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謹啓 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

この度、第 28 回日本循環薬理学会学術集会を、2018 年 12 月 7 日（金）に東京都大田区

の大田区産業プラザ PiO で開催させていただくこととなりました。 

日本循環薬理学会は 1991 年に日本循環薬理研究会として発足し、1998 年に学会へと発

展しております。その名の通り、循環薬理学を志す、様々なバックグラウンドを持つ研究者

たちが、最新の情報を交換し、討論を行うことによって、循環薬理学研究の発展に資するこ

とを目的としております。このような伝統ある学会のお世話をさせていただくことを大変光

栄に思っております。 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会では、今日国際空港として拡充しつつある近隣の羽田

空港になぞらえ、知識集積と臨床応用のハブ空港でありたいと「連結と飛翔」というテーマ

を掲げました。まず、特別講演として、東京大学医学部附属病院薬剤部試験研究室/臨床薬

物動態学教室の鈴木洋史教授に、生体分子の機能が集積・統合されたシステムとして生体を

理解し、次世代の創薬手法を確立することを目的とした「システム薬理学」をご紹介いただ

きます。次にシンポジウムとして、香川大学医学部医学系研究科循環器・腎臓・脳卒中内科

学の南野哲男教授他に「抗腫瘍療法における心血管毒性; Cardio-oncology」に関する話題を

提供していただく予定にしております。また前日に市民向けの公開講座として、「心肺蘇生

法の講義と実習」を計画しております。例年通り、一般演題を 50 題、若手研究者の育成を

図る Young Investigator Award (YIA)を募る演題を 10 題予定しております。 

本学術会議が達成されるための開催経費は、総額 400 万円が必要と推算されております。

本来ならば主催者の実施可能な範囲で運営されることが基本でありますが、参加者の負担の

みでは賄いきれない状況であります。 

つきましては、諸事ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、本第 28 回日本循環薬理学会の

趣旨にご理解いただき、格別のご協力ご支援を賜りたく謹んでお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

2018 年 4 月吉日 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 

当番幹事（代表） 杉山 篤 

（東邦大学医学部薬理学講座 教授） 

  



 

 

1. 会期: 2018 年 12 月 7 日（金） 

2. 会場: 大田区産業プラザ PiO 

（〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20） 

3. 当番幹事：杉山 篤（東邦大学医学部薬理学講座 教授） 

4. 組織 

第 28 回日本循環薬理学会 

組織委員 

杉山 篤 （東邦大学 医学部 薬理学講座） 

西山 成 （香川大学医学部 形態・機能医学講座 薬理学） 

中田 徹男 （京都薬科大学 病態薬科学系 臨床薬理学分野） 

今井 由美子（医薬基盤・健康・栄養研究所 医薬基盤研究所 感染病態制御ワクチンプロ

ジェクト） 

高井 真司 （大阪医科大学大学院 医学研究科 創薬医学） 

筒井 正人 （琉球大学大学院 医学系研究科 薬理学） 

高原 章 （東邦大学 薬学部 医療薬学教育センター 薬物治療学研究室） 

内藤 篤彦  （東邦大学 医学部 薬理学講座） 

安東 賢太郎 （千葉科学大学 薬学部 臨床医学研究室） 

永澤 悦伸 （東邦大学 薬学部 医療薬学教育センター 薬物治療学研究室） 

 

監 査  

田中 耕一郎  （東邦大学 医学部 東洋医学研究室） 

事務局長 

中瀬古（泉）寛子（東邦大学 医学部 薬理学講座） 

 

5. 学会・企業協賛に関する問い合わせ： 

第 28 回日本循環薬理学会 事務局 

中瀬古（泉）寛子（東邦大学 医学部 薬理学講座） 

市川 由理  （東邦大学 医学部 薬理学講座） 

後藤 愛 （東邦大学 医学部 薬理学講座） 

住所： 〒143-8540 

東京都大田区大森西 5-21-16 

東邦大学医学部薬理学講座 

電話番号：03-3762-4151 内 2363 

ファックス番号：03-5493-5413 

E-mail: 28thjacp@ext.toho-u.ac.jp 

  



