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ご挨拶 
 

謹啓 

初冬の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

また、平素より日本在宅薬学会の活動に対して、格別のご高配、ご支援を賜り厚く

御礼申し上げます。 

さてこの度、第 15回日本在宅薬学会学術大会を 2022（令和４）年 7月１７，１８日

の 2日間、札幌コンベンションセンターを会場として開催いたします。 

前回の石川大会を参考に、Web による即時性のある全国への配信に加え、万全

な感染防御対策を施して、現地への参加も可能とする「一部ハイブリッド方式」を採

用するここと致します。 

新型コロナウイルス感染者数が現在落ち着きを見せていますが、しかしながら第

６波への感染拡大防止など、様々な策を講じながら社会活動を行っているのが現

状であります。 

日本在宅薬学会では今大会を、地域包括ケアや在宅医療で重要な役割を担う薬

剤師が全国から多数参加し、情報発信や情報共有など、薬剤師の資質向上を図る

上で重要な場と捉えております。 

今回のメインテーマは、「Pharmacists, be Ambitious ～在宅薬学の再定義～」 

として、在宅医療における薬剤師の役割、地域から求められる機能の強化を図る上

でも、今一度、薬剤師が関る在宅医療を見つめ直す機会と本大会を位置付けまし

た。北の大地から、将来を広く展望する『大志を抱け』の精神の元、魅力的なプログ

ラムを予定しております。 

学会開催に当っては、ハイブリッド方式でありますが、簡素化に努めながら効率

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、ご支援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いただき、何卒ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

謹白 

 

2021年 12月吉日 

第１５回日本在宅薬学会学術大会 

大会長  竹内 伸仁 

                         （一般社団法人 北海道薬剤師会 会長） 



大会概要 

１．大会名 

第１５回日本在宅薬学会学術大会 

２．大会テーマ 

Ｐｈａｒｍａｃｉｓｔｓ，ｂｅ Aｍｂｉｔｉｏｕｓ ～在宅薬学の再定義～ 

３．会 期 

2022年 7月 17日（日）～18日（月・祝） 

４．会 場 

札幌コンベンションセンター 

〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌６条１丁目１−１ 

５．開催方式 

ハイブリッド方式（第 1会場のみ Web ライブ配信） 

６．主 催 

一般社団法人 日本在宅薬学会 

７. 大会役員 

大会長 竹内 伸仁 一般社団法人 北海道薬剤師会 会長 

実行委員長 桂 正俊 株式会社 MK ファーマシー 代表取締役 

実行委員 伊藤 裕康 医療法人アンリーデュナン会 深川第一病院 薬剤部 

 大澤 祐貴子 株式会社サンクール 薬制部次長 

 岸 雄一 ファルメディコ株式会社 西町医療センター店 

 佐藤 一生 ファーマライズ株式会社 ひまわり薬局 

 田口 圭三 リジョン薬局 代表取締役 

 手嶋 無限 株式会社 ONEDERS 取締役・副社長 

 橋本 健司 有限会社橋本ファーマシー 代表取締役 

 橋本 昌子 株式会社スパーテル 代表取締役 

 畑 世剛 有限会社らくらくファーマシー 代表取締役 

 平井 みどり 兵庫県赤十字血液センター 所長 

 深堀 泰弘 ファミリークリニックさっぽろ山鼻 薬剤師長 

 星野 志津代 みすず調剤薬局 宮前店 

 宮本 智子 パルス薬局 江別市民薬局 

 門間 康成 有限会社クリニカル調剤薬局 代表取締役 

 山崎 健吾 パルス薬局 江別市民薬局 地域連携室室長 

 



８．参加予定人数 

1,200名（薬剤師および医療従事者） 

９．主なプログラム 

・理事長講演  ・大会長講演  ・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（口演、ポスター）  ・ランチョンセミナー  ・スイーツセミナー 

１０．大会収支予算 （2021年 12 月現在） 

収入の部 支出の部 

 

１１．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 アドバンス天神橋 3F 

TEL：06-4801-9566 FAX：06-4801-9556 

１２．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1,200名） 13,370,000 会場利用料・備品費 6,350,000
企業展示（40小間） 8,800,000 システム・印刷関連費 4,120,000
ランチョンセミナー（10社） 5,280,000 映像機材関連費 2,790,000
スイーツセミナー（1社） 660,000 Web配信関連費 1,560,000
スポンサードシンポジウム（2社） 1,100,000 会場設営関連費 1,450,000
広告掲載（抄録集　18社） 1,870,000 会場装飾費 540,000
広告掲載（参加登録証　2社） 220,000 運営諸費 950,000
広告掲載（会場案内・誘導看板　2社） 220,000 運営人件費 3,080,000
広告掲載（HPバナー　2社） 220,000 運営経費 2,740,000
寄付金 1,000,000 営業経費 1,440,000

