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ご挨拶 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は本学術集会に格別のご理解とご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、2020年 2月 27日（木）～28日（金）に、京都市の国立京都国際会館と
グランドプリンスホテル京都、みやこめっせを会場といたしまして、第 35回日本臨床栄養
代謝学会（JSPEN2020）を開催させていただくこととなりました。 

 本学会は 2020年より、一般社団法人日本静脈経腸栄養学会から一般社団法人日本臨床
栄養代謝学会へと名称が変更となります。1985年に発足した日本静脈経腸栄養研究会は
1998年に学会となり、2013年に法人化されました。前身の研究会から、すでに 30年以上
が経過しました。現在では、会員数が 22,000 名を超え、栄養の分野では、我が国のみなら
ず世界最大規模の学会に発展しています。年 1回開催される学術集会では 2,000近い演題

が発表され、10,000 人以上の方が参加されて熱心に意見交換されています。さらに今後、
栄養代謝学に関する基礎研究、臨床研究をいっそう活性化するとともに、臨床栄養に関す
る社会貢献活動を推進していく目的から、学会名が変更されることとなりました。 

 本学術集会のテーマは、新しい学会名称に相応しく「栄養療法のイノベーション－栄養
学の未来を拓く－」といたしました。日本臨床栄養代謝学会として初めて開催されます学
術集会の大会長を務めさせていただくことに、身の引き締まる思いがいたします。ご参加
いただきました皆様にとって充実した有意義な会となりますように、鋭意準備に努めてま
いります。 

 つきましては、諸経費ご多難の折、誠に恐縮ではございますが、本学術集会の趣旨をご
理解いただきまして、是非とも、共催セミナーへのご賛同を賜りたく存じます。 

 本来ならば、参上して拝眉の上お願いすべきことではございますが、本書面を借りてご
高配とご支援のほど、衷心よりお願い申し上げます。 

 末筆ながら、貴社のますますのご発展を祈念申し上げます。 

 

謹白 

 

 

 

 

 

2019年 2月吉日 

 

第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 

会長 佐々木 雅也 

（滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座） 

（滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部） 
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＜第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 概要＞ 
 
会  期      ： 2020年 2月 27日(木)～28日(金)、関連プログラム 29日（土） 
 なお、第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集会 NST 専門療法士受験・更新必須

セミナーは、2 月 28 日（金）、29 日（土）であり、セミナー参加者も学会 1 日目のプロ
グラムに参加できます。 

 
会  場 ： ■国立京都国際会館 

〒606-0001京都市左京区岩倉大鷺町 422番地 
■グランドプリンスホテル京都 

〒606-8505京都府京都市左京区岩倉幡枝町 1092-2 
■みやこめっせ（NST専門療法士受験・更新必須セミナー会場） 

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町 9番地の 1 
 

会  長 ：  佐々木 雅也 (滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座/ 
      滋賀医科大学医学部附属病院栄養治療部） 
 

学術事務局 ： 滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部 

〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

TEL：077-548-2111（代表）  

 
参 加 者  ： 医師およびコメディカル等の医療関係者 約 10,000名 
 
テ ー マ  ：  栄養療法のイノベーション－栄養学の未来を拓く－ 

 
プログラム  ： 特別講演、理事長講演、会長講演、関連学会合同企画、教育講演、  
 特別シンポジウム、シンポジウム、三部会パネルディスカッション、 
 パネルディスカッション、ワークショップ、主題関連演題、一般演題、 

 教育セミナー、学術セミナー（旧ランチョンセミナー、旧モーニングセミナー）、 
その他 

 
公式サイト ：  https://site2.convention.co.jp/jspen2020 
 
運営事務局 ： 第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 運営事務局 
 日本コンベンションサービス株式会社（JCS） 関西支社（内） 

〒541-0042大阪市中央区今橋 4-4-7 

TEL: 06-6221-5933 FAX：06-6221-5939 
E-mail：jspen35@convention.co.jp 
担当：梅田・大谷 

 
 

 

http://www2.convention.co.jp/jspen2020
mailto:jspen35@convention.co.jp
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Ⅰ. 共催セミナー 
 