1.収入の部 （単位 :円）   

項目 金額 備考 

参加費 500,000 事前         会員：4,000 

非会員：5,000 

大学院生：2.000 

学部生：無料  

当日       会員：5,000 

非会員：6,000 

大学院生：2.000 

学部生：無料  

懇親会費 200,000 事前      会員・非会員：5,000 

    大学院生・学部生：3,000 

当日      会員・非会員：6,000 

大学院生・学部生：3,000 

学会補助金 500,000  

スポンサードシンポジウム共催費 300,000  

ランチョンセミナー共催費 200,000  

広告掲載費 800,000  

寄付金 2,000,000  

雑収入 0 利息等  

収入合計 4,500,000  

2.支出の部 (単位：円）   

項目 金額 備考 

事前準備費 

１）HP・受付システム 

２）口演要旨集作成 

３）リーフレット・ポスター 

４）登録証作成 

５）通信費 

 

500,000 

850,000 

30,000 

20,000 

200,000 

 

当日運営関係費 

１）会場設営費 

２）招聘費用 

３）飲食費 

４）会議費 

５）人件費 

 

1,000,000 

600,000 

400,000 

300,000 

400,000 

 

機器類、会場設営、学会看板等 

 

招待者昼食、懇親会費、コーヒーサービス 

幹事会 

アルバイト代 

雑費、その他諸経費 200,000  

支出合計 4,500,000  

 

  



 

 

 

スポンサードシンポジウム概要 

スポンサードシンポジウムは、下記の条件となっております。なお、お申し込みは申込書に

必要事項をご記入の上、下記申込先まで郵送もしくはファックスにてご送付ください。 

 

開催日時 2018 年 12 月 7 日（金）15:10~17:10（予定） 

シンポジウム「Cardio-oncology」 

演者：南野 哲男 教授（香川大学医学部 循環器・腎臓・脳卒中内科学） 

内藤 篤彦 准教授（東邦大学医学部薬理学講座） 

安東 賢太郎 教授（千葉科学大学薬学部臨床医学研究室） 

竹下 享典 准教授（埼玉医科大学総合医療センター 中央検査部） 

 

会場 大田区産業プラザ PiO 

（〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20） 

※ プロジェクター・マイク・講演 PC は学会側で用意します。 

※ ご自分の PC も使用可能です。プロジェクタの接続端子は Mini-sub15 pin 対応なので、

接続端子を必要に応じてご準備ください。 

 

募集金額 80 名分 料金 300,000 円 

※コンベンションホール半面、会場運営費、演者の交通費・宿泊費・謝礼・懇親会費含む 

 

申込期限 2018 年 9 月 10 日（月）  

 

申込方法 

添付の申請用紙に必要事項を記載の上、郵送またはファックスにて第 28 回日本循環薬理学

会事務局にお送りください。申込書を確認後、請求書をお送りいたしますので、指定日まで

に下記指定口座へお振込みください。なお、銀行発行の振替控えをもって、領収書に代えさ

せていただきます。申し訳ございませんが、振込手数料は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 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 代表 杉山篤 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｶｲﾆﾎﾝｼﾞｭﾝｶﾝﾔｸﾘｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ｽｷﾞﾔﾏｱﾂｼ） 

三菱 UFJ 銀行 蒲田支店 117 普通 0855330 

  



 

 

 

ランチョンセミナー概要 

ランチョンセミナーは、下記の条件となっております。なお、お申し込みは申込書に必要事

項をご記入の上、下記申込先まで郵送もしくはファックスにてご送付ください。 

 

開催日時 2018 年 12 月 7 日（金）12:40 ~13:40 （予定） 

※プログラムにより若干時間変更がある場合があります。 

 

会場 大田区産業プラザ PiO 

（〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-20-20） 

※ プロジェクター・マイク・講演 PC は学会側で用意します。 

※ ご自分の PC も使用可能です。プロジェクタの接続端子は Mini-sub15 pin 対応なので、

接続端子を必要に応じてご準備ください。 

※原則として、席数分のお弁当をご用意いただきます。 

 

募集金額 100 名分 料金 100,000 円 

※セッション数：2、先着順 

※お弁当代・座長/講師への謝礼（宿泊・交通費を含む）・控室での飲食等は上記金額に含ま

れず、各社のご手配ならびにご負担とさせていただきます。 

 

申込期限 2018 年 9 月 10 日（月） ※先着順 

 

