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各種募集要項および申込書 

【寄付金】 

【プログラム（印刷冊子体）・抄録集（ｐｄｆ）広告掲載】 

【会場スクリーン待受け画面広告掲載】 

 

 

 

 

 

第 141回日本薬理学会関東部会 

部会長 杉山 篤 

（東邦大学 医学部医学科 薬理学講座 教授） 

 

公益社団法人 日本薬理学会 理事長 

吉岡 充弘 

（北海道大学 大学院医学院 教授） 

  



 

「第 141回日本薬理学会関東部会」ご協力のお願い 

 

謹啓 

 

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度 2019 年 10 月 12 日（土）に「第 141 回日本薬理学会関東部会」を、大田区産業プラ

ザ PiO（東京大田区）にて開催させていただくこととなりました。 

 日本薬理学会は、薬理学に関する学理及び応用の研究についての知識の普及、会員相互及び

内外の関連学会との連携協力を行うことにより、薬理学の進歩を図り、もってわが国学術文化の発

展に寄与することを目的としております。関東部会には多くの大学、企業、医療機関、公官庁が所

属しており、約 1,700名の会員により構成されております。本部会は、年 2回春と秋に開催され、多

くの参加者が集う歴史と伝統のある部会です。国公私立大学あるいは製薬関連企業など、広く薬

理学関連研究者間の情報交換と人的交流の場として長年貢献を続けてきました。 

 所要経費概算にお示ししますように、「第 141 回日本薬理学会関東部会」の開催に当たり、収入

として参加者からの参加費と日本薬理学会からの交付金が見込まれます。しかし、本会議開催の

総費用は、可能な限り節減を致しましてもそれらを上回ることから、運営費の不足が予想される次

第であります。つきましては、何卒、本会開催の趣意に御賛同と御理解をいただき、協賛を賜りたく

お願い申し上げます。また、同時にプログラム（印刷冊子体：約 300部発行予定）と抄録集（ｐｄｆ）の

広告および会場メインスクリーン待受け画面の広告も受け付けておりますので、あわせて御理解と

御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 末筆ながら、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

謹白 

 

 

第 141回日本薬理学会関東部会 部会長 

東邦大学 医学部医学科 薬理学講座 杉山 篤 

 

公益社団法人 日本薬理学会 理事長 

北海道大学 大学院医学院 吉岡 充弘 

  



 

「第 141回日本薬理学会関東部会」 

開催概要 

 

1 会議の名称 

  第 141回日本薬理学会関東部会 

  http://pharmacology.pupu.jp/141kanto/ 

 

2 会議開催 

  会期 2019年 10月 12日（土） 

  会場 大田区産業プラザ PiO 

  〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1丁目 20-20 

 

3 大会組織 

  部会長  杉山 篤   （東邦大学 医学部医学科 薬理学講座 教授） 

  事務局長 長澤 美帆子 （東邦大学 医学部医学科 薬理学講座 助教） 

  組織委員 （五十音順） 

       高原 章   （東邦大学 薬学部 薬物治療学研究室 教授） 

       田中 耕一郎 （東邦大学 医学部 東洋医学研究室 准教授） 

       内藤 篤彦  （東邦大学 医学部 生理学講座・細胞生理学分野 教授） 

       松本 明郎  （東邦大学 医学部 加齢薬理学講座 教授） 

 

4 会議の目的 

 本部会は、日本薬理学会主催で年 2回春と秋に開催され、毎回多くの演題発表と参加者がある

伝統の部会である。国公私立大学あるいは製薬関連企業を問わず、また特定の研究分野に偏ら

ず、広く薬理学関連研究者間の情報交換と人的交流の活性化に長年貢献を続けている。大学関

係者のみならず企業研究者にも参加を呼びかけ、創薬を目指した議論を企業研究者とも深めると

ともに、大学院生、若手研究者および企業研究者を中心とする討論の場を提供し、部会・分野にこ

だわらず日本の薬理学研究のさらなる活性化を図る。また、本会議においては、同時に薬理学会

の学術評議員会を開催する。 

 