招聘関連費 4,000,000
事務局費 3,500,000
予備費 220,000

計 32,740,000 計 32,740,000



企業展示 募集要項 

 

１．展示会場 

 札幌コンベンションセンター 1階 大ホール C 

２．開催日程 

 2022年 7月 17日（日） 10：00 ～ 18日（月・祝） 15：30 

        （設営日：2022 年 7 月 16 日（土） 15：00～17：00） 

    ※大会プログラムにより若干の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）   ＊複数小間可能 

５．募集件数     40小間 

６．申込期限     2022年 5月 13日（金） 

７．小間の配置 

各小間の割当は、申込締めきり後に主催者（大会事務局および運営事務局）で決定いたします。 

・小間配置の割当は、会場配置を基に、小間数や競合状況・申込順などを勘案して決定します。 

・申込締めきり後、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もありますのでご了承

ください。 

・企業グループ、業務提携により出展社相互から希望があった場合、隣接して配置することが可能

です。申込時にお申し出ください。 

８．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。 

９．補償 

出展社およびその委託業者が、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、その補償は出展社が責任を負うものとします。展示会場および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。 

＜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） 

【イメージ図】 



１０．出展申込および内容変更・取り消し 

出展申込書に必要事項をご記入の上、運営事務局（株式会社メディセオ）宛に FAX または e-mail に

てお送りください。申込内容を確認後、大会事務局より請求書を発行いたしますので、期限内に必ず

指定口座までお振込みください。 

なお、予定のスペースが埋まり次第、締め切らせていただきます。 

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。また、止む無く申込期限（2022 年 5 月 13 日）を過ぎて取り消す場合はキャンセル料

（出展料 100%）を申し付けいたしますことあらかじめご了承願います。 

 

申込送付先： 第１５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、三草 

 〒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 

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：０７９７６６７ 

口 座 名：第１５回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｺﾞ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） 

 



共催セミナー募集要項 

 

会期中に「ランチョンセミナー」「スイーツセミナー」および「スポンサードシンポジウム」を、講演会場を使用

して開催いたします。 

１．開催日時 

■ランチョンセミナー 7月 17日（日）    12：20～13：20 

 7月 18日（月・祝）  12：10～13：10 

■スイーツセミナー 7月 17日（日） 16：00～18：00 

 

※ 複数企業との共同開催も可能です。また、会場備品（PC、プロジェクター、マイク等）は下記の開催費用に

含まれております。 

※ ただし、参加者への弁当代（ランチョン弁当＠1,500円、スイーツ＠1,200円（いずれも税別））、講師謝礼お

よび控室での飲食等は下記の開催費用には含まず、各社のご負担とさせていただきます。（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、スイーツの提供は、新型コロナウイルス感染状況により中止することがあります。 

 

■スポンサードシンポジウム 7月 17日（日） および 18日（月・祝）の 120分 

 

※ 開催日時、セッション内容につきましては、大会事務局よりご相談させていただきます。 

※ 複数企業との共同開催も可能です。また、会場備品（PC、プロジェクター、マイク等）は下記の開催費用に

含まれております。 

※ ただし、講師謝礼および控室での飲食等は下記の開催費用には含まず、各社のご負担とさせていただき

ます。（追って、オプションのご案内をいたします。） 

２． 開催場所および共催費用 

■ランチョンセミナー（60分）  ＊募集件数：17 日 5 社、18 日 5 社 

① 大ホール A+B 1160席（418席）  660,000円（うち税 60,000円） 

② 特別会議場 590席（168席）  550,000円（うち税 50,000円） 

③ 中ホール 518席（168席）  550,000円（うち税 50,000円） 

④ 107+108会議室 300席（ 90席）  440,000円（うち税 40,000円） 

⑤ 204会議室 240席（ 78席）  440,000円（うち税 40,000円） 

■スイーツセミナー（120分）  ＊募集件数：1 社 

① 特別会議場 590席（168席）  660,000円（うち税 60,000円） 

■スポンサードシンポジウム（120分）  ＊募集件数：2社 

① 会場規模に関わらず  550,000円（うち税 50,000円） 

※ 席数は、左に通常時の席数（シアター形式）を（）内にソーシャルディスタンス形式席数（スクール形式）を

記載しています。どちらの形式とするかは今後の新型コロナウイルス感染状況により決定いたします。 

 