申込方法 

添付の申請用紙に必要事項を記載の上、郵送またはファックスにて第 28 回日本循環薬理学

会事務局にお送りください。申込書を確認後、請求書をお送りいたしますので、指定日まで

に下記指定口座へお振込みください。なお、銀行発行の振替控えをもって、領収書に代えさ

せていただきます。申し訳ございませんが、振込手数料は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 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 代表 杉山篤 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｶｲﾆﾎﾝｼﾞｭﾝｶﾝﾔｸﾘｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ｽｷﾞﾔﾏｱﾂｼ） 

三菱 UFJ 銀行 蒲田支店 117 普通 0855330 

 

  



 

 

 

広告掲載概要 

広告掲載には、「口演要旨集（A4 版）」に貴社の広告を掲載します。 

広告掲載は、下記の条件となっております。なお、お申し込みは申込書に必要事項 

をご記入の上、下記申込先まで郵送もしくはファックスにてご送付ください。 

 

募集金額 

①表 2（表表紙・裏） 100,000 円 ※募集 1 社（20180322 受付終了） 

②表 3（裏表紙・裏） 100,000 円 ※募集 1 社（20180326 受付終了） 

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。 

※口演要旨集（発行部数 300 部予定）は、A4 版・モノクロです。 

 

申込期限 2018 年 9 月 10 日（月） 

 

版下/データ入稿期限 2018 年 10 月 10 日（水） 

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。 

 

申込方法 

添付の申請用紙に必要事項を記載の上、郵送またはファックスにて第 28 回日本循環薬理学

会事務局にお送りください。申込書を確認後、請求書をお送りいたしますので、指定日まで

に下記指定口座へお振込みください。 

なお、銀行発行の振替控えをもって、領収書に代えさせていただきます。申し訳ございませ

んが、振込手数料は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 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 代表 杉山篤 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｶｲﾆﾎﾝｼﾞｭﾝｶﾝﾔｸﾘｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ｽｷﾞﾔﾏｱﾂｼ） 

三菱 UFJ 銀行 蒲田支店 117 普通 0855330 

  



 

会場スクリーン待受け画面広告概要 

2 会場の発表会場のメインスクリーン上に、一般演題、YIA 演題、シンポジウム、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。なお、お申し込みは申込書に必要事項 

をご記入の上、下記申込先まで郵送もしくはファックスにてご送付ください。 

 

広告掲載料 

メインスクリーン全面 50,000 円  

 

申込期限 2018 年 9 月 28 日（金） 

 

データ入稿期限 2018 年 10 月 26 日（金） 

Microsoft Powerpoint 2010/2013 ファイル（拡張子.pptx） 

 

申込方法 

添付の申請用紙に必要事項を記載の上、郵送またはファックスにて第 28 回日本循環薬理学

会事務局にお送りください。申込書を確認後、請求書をお送りいたしますので、指定日まで

に下記指定口座へお振込みください。 

なお、銀行発行の振替控えをもって、領収書に代えさせていただきます。申し訳ございませ

んが、振込手数料は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 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 代表 杉山篤 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｶｲﾆﾎﾝｼﾞｭﾝｶﾝﾔｸﾘｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ｽｷﾞﾔﾏｱﾂｼ） 

三菱 UFJ 銀行 蒲田支店 117 普通 0855330 

 

  



 

 

 

 

1. 学会の名称 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 

 

2. 寄付の目的 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会の開催 

 

3. 目標寄付金額 

2,000,000 円 

1 口 50,000 円より 

 

4. 寄付期間 

2017 年 9 月 1 日 ～ 2018 年 10 月 31 日 

 

5. 寄付金の使途 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会の事前準備および開催運営資金 

 

6. 寄付申込先 

添付の申請用紙に必要事項を記載の上、郵送またはファックスにて第 28 回日本循環薬理学

会事務局にお送り上、下記口座にお振込みください。 

銀行発行の振替控えをもって、領収書に代えさせていただきます。申し訳ございませんが、

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。 

 

7. 振込先口座 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 代表 杉山篤 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｶｲﾆﾎﾝｼﾞｭﾝｶﾝﾔｸﾘｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ｽｷﾞﾔﾏｱﾂｼ） 

三菱 UFJ 銀行 蒲田支店 117 普通 0855330 

 

8. 免税措置の有無 

なし 

  



申込期限：2018 年 9 月 10 日 

FAX：03-5493-5413 

申込日：   年   月   日 

 