5 事業内容 

  2019年 10月 12日（土）正午 学術評議員会 

                  午後 研究発表 

                    夕 懇親会 

  



6 参加予定者 

  学術評議員 約 70名 

  一般会員  約 100名 

  非会員   若干名 

  学生    約 50名 

 

7 参加費 

  学術評議員 事前登録 5,000円、事前登録期間以降 6,000円 

  一般会員  事前登録 4,000円、事前登録期間以降 5,000円 

  非会員   事前登録 5,000円、事前登録期間以降 6,000円 

  学生    大学院生・学部学生 無料 

          

  懇親会   4,000円 

 

8 学会・協賛に関する問い合わせ 

  第 141回日本薬理学会関東部会 事務局 

    長澤 美帆子 （東邦大学 医学部医学科 薬理学講座 助教） 

    市川 由理  （東邦大学 医学部医学科 薬理学講座） 

    後藤 愛   （東邦大学 医学部医学科 薬理学講座） 

  住所：〒143-8540   東京都大田区大森西 5－21－16 

      東邦大学 医学部医学科 薬理学講座 

  Tel: 03-3762-4151（内線 2363） 

  FAX: 03-5493-5413 

  E-mail: 141kanto-bukai@ext.toho-u.ac.jp 

  HP：http://pharmacology.pupu.jp/141kanto/ 

  



「第 141回日本薬理学会関東部会」 

所要経費概算 

 

1. 収入の部  

（単位：円） 

参加費                800,000 

懇親会費               440,000 

交付金（日本薬理学会より）        300,000 

広告料                360,000 

寄付金                600,000 

                合計 2,500,000 

 

 

2．支出の部 

会場費                310,000 

通信交通費              150,000 

印刷費                700,000 

会議費                100,000 

謝金・その他              800,000 

懇親会費               440,000 

                合計 2,500,000 

  



寄付金募集要項 

1． 学会の名称 

第 141回日本薬理学会関東部会 

 

2． 寄付の目的 

第 141回日本薬理学会関東部会の開催 

 

3． 目標寄付金額 

60万円 （1口 5万円より） 

 

4． 募集期限 

2019年 3月 1日（金）から 2019年 10月 31日（木）まで 

 

5． 寄付金の使途 

第 141回日本薬理学会関東部会の事前準備および開催運営資金 

 

6． 申込・支払方法 

別紙の申込書にご記入いただき、第 141回日本薬理学会関東部会事務局まで郵送またはファック

スでお送りの上、下記口座にお振込みください。振込期限は 2019年 11月 8日（金）です。振込を

確認後、領収書を発行いたします。振込手数料は各人・各社にてご負担願います。また、小切手等

での受領はいたしかねます。 

 

振込先口座 

三菱 UFJ銀行 蒲田支店（店番 117） 

普通預金  口座番号：1011614 

口座名義  第 141回日本薬理学会関東部会 代表 杉山 篤 

        （ﾀﾞｲﾋﾔｸﾖﾝｼﾞﾕｳｲﾁｶｲﾆﾎﾝﾔｸﾘｶﾞﾂｶｲｶﾝﾄｳﾌﾞｶｲ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｼ） 

 

  



プログラム（印刷冊子体）・抄録集（ｐｄｆ）広告掲載募集要項 

1. 広告掲載概要 

プログラム（印刷冊子体）と抄録集（ｐｄｆ）の両方に貴社の広告を掲載します。 

プログラム（印刷冊子体：約 300部発行予定）は学会当日に参加者へ配布し、抄録集（ｐｄｆ）は参加者

に対してインターネットの学会ホームページ上で公開し、各自でダウンロードしていただく形式をとりま

す。広告掲載は、下記の条件となっております。 

 

