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第 26 回日本薬剤疫学会学術総会
会長挨拶

謹啓
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 会長を拝命し、鋭意準備をすすめております。
薬剤疫学は、医薬品医療機器の適正使用をその主な使命としており、科学的な基盤として疫学の方
法論を採用し、その社会への適用に際して国内外の薬事規制に立脚しつつ課題解決にあたることを
志向した学問領域であります。このことから、薬事承認後のみならず承認以前の臨床開発に関わる近
年の法制度の変遷や方法論の変革により、薬剤疫学に期待される役割と取り扱うべき領域は比類ない
影響を受けつつあり、我々はいまパラダイムシフトを迎えています。
2017 年 GCP renovation の方針では、2020 年に予定される ICH-GCP 改定 E6(R3)が、日常診療下で
得られる膨大な Routinely Collected Data をその対象に包含することを示しました。薬剤疫学で汎用さ
れてきたこれらのデータソースとその解析技術が、従来の安全性評価のみならず、新薬承認・適用拡
大といった薬事上の意思決定に用いられる、新たな道が拓かれることとなります。
第 25 回学術総会は、2019 年 10 月 10 日－12 日に京都市にて、International Society for
Pharmacoepidemiology の 12th Asian Conference for Pharmacoepidemiology との共催にて開催されま
した。”Pharmacoepidemiology research in the era of real world data and international data utilization”
をテーマに、アジア・環太平洋地域から多数の参加者を得て、13 の国際シンポジウム及び 66 の口頭発
表を含むオーラルセッションが組まれ、ポスターセッションにも多数の演題が応募され、立錐の余地が
ないほどの活況でございました。
今回準備させて頂いている第 26 回学術総会では、医薬品医療機器の開発ライフサイクルにおける薬
剤疫 学の 社会へ の 適用と 新たな使 命につい て、レギュ ラト リ ーサ イ エ ンスか ら の観点 を含 め 、
“Regulatory Science Meets Epidemiology”を学術総会のテーマとし、2020 年 11 月 28 日（土）－29 日
（日）に東京港区 慶應義塾大学芝共立キャンパスにて開催し、幅広い議論を展開、共有したいと考え
ております。多くの方々からの注目を集めるよう、魅力的なプログラムとするようにいたします。
つきましては、第 26 回学術総会についてご理解とご賛同をいただき、ご支援を頂きたくお願い申し
上げます。
謹白

2019 年 7 月 1 日

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会
会長 漆原 尚巳
慶應義塾大学薬学部
医薬品開発規制科学講座
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２． 開催概要
【名

称】

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会

【会

期】

2020 年 11 月 28 日（土）～11 月 29 日（日）

【会

場】

慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス
〒105-8512 東京都港区芝公園 1-5-30
TEL：03-5400-2495 FAX：03-5400-2495

【参加予定者数】

約 480 名

【会

漆原 尚巳
慶應義塾大学薬学部 医薬品開発規制科学講座 教授

長】

【実行委員会】
委員長 原 梓 慶應義塾大学薬学部 医薬品開発規制科学講座 准教授
【プログラム委員会】
委員長 種村
青木
松井
太田
佐藤
澤田
赤沢
望月
前田
佐藤

菜奈枝
事成
信智
美穂子
淳子
想野
学
眞弓
英紀
泉美

慶應義塾大学薬学部医薬品開発規制科学講座 助教
中外製薬 安全性リアルワールドデータサイエンス部
IQVIA ソリューションズ ジャパン株式会社 Real World Insights
くすりの適正使用協議会 薬剤疫学分科会（武田薬品）
PMDA 国際部 部長（慶應義塾大学薬学部 客員教授）
PMDA 医療情報活用部
明治薬科大学薬学部 公衆衛生・疫学 教授
慶應義塾大学薬学部 病院薬学 特任教授
明治薬科大学薬学部 薬学教育研究センター 教授
京都大学医学研究科 薬剤疫学分野 特定講師

【事務局】

慶應義塾大学薬学部 医薬品開発規制科学講座
〒105-8512
東京都港区芝公園 1-5-30
TEL：03-5400-2495 FAX：03-5400-2495