1. 開催概要 
 

第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会学術セミナー 
（旧：ランチョンセミナー、旧モーニングセミナー） 

 
・学会及び各企業の共催とします。 
・掲載表記は以下の通りとします。 
   
 共催：第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 

○○○○株式会社 

 
        ・複数社にてご共催の場合の掲載表記は以下の通りとします。 

 
共催：第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 

○○○○株式会社 ／ □□□□株式会社 
 
2. 費用負担について 
 
（1）共催費に含まれる項目として以下のように決定させていただきます。 

1） 会場費 
2） 会場付帯設備使用料（机、椅子、ステージ、音響、照明など） 
3） 控室料（1室） ＊会場の割り当ては学術事務局が行います。 
4） 機材費（パソコン・プロジェクター等学術集会で使用する設営済みの機材のみ） 

5） 音響関係費（司会・演者・質疑用マイク等） 
6） 人件費 

・映像機材担当オペレーター（セミナー会場担当） 

     （控室対応をご希望の際には別途お申込ください。別途有償といたします。） 
 
（2）上記に含まれない項目は共催費とは別に各社でご負担ください。 
    共催費に含まれない項目 
       1） 飲食費（参加者用お弁当、講師用お弁当など） 
       2） 会場前の案内看板 
       3） 講師旅費（国内/海外）、謝金 
       4） ポスター、チラシ印刷 
       5） その他追加準備項目（控室用機材、同時通訳、ビデオ収録、上記以外の運営スタ

ッフなど。追加準備項目に関しましては、共催セミナー準備室でも手配が可能です
ので、お問い合わせ下さい。） 
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3. 国内（海外）招請演者とのコンタクトに関して 
 
（1）講演依頼 

・各社で行っていただきます。 
必要であれば会長名の招聘書を発行いたしますので共催セミナー準備室までご連絡くだ
さい。 
 

（2）旅費（渡航）・宿泊についてのコンタクト、手配 
・各社で行っていただきます。 
 

   海外演者の来日、滞在スケジュールは確定後、共催セミナー準備室にご連絡ください。 
 

4. 印刷物に関して 
 
（1）学会抄録集への掲載について 

 学術セミナー（旧ランチョンセミナー、旧モーニングセミナー）のテーマ、演者、座長は抄録集
プログラム部分に掲載いたします。テーマ・演者・座長等が決定次第、（遅くとも 2019 年 9 月
30 日 (月) 迄には）共催セミナー準備室までご連絡ください。 

 
（2）ポスター、チラシの作成について 

1） 作成部数は各社裁量でお願いします。 
・共催セミナー準備室で原稿確認を行います。（印刷前の原稿で可） 

2） ロゴマークの使用（使用を統一する） 
・ロゴマークのデータに関しては、共催セミナー準備室までお問い合わせ下さい。 
 承り次第、お送りいたします。 

3） 当日配布 
・参加受付付近に資料デスクを設置いたします。 
・体裁は A4縦使用でサイズを統一させていただきます。 

 
（3）ポスター、チラシの配布開始時期に関して 

会場・時間変更などの可能性から、プログラム最終決定後に、配布開始を 
ご連絡します。 
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5. 日程・会場・共催費一覧/ プログラム決定 

 
●学術セミナー（旧ランチョンセミナー、旧モーニングセミナー）： 

 

日程 タイプ 
会場規模 

（予定） 
会場数 

申込み番号 共催費 

学術セミナー 学術セミナー 学術セミナー 学術セミナー 

（旧ランチョン 

セミナー） 

（旧モーニング

セミナー） 

（旧ランチョン 

セミナー） 

（旧モーニング

セミナー） 

2月 27日（木） 

A 約 1000席以上 2 LS-1A   240万円   

B 約 500-900席 3 LS-1B   180万円   

C 約 300-480席 4 LS-1C   140万円   

D 約 100-290席 4 LS-1D   100万円   

2月 28日（金） 

A 約 1000席以上 2 LS-2A   240万円   

B 約 500-900席 3 LS-2B MS-B 180万円 135万円 

C 約 300-480席 4 LS-2C MS-C 140万円 100万円 

D 約 100-290席 4 LS-2D MS-D 100万円 90万円 

※1 実際の請求額は、共催費＋消費税です(上記金額には消費税が含まれておりません)。 

※2 お申込にはお申込番号で明記してください。 

※3 申込番号は第 35回学会会期当日のプログラム番号とは異なります。ご注意下さい。 

 