３．申込期日：2022年 3月 31日（木） 

会場が埋まり次第締めきらせていただきます。 

 



４．申込について 

共催セミナー申込書に必要事項をご記入の上、㈱メディセオ宛に FAXにてお送りください。申込内

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、期限内に必ず指定口座までお振込み

ください。 

 

申込送付先： 第１５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、三草 

  〒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 

 

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：０７９７６６７ 

口 座 名：第１５回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｺﾞ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） 

 

５．透明性ガイドライン 

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 
 

 広告掲載には次の種類による掲載方法があります。 

１．広告掲載内容 

１）プログラム抄録集（A4版）  

※予定作成部数 1,700 部  ※製作費 2,035,000 円  ※配布対象：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 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）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。 

※予定作成枚数 1,700 枚  ※製作費 242,000 円 

 募集 2社 110,000円（うち税 10,000円） 

３）会場案内看板 

受付・各会場入口・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。 

※予定作成枚数 25 枚  ※製作費 266,000 円 

 募集 2社 110,000円（うち税 10,000円） 

４）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 2社 110,000円（うち税 10,000円） 

 

２．お申し込み先・広告原稿送付先について 

広告掲載申込書に必要事項をご記入の上、㈱メディセオ宛に FAX にてお送りください。 

申込内容を確認後、大会事務局より請求書を発行いたしますので、期限内に必ず指定口座までお

振込みください。 

広告原稿はデータファイル（PDF または ai）にて下記申込先へご送付ください。DVD などメディアでご

提出の場合は、後日返却させていただきます。 
 

申込送付先： 第１５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、三草 

  〒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．申込期限（期限前でも予定のスペースが埋まり次第締めきらせていただきます） 

・抄録集、参加証、看板への広告掲載 2022年 5月 13日（金）まで 

・大会ホームページへの広告掲載 2022年 6月 30日（木）まで 

 

４．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：０７９７６６７ 

口 座 名：第１５回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｺﾞ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１５回日本在宅薬学会学術大会 

 

２．募金の目的 

 第１５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 12月 1 日～2022年 7月 16日 

５．寄付金の使途 

第１５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 アドバンス天神橋 3F 
 第１５回日本在宅薬学会学術大会事務局 
 TEL:06-4801-9566 FAX:06-4801-9556 

７．寄付金振込み方法 

 下記口座にお振込み下さい。  

【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：０７９７６６７ 

口 座 名：第１５回日本在宅薬学会学術大会 

（ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｺﾞ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．透明性ガイドライン 

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：2022年 5月 13日 

e-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

申し込み先： 〒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 
 第１５回日本在宅薬学会学術大会 担当：平田、三草 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 

第１５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、本会の連絡ならび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：2022年 3月 31日 

e-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

申し込み先： 〒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 
 第１５回日本在宅薬学会学術大会 担当：平田、三草 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 
第１５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。 

□ ランチョンセミナー 

＜開催希望日＞ □ 7 月 17 日（日） □ 7 月 18 日（月・祝） 

＜会     場＞ □ 大ホール    □ 特別会議場    □ 中ホール 

□ 107+108 会議室    □ 204 会議室 

□ スイーツセミナー 7月 17 日（日） 特別会議場 

□ 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 

 

座長・演者名 ※予定・候補でも結構です 



FAX： 03-3517-5186                   申込期限：2022 年 5 月 13日 

e-mail：044078hirata@mediceo-gp.com 

申し込み先： 〒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 
 第１５回日本在宅薬学会学術大会 担当：平田、三草 
 TEL: 03-3517-5519 FAX: 03-3517-5186 

 
第１５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 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   □ ロゴマーク掲載 

３） 会場案内看板   □ ロゴマーク掲載 

４） 大会ホームページ □ バナー広告掲載 

          

 

 
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：2022 年 7 月 16 日 

申し込み先： 〒530-0004 

 大阪府大阪市北区天神橋 1-9-5 アドバンス天神橋 3F 

 第１５回日本在宅薬学会学術大会事務局 

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

第１５回日本在宅薬学会学術大会 

寄付申込書 
 

第１５回日本在宅薬学会学術大会 

大会長  竹内 伸仁  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１５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 平田、三草 

TEL：03-3517-5519 FAX：03-3517-5186 

E-mail：044078hirata@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 アドバンス天神橋 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 

 

 