【HP】

http://www2.convention.co.jp/26jspe/

【運営事務局】

日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302
E-mail：26jspe@convention.co.jp

※1）本学会では、寄付金および共催セミナーに要した費用（共催費、飲食費等）に関して、
各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて
情報公開することに同意いたします。
※2）本学会の寄付につきましては、税法上の免税措置はございません。
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２． 開催概要
日本薬剤疫学会 役員名簿
[理 事 長]
*漆原 尚巳（慶應義塾大学）

[評 議 員]
*青木 事成（中外製薬株式会社）
赤澤 学（明治薬科大学）
安藤 孝（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）
飯原 なおみ（徳島文理大学）
五十嵐 中（東京大学大学院薬学系研究科）
池田 俊也（国際医療福祉大学）
*石黒 智恵子（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）
今井 志乃ぶ（東京薬科大学）
岩上 将夫（筑波大学）
岩本 百合（株式会社 CAC クロア）
*大場 延浩（日本大学）
大橋 靖雄（中央大学）
小原 拓（東北大学）
景山 茂（東京慈恵会医科大学）
*川上 浩司（京都大学大学院医学研究科）
*川上 純一（浜松医科大学医学部附属病院）
北島 行雄（株式会社 CAC クロア）
木村 友美（アステラス製薬株式会社）
草間 真紀子（国立研究開発法人日本医療研究開発機構）
*久保田 潔（NPO 日本医薬品安全性研究ユニット）
*小出 大介（東京大学大学院医学系研究科）
古閑 晃（一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団）
後藤 伸之（福井大学医学部附属病院）
小林 朋子（日本イーライリリー株式会社）
*佐藤 嗣道（東京理科大学）
佐藤 俊哉（京都大学大学院医学研究科）
田中 司朗（京都大学大学院医学研究科）
俵木 登美子（一般社団法人くすりの適正使用協議会）
津谷 喜一郎（東京有明医療大学）
*中山 健夫（京都大学大学院医学研究科）
林 昌洋（虎ノ門病院）
宮崎 真（ＭＳＤ株式会社）
*望月 眞弓（慶應義塾大学）
*山口 拓洋（東北大学大学院医学系研究科）

[監 事]
大山
菊地

良治（日本薬科大学）
信孝（ノバルティスファーマ株式会社）
（2019.10.11 五十音順、*印：理事）
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日本薬剤疫学会 組織
[常設委員会]
・規約委員会：会則をはじめ、本会の規約の作成、修正等について、企画・調整を担当する
三溝 和男（委員長）、中根 早百合
・編集委員会：会誌「薬剤疫学」の編集および発行を担当する
鍵村 達夫（委員長）、五十嵐 中、岩上 将夫、大場 延浩、堀 雄史、丸井 裕子、
宮崎 真、村上 恭子
・拡充委員会：学術活動の活性化による会員の増加を図る
川上 浩司（委員長）、岩上 将夫、小林 朋子、原 梓、平川 晃弘、廣居 伸蔵、
宮崎 真
・研究倫理検討委員会：薬剤疫学研究の円滑な実施のため、倫理面の問題解決を担当する
小出 大介（委員長）、大橋 靖雄、岡本 悦司、久保田 潔
・認定・教育委員会：
望月 眞弓（委員長）、大場 延浩、小原 拓、景山 茂、川口 源太、菊地 信孝、
久保田 潔、 古閑 晃、佐藤 嗣道、俵木 登美子、中村 敏明、西 利道、山口 拓洋
・COI 委員会：
漆原 尚巳（委員長）、宮川 功
（2019.12.04 現在）