2. 募集金額 

① 表 2（表表紙・裏） 100,000 円 ※募集 1 社 

② 表 3（裏表紙・裏） 100,000 円 ※募集 1 社 

③ 後付 1 頁 50,000 円 ※募集 5 社 

④ 後付 1/2 頁 30,000 円 ※募集 10 社 

※①②は、先着でのお申込みになります。 

 

3. 申し込み期限 

2019年 8月 30日（金） 

 

4. 版下/データ 

入稿期限 2019年 9月 6日（金） 

プログラム（印刷冊子体）と抄録集（ｐｄｆ）はどちらも A4判で作成します。 

A4版での後付け広告の標準サイズは[1頁広告サイズ] 横 180mm×縦 256mm、[1/2頁広告サイズ]

横 180mm×縦 123mmです。完全版下支給でお願いいたします。写真原稿につきましては、オリジナ

ル写真は避け、複写した写真でお願いいたします。データ入稿も受付けております。 

 

5. 申込・支払方法 

別紙の申込書にご記入いただき、第 141回日本薬理学会関東部会事務局まで郵送またはファックス

でお送りの上、下記口座にお振込みください。振込期限は 2019年 10月 31日（木）です。振込を確

認後、領収書を発行いたします。振込手数料は各人・各社にてご負担願います。また、小切手等での

受領はいたしかねます。 

 

振込先口座 

三菱 UFJ銀行 蒲田支店（店番 117） 

普通預金  口座番号：1011614 

口座名義  第 141回日本薬理学会関東部会 代表 杉山 篤 

        （ﾀﾞｲﾋﾔｸﾖﾝｼﾞﾕｳｲﾁｶｲﾆﾎﾝﾔｸﾘｶﾞﾂｶｲｶﾝﾄｳﾌﾞｶｲ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｼ） 

  



会場スクリーン待受け画面広告掲載募集要項 

1. 会場スクリーン待受け画面広告概要 

発表会場のメインスクリーン上に、一般演題、特別講演の間の休憩時間に貴社の映像広告を表示いた

します。複数社の場合は 15 秒（予定）で切り替えます。広告掲載は、下記の条件となっております。 

 

2. 広告掲載料 

メインスクリーン全面 50,000 円 

 

3. 申込期限 

2019年 9月 13日（金） 

 

4. データ 

入稿期限 2019年 9月 30日（月） 

Microsoft PowerPoint 2010/2013 ファイル（拡張子.pptx、スライドのサイズ 4：3） 

 

5. 申込・支払方法 

別紙の申込書にご記入いただき、第 141回日本薬理学会関東部会事務局まで郵送またはファックス

でお送りの上、下記口座にお振込みください。振込期限は 2019年 10月 31日（木）です。振込を確

認後、領収書を発行いたします。振込手数料は各人・各社にてご負担願います。また、小切手等での

受領はいたしかねます。 

 

振込先口座 

三菱 UFJ銀行 蒲田支店（店番 117） 

普通預金  口座番号：1011614 

口座名義  第 141回日本薬理学会関東部会 代表 杉山 篤 

        （ﾀﾞｲﾋﾔｸﾖﾝｼﾞﾕｳｲﾁｶｲﾆﾎﾝﾔｸﾘｶﾞﾂｶｲｶﾝﾄｳﾌﾞｶｲ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｼ） 

 

 

 

  



FAX：03-5493-5413                        申込期限：2019年 10月 31日 

申込先：第 141回日本薬理学会関東部会事務局 
東邦大学医学部薬理学講座 長澤、市川、後藤 
〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 
E-mail: 141kanto-bukai@ext.toho-u.ac.jp 
TEL：03-3762-4151 （内 2363）  FAX：03-5493-5413 

第 141回日本薬理学会関東部会 

寄付申込書 
第 141回日本薬理学会関東部会 

部会長 杉山 篤 殿 

申込日：     年  月  日 

会社名/ 

団体名/ 

氏名（個人） 

ふりがな 

 

 

代表者 

 

氏名 

 

ふりがな 役職 

 

 

 

 

住所 

（所在地） 

〒 

 

 

御担当者 

 