 

学術セミナー（旧ランチョンセミナー、旧モーニングセミナー）の 申込方法および会場決定につ

いて 

本募集要項の内容をご確認の上、第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集会（JSPEN2020）

ホームページ（2019年 3月公開予定）の「企業の皆様へ」ページの「共催セミナー申込フォー

ム」にてお申込ください。 URL：https://site2.convention.co.jp/jspen2020 

 

なお、学術セミナー（旧ランチョンセミナー、旧モーニングセミナー）につきましては、日程・会

場のご希望が複数の企業さまより重複する可能性がありますので、必ず第 2 希望までご記入

下さい。日程・会場の最終決定は事務局にご一任下さい。 

  

申込締切： 2019 年 9 月 12 日（木） 

 ＊現時点で予定されている内容を簡単にご記入下さい。 

 ＊最終的なセッション構成は 2019年 9月 30日（月）迄に共催セミナー準備室にご連絡下さ

い。 

上記締切日を遅れますと、抄録集にテーマ・出演者のお名前等が空白で掲載される場

合がございますので、ご注意下さい。 

（1）一次受付・最終受付とも、日時・会場は各社のご希望もご確認の上、学術事務局が 

最終決定します。セッション時間は、学会プログラムが最終決定時に決定いたします。 

（2）学術セミナー（旧ランチョンセミナー、旧モーニングセミナー）の内容は、各社様が個々に

司会・演者の先生方と交渉の上決定して下さい。 （申込の際にご希望の会場規模/テー

マ/司会/演者等をご記入の上、お申込み下さい）。 ※但し、司会・演者への正式依頼は

日程確定後に各社からお願いします。司会・演者へのその他の諸連絡も各社からお願い

します。 

http://www2.convention.co.jp/jspen2020
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6. 追加手配事項について 

 
追加機材・飲食・看板・同時通訳・収録/録音等、当日運営に必要なものは共催セミナー準

備室で手配いたします。詳細に関してはプログラムが確定後、共催セミナー準備室から、アン

ケートを行います。1 月中旬迄には当日の手配についてご案内および申込書をお送りいたし

ますので、2月初旬迄にお申込ください。 ただし、費用は別途ご負担いただく事になります。 

お申込いただいた内容に添ってお見積りを発行し、学術集会終了後に請求書を発効いたし

ます。 

 

7. その他  
 

貴社ウェブサイトでの共催費等の公開に関して製薬企業の活動における医療機関等との関

係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および医療関係者等に対する研究費、寄付、交

流等の支出に関係する情報を、製薬企業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社

が当学会に対して行う学会共催費用の支払いに関し、貴社ウェブサイトで公開されること（開

示形式例：第○回○○学会○○セミナー：○○円）に同意します。 

 

 

8. 連絡先  
 

 

共催セミナーに関する問い合わせ先 

 第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 共催セミナー準備室 

 日本コンベンションサービス株式会社（ＪＣＳ） 本社（内） 

 〒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  

 E-mail: sp-jspen35@convention.co.jp 

 担当：吉富・吉良山 

 

学術集会に関する問い合わせ先 

 第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 運営事務局 

 日本コンベンションサービス株式会社（JCS） 関西支社（内） 

 〒541-0042大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2階 

 TEL: 06-6221-5933 FAX：06-6221-5939 

 E-mail：jspen35@convention.co.jp 

担当：大谷・梅田 

 

 

mailto:jspen35@convention.co.jp
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Ⅱ. 企業展示 
 
1. 開催概要 

 
日 程 : 2020年 2月 26日（水） 基礎設営・展示搬入 

27日（木） 展示会 
28日（金） 展示会及び撤去 

 
会 場 : 国立京都国際会館 

 

募集小間数 : 基礎小間：60小間 スペース小間：70小間 
 

出 展 料  : 基礎小間１小間（1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,100mm） 
(但し、占有スペースは幅 1,800mm×奥行 1,800mm） 