[専門委員会] （期間を定めて特定の事項を担当するタスクフォース、委員会など）
以下のタスクフォース・委員会が活動中
・薬剤疫学とデータベースタスクフォース
今井 志乃ぶ（座長）、飯原 なおみ、池谷 怜、木村 友美、隈丸 拓、小出 大介、
酒井 隆全、清田 浩康、竹内 由則、寺島 玄、東郷 香苗、徳増 裕宣、中島 章博、
松井 信智、山口 拓洋
・治療リスク管理タスクフォース
佐藤 嗣道（座長）
、青木 事成、岡田 裕子、久保田 潔、古閑 晃、中島 研、
中村 敏明、 別府 宏圀
・レセプト情報等の利活用に向けた特別委員会
小出 大介（委員長）、青木 事成、飯原 なおみ、池田 俊也、漆原 尚巳、
大橋 靖雄、岡本 悦司、折井 孝男、兼山 達也、木村 真也、木村 友美、
久保田 潔、佐藤 嗣道、TENG Lida、平松 達雄、山口 拓洋
・医療情報データベースを用いる研究のための Outcome Definition Repository タスクフォース
漆原 尚巳（座長）
、岩上 将夫、北島 行雄、木村 友美、佐藤 泉美、
杉田 玲夢、杉山 大典、原 梓、丸山 敦子、宮崎 真、米倉 寛
（2019.12.04 現在）
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３． 共催セミナー募集要項
１）セミナー概要
開催日程： 2020 年 11 月 28 日（土）～11 月 29 日（日）
会
場： 慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス
開催日時：

ランチョンセミナー1

11 月 28 日（土）

12：00～13：00（予定）

ランチョンセミナー2

11 月 29 日（日）

12：00～13：00（予定）

スイーツセミナー

11 月 28 日（土）

60 分（予定）

※各セミナーの開催時間は他のプログラムとの調整により若干の時間調整が行われます。
２）共催費のご負担について
セミナータイプ
ランチョンセミナー（150～200 名規模）
スイーツセミナー（150～200 名規模）

金額
1,100,000 円
770,000 円

募集セッション数
2枠
1枠

※希望の席数や日程等はお伺いいたしますが、最終的な割り振りは主催事務局一任となりますので、
あらかじめご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
３）開催経費に含まれる費用
a. 会場費
b. プログラム関係費（企画、抄録掲載、共催企業名掲載）
c. 会場設備費（PC 発表用映像・音響・照明機材費一式）
４）共催企業で別途ご負担いただく費用
a. 座長、講師への謝礼・交通費、宿泊費
b. 参加者食費（お弁当・スイーツ）
数量については、各社個数を確認の上、弊社にて一括手配をいたします。
c. 運営スタッフ人件費（資料・弁当配布、照明操作などの運営要員）
d. 控室料及び控室でご使用される PC、液晶プロジェクター、スクリーンなどの追加機材
e. 講演の録音、ビデオ収録、同時通訳機材費用など
f. 広告用チラシなどの印刷物
g. 控室での企業スタッフならびに座長・講師の料飲費
５）プログラム・抄録集およびネームカード
プログラム・抄録集には「共催」として企業名を掲載します。
プログラム・抄録集完成後、共催企業に下記の通り寄贈・配布します。
部数
プログラム・抄録集

2部

ご招待用ネームカード

2枚

６）セミナー広告
印刷前の校正の段階で、運営事務局に原稿のチェックを受けて下さい。
主催者名は共催として学会名を併記して下さい。
＊サイズは A4 に統一して下さい。
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７）お申込について

申込締切

2020 年 6 月 30 日（火）

※別紙申込用紙にご記入の上、運営事務局まで FAX（03-3508-1302）にてお申込下さい。お申込受付は原則、
先着順とさせていただきます。予定数に達した場合はその時点で締め切らせていただくことがありますので、
あらかじめご了承下さい。
８）請求について
※お申込後、プログラム枠が決定次第、運営事務局より請求書を発行いたしますので、請求書発行 1 ヶ月以内
に指定銀行口座までお振込下さい。（詳細は請求書に記載いたします）。
９）その他特記事項
※共催企業様の枠選定につきましては、ご希望の席数、日程などはお伺いいたしますが、プログラムなどの状
況により総合的に判断し、第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 事務局の一任とさせていただきます。
１０）申込み/お問い合わせ先
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302
E-mail：26jspe@convention.co.jp
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４． 企業展示募集要項
１） 概 要
開