申込先：第 28 回日本循環薬理学会事務局 

東邦大学医学部薬理学講座  中瀬古、市川、後藤 

〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 

TEL：03-3762-4151 内 2363  FAX：03-5493-5413 

 

第 28回日本循環薬理学会学術集会 

スポンサードシンポジウム申込書 
 

 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 

当番幹事 杉山 篤 殿 

 

申込者 

会社名 

団体名 

フリガナ 

印 

連絡先住所 

 

〒 

 

実務担当者 所属部署 氏名 

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。 

 

 

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

受付日  受付番号  備考  

 



申込期限：2018 年 9 月 10 日 

FAX：03-5493-5413 

申込日：   年   月   日 

 

申込先：第 28 回日本循環薬理学会事務局 

東邦大学医学部薬理学講座  中瀬古、市川、後藤 

〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 

TEL：03-3762-4151 内 2363  FAX：03-5493-5413 

 

第 28回日本循環薬理学会学術集会 

ランチョンセミナー申込書 
第 28 回日本循環薬理学会学術集会 

当番幹事 杉山 篤 殿 

 

申込者 

会社名 

団体名 

フリガナ 

印 

連絡先住所 

 

〒 

 

実務担当者 所属部署 氏名 

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。 

 

座長・演者名 ※予定・候補でも結構です。 

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

受付日  受付番号  備考  

  



申込期限：2018 年 9 月 10 日 

FAX：03-5493-5413 

申込日：    年   月   日 

申込先：第 28 回日本循環薬理学会事務局 

東邦大学医学部薬理学講座  中瀬古、市川、後藤 

〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 

TEL：03-3762-4151 内 2363  FAX：03-5493-5413 

 

第 28回日本循環薬理学会学術集会 

広告掲載申込書 
第 28 回日本循環薬理学会学術集会 

当番幹事 杉山 篤 殿 

 

申込者 

会社名 

団体名 

フリガナ 

印 

連絡先住所 

 

〒 

 

実務担当者 所属部署 氏名 

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。 

 

申込み内容※該当欄の□をチェックしてください。 

□ ①表 2（表表紙・裏） 100,000 円（20180322 受付終了） 

□ ②表 3（裏表紙・裏） 100,000 円（20180326 受付終了） 

□ ③後付 1 頁 50,000 円 

□ ④後付 1/2 頁 30,000 円 

入稿方法 期限 10 月 10 日（水） E-mail: 28thjacp@ext.toho-u.ac.jp（データ送付の場合） 

□ 版下・原稿 

□ データ（作成ソフト） 

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

受付日  受付番号  備考  

 



申込期限：2018 年 9 月 28 日 

FAX：03-5493-5413 

申込日：    年   月   日 

申込先：第 28 回日本循環薬理学会事務局 

東邦大学医学部薬理学講座  中瀬古、市川、後藤 

〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 

TEL：03-3762-4151 内 2363  FAX：03-5493-5413 

 

第 28回日本循環薬理学会学術集会 

会場スクリーン待受け画面広告申込書 
第 28 回日本循環薬理学会学術集会 

当番幹事 杉山 篤 殿 

 

申込者 

会社名 

団体名 

フリガナ 

印 

連絡先住所 

 

〒 

 

実務担当者 所属部署 氏名 

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。 

 

※入稿期限 10 月 26 日（金） E-mail: 28thjacp@ext.toho-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

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

受付日  受付番号  備考  

 



申込期限：2018 年 10 月 31 日 

FAX：03-5493-5413 

申込日：   年   月   日 

申込先：第 28 回日本循環薬理学会事務局 

東邦大学医学部薬理学講座  中瀬古、市川、後藤 

〒143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16 

TEL：03-3762-4151 内 2363  FAX：03-5493-5413 

 

第 28 回日本循環薬理学会学術集会 

寄付申込書 
第 28 回日本循環薬理学会 

当番幹事 杉山 篤 殿 

 

会社名 

団体名 

フリガナ 

印 

連絡先住所 

 

〒 

 

実務担当者 所属部署 氏名 

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。 

 

貴学会の趣旨に賛同し、下記金額を本会運営資金として寄付申込みます。 

  口  金               円也 

 

 

【振込予定日】 

平成   年   月   日 

 

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

受付日  受付番号  備考  

 