   250,000円（税別）/小間  
   スペース小間 1小間（2㎡） 
   230,000円（税別）/小間 
            書籍展示： 15,000円（税別） 
            ※机（1,800mm×600mm）1本 
            ※机の追加（2本目以降）は、1本につき 15,000円（税別）になります。 
 

※出展申込後は、事務局が不可抗力と認めた場合以外、取り消しできません。 
従って出展料の返金はいたしませんので、予めご了承ください。 

 

小 間 配 置 : 出展社の小間割は企業展示事務局が行います。万が一、申込小間数を収容し
きれない場合は、各社の出展内容を確認・検討を経て最終決定させていただ
き、後日ご連絡させていただきます。ご要望にお応えできない場合もございま
すので、予めご了承ください。 

 
申し込み方法  : 本募集要項の内容をご確認の上、第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集会

（JSPEN2020）ホームページ（2019 年３月公開予定）の「企業の皆様へ」ページ
から「展示申込フォーム」にてお申込ください。 

 URL：https://site2.convention.co.jp/jspen2020 
 
申 込 締 切  ： 2019年 9月 30日（月）必着 
 
出展社へのご案内 ：  

1)出展社説明会は行いません。2020年 1月末までに企業展示事務局から
小間割、搬入出、装飾、管理等について詳細を連絡いたします。 

2)電気工事、什器、照明機器などのリースもあわせて案内いたします。 
3)会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、
天災、その他の不可抗力による事故、盗難、紛失、および小間内にあたる
人的災害の発生については責任を負いかねます。 
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注意事項：  
1)出展料は、請求書に記載しております振込期日までに指定口座へご入金
ください。 

2)出展社に対しては第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会の講演会場
および関連プログラムの参加資格はございません。聴講をご希望の場合
は参加登録をお願いいたします。 

 
2. 展示ブース概要 
 
展示エリア及びブース詳細について（予定） 
 
 【基礎小間】250,000 円（税別）/小間 
 

1小間＝間口 1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,100mm 
※占有スペースは間口 1,800mm×奥行 1,800mm としますので、 
各社出展スタッフもそこからはみ出さない様にしてください。 
・ 間仕切の後壁 
・ 社名板 
・ 蛍光灯 
・ 展示台 1台(W1,800mm×D900mm×H750mm)、 

白布付き(但し商品の上にかけるクロスはご持参下さい) 
 
 

以上の物は学会で設置いたします。 
上記以外の小間内装飾は、出展社が行って下さい。 

 
 
 

【スペース小間】230,000 円（税別）/小間 
 
 １小間＝間口 2,000mm×奥行 1,000mm  
    ※スペース小間の申込みは 2小間以上からに限ります。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※禁止・留意事項 

・ 装飾物、展示物の高さは運営準備室宛にご相談ください。また、床面への直接工作 
(ガムテープ、アンカー等)も原則的に禁止します。 

・ 水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則的に禁止します。 
・ 電気供給は出展社の希望により、有償で電気(交流単相二線式 100V50 ヘルツ)を 
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開閉器にて小間まで供給します。 
(それ以外の特殊電源に関しては別途ご相談ください。） 

・ 小間の仕様は現状の予定ですので、今後変更・修正がある可能性がございますこと 
をご了承ください。 

 
【書籍展示】15,000 円（税別）/机 

 
      書籍展示： 15,000円（税別） 
      ※机（1,800mm×600mm）1本 
      ※机の追加（2本目以降）は、1本につき 15,000円（税別）になります。 
 

■規格、申込小間数と位置の決定：机 1本あたり、間口 1,800mm 奥行き 600mm 

・机（1,800mm×600mm）と白布をご用意します。 
・社名板、延長コード等は各社でご持参ください。 
※各種オプション品のお申込みにつきましては、後日お送りする「出展マニュアル」 
にてご案内いたします。 

本数に制限はありません。ただし、申込締切後、申込数を調整させていただく場合が 
ありますのでご了承ください。 
出展の位置は、机の本数等を考慮し、主催者が決定いたします。 

 
 

3. 連絡先  
 

 