催 日 程：2020 年 11 月 28 日（土）～11 月 29 日（日）

展 示 会 会 場：慶應義塾大学薬学部 芝共立キャンパス
募集予定小間数：約 10 小間
２） 展示小間仕様および料金（予定）
【料

金】

【小間仕様】

165,000 円/小間
11,000 円/本（書籍展示）

*いずれも消費税含む

・ 間口 1.8m×奥行き 1.5m
・ バックパネル（幅 1.8m×高さ 2.１m）
・ 展示台（幅 1.8m×高さ 0.72m×奥行き 1.5m）

※その他電源/備品手配はオプションでの対応となります。
【書籍】

・ 長机(1 本 900mm × 1800mm) × 希望本数

【小間姿図】

３） 申込締切
2020 年 7 月 31 日（金）
※別紙申込用紙にご記入のうえ、運営事務局まで FAX（03-3508-1302）にてお申込下さい。
お申込受付は原則、先着順とさせていただきます。予定数に達した場合はその時点で締め切らせていただく
ことがありますので、あらかじめご了承下さい。
４） 請求について
お申込後、運営事務局より請求書を発行いたしますので、ご請求書発行後
1 ヶ月以内に指定銀行口座へお振込下さい（詳細は請求書に記載いたします）。
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５） 小間の配置
・各社小間（スペース）の割当は、申込締切後に主催者（主催事務局ならびに運営事務局）で決定
いたします。
・小間/スペース配置の割当は、カテゴリー別の会場配置を基に、申込数や競合状況・申込順など
を勘案して決定いたします。
・出展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・賃与もしくは出展社同
士において交換することはできません。
・申込締切後、レイアウト等の兼ね合いから申込スペースの調整をする場合もありますのでご了承
下さい。
・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。申込時にお申し出下さい。
・100kg を超える出展物をお持込される場合は、事前に共催セミナー/企業展示窓口までお問い合
わせ下さい。
・重量物の搬入・搬出経路、設置場所には必ずコンパネなどを敷いた上でご出展下さい。
６） 会場仕様
基本装備以外の電気設備、電話回線、オプションリースにつきましては、出展社のご負担にて
別途ご用意いたします。尚、基礎小間には電源はお付けしませんので、必要がある場合には
申込書にその旨を明記下さい。
７） 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下さいますよう
お願いいたします。
８） 申し込み/お問い合わせ先
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL： 03-3508-1214 FAX： 03-3508-1302
E-mail： 26jspe@convention.co.jp
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５． プログラム・抄録集広告募集要項
１） 発行日：
2020 年 10 月（予定）
２） 発行部数：
1,000 部（予定）
３） 請求について
お申込後、運営事務局より請求書を発行いたしますので、請求書発行
1 ヶ月以内に指定銀行口座へお振込下さい（詳細は請求書に記載いたします）。
４） 規格（予定）
Ａ４版 （天地 280 ㎜×左右 210 ㎜）
５） 原稿
広告版下は、清刷・フィルム・データでの入稿を受付けております。
【データ入稿の場合の諸注意】
・使用 OS を明記して下さい。
・Mac/Win（バージョン含む）
・作成アプリケーションを明記して下さい。
（下記アプリケーションで作成されたデータが対応可能です）
Adobe Illustrator 8.0、9.0、10.0、23.0.3、23.0.4
Adobe Photoshop 5.5、6.0、7.0、20.0.5（TIFF、EPS）
（その他のアプリケーションを使用する場合については、運営準備室へお問合せ下さい）
・必ず出力見本を同封下さい。
・全てのデータはモノクロまたは、グレースケールで作成して下さい。
・Adobe Illustrator の場合はアウトライン処理をして下さい。
・編集を要しないデータで入稿して下さい。
・編集を要する原稿でお預かりする場合は指示内容により、実費相当額をご請求申し上げる
場合がありますので予めご了承下さい。
【とじ込み広告】
・とじ込み広告は現物支給となっております。
・カラー両面 1 枚（表裏で 2 頁）で、必要部数を貴社負担にて印刷の上納品下さい。
・納品先、部数等の詳細につきましては、申込後に運営準備室からご連絡いたします。
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６） 申込方法
添付の申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX でお申し込み下さい。
７） 申込締切
2020 年 7 月 31 日（金）