氏名 

ふりがな 部署・役職 

 

TEL FAX 

E-mail 

＊ご記入いただいた個人情報については、本会の連絡のご案内以外には使用しません。 

 

第 141回日本薬理学会関東部会の趣旨に賛同し、下記金額を寄付金として申込みます。 

    口  金                  円也 

（1口 5万円） 

【振込予定日】 

          年        月        日    《振込期限：2019年 11月 8日（金）》 

＊お振込み頂きました寄付金につきましては、公益社団法人に対する寄付金として、所得税法上、課税優遇措置が受

けられます。 

-------------------------事務局欄------------------------- 

受付日  受付番号  備考  書類番号  

印 



FAX：03-5493-5413                         申込期限：2019年 8月 30日 

申込先：第 141回日本薬理学会関東部会事務局 
東邦大学医学部薬理学講座 長澤、市川、後藤 
〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 
E-mail: 141kanto-bukai@ext.toho-u.ac.jp 
TEL：03-3762-4151 （内 2363）  FAX：03-5493-5413 

第 141回日本薬理学会関東部会 

プログラム（印刷冊子体）・抄録集（ｐｄｆ）広告掲載申込書 
第 141回日本薬理学会関東部会 

部会長 杉山 篤 殿 

申込日：     年  月  日 

会社名/ 

団体名/ 

氏名（個人） 

ふりがな 

 

 

代表者 

 

氏名 

 

ふりがな 役職 

 

 

 

 

住所 

（所在地） 

〒 

 

 

御担当者 

 

氏名 

ふりがな 部署・役職 

 

TEL FAX 

E-mail 

＊ご記入いただいた個人情報については、本会の連絡のご案内以外には使用しません。 

 

 

【振込予定日】 

          年        月        日    《振込期限：2019年 10月 31日（木）》 

 

-------------------------事務局欄------------------------- 

受付日  受付番号  備考  書類番号  

申込内容※該当欄の□にチェックしてください。 

□ ①表 2（表表紙・裏） 100,000 円 

□ ②表 3（裏表紙・裏） 100,000 円 

□ ③後付 1 頁 50,000 円 

□ ④後付 1/2 頁 30,000 円 

入稿予定日      年     月     日 

《入稿期限：2019年 9月 6日（金）》 

入稿方法※該当欄の□にチェックしてください。 

□ 版下・原稿を郵送 

□ データ送信 

（作成ソフト：                ） 

データ送付先：E-mail: 141kanto-bukai@ext.toho-u.ac.jp 

印 



FAX：03-5493-5413                         申込期限：2019年 9月 13日 

申込先：第 141回日本薬理学会関東部会事務局 
東邦大学医学部薬理学講座 長澤、市川、後藤 
〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 
E-mail: 141kanto-bukai@ext.toho-u.ac.jp 
TEL：03-3762-4151 （内 2363）  FAX：03-5493-5413 

第 141回日本薬理学会関東部会 
会場スクリーン待受け画面広告掲載申込書 

第 141回日本薬理学会関東部会 

部会長 杉山 篤 殿 

申込日：     年  月  日 

会社名/ 

団体名/ 

氏名（個人） 

ふりがな 

 

 

代表者 

 

氏名 

 

ふりがな 役職 

 

 

 

 

住所 

（所在地） 

〒 

 

 

御担当者 

 

氏名 

ふりがな 部署・役職 

 

TEL FAX 

E-mail 

＊ご記入いただいた個人情報については、本会の連絡のご案内以外には使用しません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【振込予定日】 

          年        月        日    《振込期限：2019年 10月 31日（木）》 

 

-------------------------事務局欄------------------------- 

受付日  受付番号  備考  書類番号  

 

入稿予定日      年     月     日  《入稿期限：2019年 9月 30日（月）》 

入稿方法※該当欄の□にチェックしてください。 

□ USBにて郵送 

□ データ送信 

    データ送信先：E-mail: 141kanto-bukai@ext.toho-u.ac.jp 

印 


