況等の理由による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、出展社の責任において対処くださいますようお願いい

たします。 

 



共催セミナー募集要項 

 

会期中に石川県立音楽堂コンサートホールを使用した「ランチョンセミナー」、ならびに Webによる 

ライブ配信の「スポンサード Webセミナー」の共催を募集いたします。 

１．開催日時 

■ランチョンセミナー 7月 17日（土）  12：20～13：20（60分） 

 7月 18日（日）  11：40～12：40（60分） 

 

■スポンサード Web セミナー 7月 19日（月）～7月 23日（金） 

 A枠 18：30～19：30（60分） 

 B枠 19：40～20：40（60分） 

２． 開催場所および共催費用 

■ランチョンセミナー 

コンサートホール（704席） ＊募集 2 社 660,000円（うち税 60,000円） 

※ 会場でのセミナーの模様は同時に Webによるライブ配信も行います。 

※ ご希望により、ライブ配信後のオンデマンド配信も承ります。 

共催費に含まれるもの 

※ 会場費、控室使用料 

※ 投影機材使用料（PC、プロジェクター、スクリーン、レーザーポインター等） 

※ 音響機材（マイク、スピーカー、アンプ等）、照明機材使用料 

※ Web配信システム使用料 

共催費に含まれないもの 

※ 講師謝礼、宿泊交通費 

※ 控室での飲食代（追って、オプションのご案内をいたします） 

※ 参加者へのお弁当（＠1,000 円程度予定）をご用意いただく予定ですが、今後の COVID-19 の状況によっ

ては、お弁当の提供は見合わせていただくことがあります。予めご了承ください。 

   （お弁当およびオプションのご注文については 6 月頃お伺いします。） 

 

■スポンサード Web セミナー 

Web ライブ配信 ＊募集 9 社 440,000円（うち税 40,000円） 

※ 会場の用意はありません。貴社および演者の都合で任意の場所からご講演いただけます。 

※ 事前に収録した講演動画のライブ配信も承ります。 

※ ご希望により、ライブ配信後のオンデマンド配信も承ります。 

※ 前回大会視聴者数は、1 セミナー平均約 500 名です。 

共催費に含まれるもの 

※ Web配信システム使用料 

共催費に含まれないもの 

※ 講師謝礼、宿泊交通費 

※ 講演会場費、機材費、インターネット回線使用料 

※ 講師飲食代 

  



３．申し込み期限：2021年 4月 16日（金） 

期限前でも募集枠が埋まり次第締め切りとさせていただきます。 

４．申し込み方法 

共催セミナー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１４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：平田、正木 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

５．共催費のお支払 

申し込み内容を確認後、大会事務局より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：０７７８８２４ 

口 座 名：第１４回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳﾖ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」ならび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」および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）  

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 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） 

※発行部数：1,500 部 ※制作費：1,980,000 円 ※広告費総額：1,870,000 円 

※発行日：2021 年 7 月 1 日 ※配布対象者：大会参加者（薬剤師および医療従事者） 

※申込期限：2021 年 5 月 14 日 ※広告原稿提出期限：2021 年 5 月 31 日 

２）参加登録証 

貴社ロゴマークを参加登録証の下部に掲載いたします。 

 募集件数 2社 110,000円（うち税 10,000円） 

※制作枚数：1,500 枚 ※制作費：250,000 円 ※広告費総額：220,000 円 

※発行日：2021 年 7 月 1 日 ※配付対象者：大会参加者（薬剤師および医療従事者） 

※申込期限：2021 年 5 月 14 日 ※ロゴデータ提出期限：2021 年 5 月 31 日 

３）会場案内看板 

受付・会場入口・通路等に設置される案内・誘導看板に貴社ロゴマークを掲載いたします。 

 募集件数 2社 110,000円（うち税 10,000円） 

※制作枚数：14 枚 ※制作費：300,000 円 ※広告費総額：220,000 円 

※申込期限：2021 年 5 月 14 日 ※ロゴデータ提出期限：2021 年 5 月 31 日 

４）Webバナー 

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） 

※制作費：550,000 円 ※広告費総額：220,000 円 

※申込期限：2021 年 6 月 30 日 ※バナーデータ提出期限：2021年 7 月 9 日 

※バナーサイズ：横 280pix × 縦 100pix 程度 ※ファイルの種類：JPEG 

 

 

 



５）動画 CM 

講演配信サイトのオンデマンド講演冒頭に貴社制作 CM動画（会社紹介、製品紹介など）を 

配信いたします。 

募集件数 2社 220,000円（うち税 20,000円） 

※制作費：1,100,000 円 ※広告費総額：220,000 円 

※申込期限：2021 年 5 月 31 日 ※CM データ提出期限：2021 年 6 月 18 日 

※CM 動画の時間 1 分以内 ※ファイルの種類：MP4 

２．お申し込み方法 

広告掲載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１４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：平田、正木 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

３．広告費のお支払い 

お申し込み内容を確認後、大会事務局より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：０７７８８２４ 

口 座 名：第１４回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳﾖ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） 

４．広告原稿・データにご提出ついて 

版下またはデータファイルを各提出期限までに下記運営事務局へご郵送ください。 

データファイルの場合は、メール添付やオンラインストレージにてご送付いただいても結構です。 

版下原稿や CDでご提出いただいた場合は、後日返却させていただきます。 

 原稿送付先：  第１4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：平田、正木 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