必着

８） 原稿締切日
2020 年 8 月 31 日（月） 必着
９）掲載料金
計 913,000 円（税込）
表 4 ：カラー 220,000 円（税込） × 1 枠
計 220,000 円（税込）
表 3 ：カラー 132,000 円（税込） × 1 枠
計 132,000 円（税込）
表 2 ：カラー 132,000 円（税込） × 1 枠
計 132,000 円（税込）
後付 1 頁 ：モノクロ 88,000 円（税込） × 3 枠
計 264,000 円（税込）
後付 1/2 頁 ：モノクロ 55,000 円（税込） × 3 枠
計 165,000 円（税込）
１０）発行経費
計 1,114,020 円（税込）
（内訳：抄録集印刷費 693,000 円、プログラム編成費 338,500 円）
１１）お問合せ窓口
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL： 03-3508-1214 FAX： 03-3508-1302
E-mail： 26jspe@convention.co.jp
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６.

ホームページバナー広告募集要項

１） 募集媒体
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 ホームページ
２） 掲載ページ
ホームページトップページ（掲載箇所につきましては事務局一任とさせていただきます）
３） 掲載要領
・URL
・HP 閲覧対象 日本薬剤疫学会 会員、他
・主要コンテンツ 開催案内、参加登録案内、演題募集、プログラム、宿泊予約案内、交通案内、
関連学会リンク 等（以上予定）
４） 掲載期間
2019 年 11 月～2020 年 11 月（ご入金確認後、随時更新）
５） 申込締切
2020 年 7 月 31 日(金)
６） 請求について
お申込後、運営事務局より請求書を発行いたしますので、10 月末までに
指定銀行口座へお振込下さい（詳細は請求書に記載いたします）。
７） 広告規格
・サイズ
・画像形式

横 180 ピクセル×縦 60 ピクセル 以内で作成下さい。
一般的な画像形式には対応可能です。特殊な画像形式をご使用になる
場合には運営事務局までお問合せ下さい。
ローテーション掲載（アニメーション）をご希望になる場合には
運営事務局までお問合せ下さい。

・その他

８） 掲載費
・3 枠：110,000 円（税込）
9) ホームページ制作費
・311,300 円（税込）
10）お問合せ窓口
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL： 03-3508-1214 FAX： 03-3508-1302
E-mail： 26jspe@convention.co.jp
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７. 寄付金募集要項
１） 名称
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会

寄附金

２） 募集期間
2020 年 1 月から 2020 年 12 月まで
３） 寄付金の使途
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 の事前準備ならびに当日運営経費に充当
４） 寄付金の振込口座
銀 行 名：りそな銀行
支 店 名：芝支店
口 座 名：普通口座 1605241
口 座 名 義：第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 会長 漆原尚巳
※税法上の措置はございません。

５）お問合せ窓口
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013
東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL：03-3508-1214 FAX：03-3508-1302
E-mail：26jspe@convention.co.jp
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8. 特典

本学会では、ご協賛いただきました内容に応じて、下記の特典をご提供させていただきます。
＊詳細につきましてはお問い合わせください。

抄録集スポンサー
リスト掲載
ホームページへの
ロゴ掲載
学会無料ネーム
カード

共催
セミナー

デモ展示
出展

基礎小間
出展

寄付金

バナー
広告

抄録集
広告

1枠

1枠

1枠

1枠

1枠

1枠

1枠

1枠

2枚

1枚

1枚

1枚
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宛先：第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
担当：横山・星 宛