   展示に関する問い合わせ先 
 第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 企業展示運営事務局 

株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-12-10 四国第二ビル 2階 

TEL：03-6386-5179  FAX：03-3518-0949 
E-mail：ex-jspen35@jcs-c.com 
担当：田中 

 

学術集会に関する問い合わせ先 

 第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社（JCS） 関西支社（内） 

〒541-0042大阪市中央区今橋 4-4-7 

TEL: 06-6221-5933 FAX：06-6221-5939 

 E-mail：jspen35@convention.co.jp 

担当：大谷・梅田 

 

 
 

mailto:ex-jspen35@jcs-c.com
mailto:jspen35@convention.co.jp
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Ⅲ. 広告 
 
1. プログラム集掲載 広告 

 
■広告媒体名：第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 プログラム 
■発行部数：23,000部（予定） 
■サイズ：A4サイズ（予定：縦 27.5 ㎝×横 21.1 ㎝） 
■発行日：2020年 2月 
■媒体作成費：8,050,000 円（税別） 
■広告料総額：1,890,000 円(税別) 
■広告料 （税別）： 

1．表 4（カラー）    200,000 円  1 社 

2．表 3（カラー／モノクロ）  170,000 円  1 社 
3．表 2（カラー／モノクロ）  190,000 円  1 社 
4．後付１（カラー）   100,000 円  5 社 
5．後付１（モノクロ）    70,000 円  5 社 
6. 後付 1/2（モノクロ）   60,000 円  8 社 

 
■広告原稿：2019年 11月 28日（木）までに納品ください。（使用後ご返却いたします。） 
原稿版下のご提出先は、下記運営事務局となります。 
モノクロ･･･完全版下、完全ポジフィルム、データ 
カラー････完全ポジフィルムもしくは印刷用データ（イラストレーター等） 
※ ご送付いただく際に確認用として出力見本の添付をお願いいたします。 

 
■印刷様式：オフセット印刷（CTP 製版） 

 
■広告申込締切：2019年年 11月 21日（木） （必着） 
 

■申し込み方法  : 本募集要項の内容をご確認の上、第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集
会（JSPEN2020）ホームページ（2019年３月公開予定）の「企業の皆様へ」ペ
ージから「広告申込フォーム」にてお申込ください。 

   URL：https://site2.convention.co.jp/jspen2020 
 
■ご請求：申込書を受領し、広告掲載枠が決定次第、運営事務局より、請求書を発行いたします。
請求書に記載の指定口座までお振込みください。 
なお、まことに勝手ながら振込手数料は貴社負担とさせていただきます。 
また、請求書発行後のキャンセルは、原則として受け付けません。 

あわせてご了承下さい。 
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2.  学会アプリバナー 
 

■広告媒体名：第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 公式アプリケーションソフトウェア 
■対応 OS：iOS、Android 
■配布対象：第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 参加者 
■配信期間：申込書受領後、準備手続き完了次第掲載開始～2020年 2月末日まで 
※ユーザーがアプリをダウンロード後は、ユーザーの端末から本アプリが削除されるまで 
ロゴは残ります。 

■広告セールス方式：iOS版および Android版のトップページへ掲載 
■データサイズ：サイズは 3種 
（天地 50×左右 320ピクセル、天地 100×左右 640ピクセル、天地 120×左右 768ピクセル）
画像形式：png、解像度：72dpi、透過無しで保存、カラー：RGB形式 

■掲載料 350,000円（税別） 
■募集数：１枠 
■申し込み方法  : 本募集要項の内容をご確認の上、第 35 回日本臨床栄養代謝学会学術集

会（JSPEN2020）ホームページ（2019年３月公開予定）の「企業の皆様へ」ペ
ージから「広告申込フォーム」にてお申込ください。 

   URL：https://site2.convention.co.jp/jspen2020 
 
 

3. 連絡先  
 

 

学術集会/広告掲載に関する問い合わせ先 

 第 35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 運営事務局 

 日本コンベンションサービス株式会社（JCS） 関西支社（内） 

 〒541-0042大阪市中央区今橋 4-4-7 

 TEL: 06-6221-5933 FAX：06-6221-5939 

 E-mail：jspen35@convention.co.jp 

担当： 大谷・梅田 

 