  



プラチナスポンサー募集要項 

 

企業展示、スポンサード Webセミナー、広告をセットとしたプラチナスポンサーを募集いたします。 

 

１．企業展示 

  1) 開催日程 

 2021年 7月 17日（土） 10：00 ～ 18日（日） 17：30 

        （設営日：2021 年 7 月 16 日（金） 16：00～） 

  2) 会場 

 石川県立音楽堂 2階 コンサートホールホワイエ 

  3) 展示仕様 

スペース出展 20㎡（5m×4m） 

※展示設営、備品に関する費用は、出展社にてご負担いただきます。 

※設営、備品に関するご相談は運営事務局へお問い合わせください。 

  4) 補償 

出展社およびその委託業者が、他社の小間・展示物、主催者の設備および人身等に損害を与え

た場合は、その補償は出展社が責任を負うものとします。 

展示会場および出展申込状況等の理由による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、出展社の責任において対処くださいますよう

お願いいたします。 

2．スポンサード Web セミナー 

  1) 開催日程 

 7月 19日（月）～7月 23日（金）のうち 1日  18：30～19：30または 19：40～20：40（60分） 

Web ライブ配信 

※ 会場の用意はありません。貴社および演者の都合で任意の場所からご講演いただけます。 

※ 事前に収録した講演動画のライブ配信も承ります。 

※ ご希望により、ライブ配信後のオンデマンド配信も承ります。 

※ 前回大会視聴者数は、1 セミナー平均約 500 名です。 

スポンサー費に含まれるもの 

※ Web配信システム使用料 

スポンサー費に含まれないもの 

※ 講師謝礼、宿泊交通費 

※ 講演会場費、機材費、インターネット回線使用料 

※ 講師飲食代 

3．広告掲載 

プロブラム抄録集（カラー1 項）、参加登録証（ロゴマーク）、会場案内看板（ロゴマーク）、大会ホ

ームページ（バナー）、講演視聴サイト（動画 CM）へ各種広告を掲載いたします。 



4．スポンサー費 

 3,300,000円（消費税込み） 

5．申し込み期限 

      2021年 3月 31日（水） 

6．申し込み方法 

プラチナスポンサー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１４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：平田、正木 

  〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 

  TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

  E-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

7．スポンサー費のお支払い 

申し込み内容を確認後、大会事務局より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：０７７８８２４ 

口 座 名：第１４回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳﾖ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」ならび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」および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。 

  



寄付金・募集要項 

 

１．学会の名称 

 第１４回日本在宅薬学会学術大会 

 

２．募金の目的 

 第１４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 

 2021年 1月 4日～2021年 7月 16日 

５．寄付金の使途 

第１４回日本在宅薬学会学術大会の準備および運営の費用とする。 

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１４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：０７７８８２４ 

口 座 名：第１４回日本在宅薬学会学術大会 

       （ﾀﾞｲｼﾞﾕｳﾖ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」ならび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」および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：2021年 5月 14 日 

申し込み先： 第１４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：平田、正木 
 〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 

第１４回日本在宅薬学会学術大会 
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、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

 

 

◆申込小間数             小間 

 

◆展示内容（予定）  

 

 

 

 

 

出展品を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：2021年 4月 16 日 

申し込み先： 第１４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：平田、正木 
 〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 
第１４回日本在宅薬学会学術大会 

共催セミナー申込書 
 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、本会の連絡ならび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。 

□ ランチョンセミナー 

〈開催希望日〉 □ 7 月 17 日（土） □ 7 月 18 日（日） 

□ スポンサードセミナー 

〈開催希望日〉  第 1 希望                        

  第 2 希望                        

〈開催希望時間〉 □ 18：30～19：30 □ 19：40～20：40 

 

 

 

 

 

 

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 

 

座長・演者名 ※予定・候補でも結構です 





FAX： 03-3517-5186 

申し込み先： 第１４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：平田、正木 
 〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 
第１４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、本会の連絡ならび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 ※ご希望の広告に☑印をご記入ください。（複数申し込み可） 

 

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 モノクロ 1ページ 

 □ 後付 モノクロ 1/2ページ 

２）  □ 参加登録証 ロゴマーク 

３） □ 会場案内看板 ロゴマーク 

４） □ Webバナー（大会 HP） 

５） □ 動画 CM（講演配信サイト） 

          

 

 

 

 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：2021年 3月 31 日 

申し込み先： 第１４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：平田、正木 
 〒104-8464 東京都中央区八重洲 2-7-15 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 

第１4回日本在宅薬学会学術大会 
プラチナスポンサー申込書 

 

 申込日     年   月   日 

 

第 14回日本在宅薬学会学術大会のプラチナスポンサーに申込みいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

出展・セミナーの内容などお決まりの内容がありましたらご記入ください 

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：06-4801-9556                     申込期限：2021年 7月 16日 

申し込み先： 第１４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１４回日本在宅薬学会学術大会 

寄付申込書 
 

第１４回日本在宅薬学会学術大会 

大会長  崔 吉道  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、本会の連絡ならびに各種学会のご案内以外には使用いたしません。 

 

 

第１４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（企業展示・共催セミナー・広告）に関するお問い合せ 

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 平田、正木 

TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

E-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付に関するお問い合せ 

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 

 

 