FAX：03-3508-1302

提出期限：2020 年 6 月 30 日（火）

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会
ランチョンセミナー・スイーツセミナー申込書
年

● 申込者

月

日

（所在地、TEL･FAX、E‐mail はご担当者の連絡先をご記入下さい。）
ﾌﾘｶﾞﾅ

会社名
団体名

ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者名

役職
ﾌﾘｶﾞﾅ

所属部署

ご担当者
所在地

役職

〒

TEL

E-mail

FAX

● 申込内容
該当セミナー欄に丸印を記入し、希望日時候補を第二候補まで必ずご記入下さい。ただし、お申込状況や学会
プログラム等の兼ね合いで会場規模や日時がご希望通りにならない場合がありますことご了承下さい。また、複数
のセッション希望もお受けします。

【希望日時】

第一候補:

ランチョンセミナー・スイーツセミナー

11 月

日

第二候補: ランチョンセミナー・スイーツセミナー

11 月

日

● 予定セッション内容

（確定していなくともお申込時点での予定を、また、全く未定の場合は「未定」とご記入下さい。）

講演内容
座長

演者

●その他 （ご要望等）

事務局使用欄

受付

受付日

請求内容

受付番号

開催経費

請求書№

請求日

入金日

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局 日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階 TEL： 03-3508-1214 FAX： 03-3508-1302 Ｅmail：26jspe@convention.co.jp
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宛先：第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
担当：横山・星 宛

FAX：03-3508-1302

提出期限：2020 年 7 月 31 日（金）

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会
企業展示 出展申込書
出展規約を了承し、下記の通り申し込みます。

年

● 出展申込者
会社名
団体名

月

（所在地、TEL･FAX、E‐mail はご担当者の連絡先をご記入下さい。）

ﾌﾘｶﾞﾅ

印
ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者名

役職
ﾌﾘｶﾞﾅ

所属部署

ご担当者
所在地

役職

〒

TEL

E-mail

FAX

●申込小間数

□ 展示小間申込
\165,000/小間×〔
\ 11,000/本 ×〔

小間〕
本〕(書籍展示)
計 \

●展示出展物
（予定している出展物や展示内容について必ずご記入下さい）

事務局使用欄

受付

受付日
受付番号

請求内容
出展料金

請求書№

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局 日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL： 03-3508-1214 FAX： 03-3508-1302 Ｅmail：26jspe@convention.co.jp
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請求日

入金日

日

宛先：第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
担当：横山・星 宛

FAX：03-3508-1302

提出期限：2020 年 7 月 31 日（金）

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会
プログラム・抄録集/ホームページバナー広告申込書
● 申込者

年

（所在地、TEL･FAX、E‐mail はご担当者の連絡先をご記入下さい。）

ﾌﾘｶﾞﾅ
会社名
団体名
ﾌﾘｶﾞﾅ
所属部署

ご担当者

所在地

〒

TEL

FAX

E-mail

● 申込内容

※いずれかに○をご記入下さい（掲載費は税込です）。

表２（カラー）

132,000 円

枠

表３（カラー）

132,000 円

枠

表４（カラー）

220,000 円

枠

後斥１貢（モノクロ）

88,000 円

枠

後斥 1/2 貢（モノクロ）

55,000 円

枠

110,000 円

枠

HP バナー

●その他 （ご要望等）

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局 日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
TEL： 03-3508-1214 FAX： 03-3508-1302 Ｅmail：26jspe@convention.co.jp
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月

日

宛先：第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社
担当：横山・星 宛

FAX：03-3508-1302

提出期限：2020 年 12 月 31 日（木）

第 26 回日本薬剤疫学会学術総会
寄付金申込書
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会の趣旨に賛同し、下記の金額を寄付金として申し込みます。

金
年

月

円也

日

（〒

）

所在地・ご住所
貴社名・ご芳名
取扱部署名
取扱ご担当者
（役職）
（お名前）
（電話番号）
（E-mail）
支払方法・時期
一括払

年

月

分割払

第1回

年

月

日頃

円

第2回

年

月

日頃

円

本書は、FAX または郵送にて必ずお送り下さいますようお願い申し上げます。
（FAX の場合） FAX：03-3508-1302
（郵送の場合） 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14 階
第 26 回日本薬剤疫学会学術総会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社 TEL: 03-3508-1214
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