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ご 挨 拶 
 

謹啓 時下、皆様におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、第54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学

術大会の実行委員長を拝命し、来る平成27年(2015年)10月31日(土)・11月1日(日)の2日

間、高知市において開催させていただくことになりました。 

今回「薬学維新の時！薬剤師職能の評価、そして更なる発展へ」をテーマに掲げました。 

高齢化社会や疾病構造の変化に伴い、薬物治療も大きく進展し、医療における薬剤師の役割、 

良質の医療を患者に提供するための期待はますます高まっています。 

また、薬剤師の職能・専門領域は細分化される傾向にありますが、薬剤師業務の進歩を想定 

して薬学臨床に結びつける基礎研究、病棟薬剤業務、チーム医療の中の専門性、地域医療のキー 

パーソンとしてのセルフメディケーション、在宅医療における他職種との医療協働など、医薬品 

適正使用、有効性と安全性確保のため、様々な場面で治療管理に関わる立場は、薬の責任者と 

して必須であります。 

本学会では、これらのテーマに沿った多くの特別講演、シンポジウムならびに約 180 題の

一般演題の発表を予定しており、薬剤師職能の評価ならびに発展を目指します。また、関係

業界や治療用医療機器・製薬メーカー様にも有意義な学会になりますよう、企業共催セ

ミナーや治療器具・新商品等の併設展示会等も企画いたします。 

本学会の運営にあたりましては、本来参加者の会費をもって運営されるべきところで

はございますが、会場設営費、人件費等多くの運営経費が必要となり、自助努力だけで

は必要経費を賄えず、皆様方の御援助に頼らざるを得ないのが実情です。 

つきましては、諸般事情の厳しい時期ではございますが、本会の趣旨に深いご理解とご

賛同を賜りまして、何卒ご協賛賜りたく謹んでお願い申し上げます。 

末筆ながら、皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

 

平成 27年 4月吉日 

 

 第54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会   

実行委員長 宮村 充彦   

（高知大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤部長・教授）   
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開催概要 
 

1．名 称 第54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

2．期 間 平成27年(2015年)10月31日(土)・11月1日(日) 

3．会 場 高知文化プラザ かるぽーと（〒780-8529 高知県高知市九反田2-1） 

4．テ ー マ 薬学維新の時！薬剤師職能の評価、そして更なる発展へ 

5．実行委員長 宮村 充彦(高知大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤部長・教授) 

6．主 催 (公社)日本薬学会、(公社)日本薬剤師会、(一社)日本病院薬剤師会 

7．参加人数 1,800名（予定） 

8．後 援  高知県、高知市 

9．大会ホームページ http://www.convention-w.jp/chushi54-2015 

10．開催目的 本学会は基礎研究と臨床研究の橋渡しとなり、医薬品開発・臨床応用に資す

る学術集会として高い評価を得ています。また、医療薬学が担うべき教育・

研究の推進、医療現場における薬剤師の資質の向上、そして薬物療法の改善

に向けて、病院薬剤師、薬局薬剤師、製薬企業関係者、薬系大学教員および

学生が多数参加し、意見交換を行う場となっています。 

11．開催状況 2014年度学術大会  広島市  約1,800名参加 

2013年度学術大会  松山市  約1,600名参加 

2012年度学術大会  松江市  約1,700名参加 

2011年度学術大会  高松市  約1,700名参加 

12．学会事務局 高知大学医学部附属病院 薬剤部 

13．運営事務局  株式会社共同 内  担当：西村 

〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1 

TEL：086-250-7681 / FAX：086-250-7682 

E-mail：chushi54@kyodo-mice.jp 

14．プログラム（予定） 

平成 27 年（2015年） 10月 31日(土) 

開会式、特別講演、薬学会支部総会、シンポジウム、一般演題、ポスター示説、 

ランチョンセミナー、イブニングセミナ―、懇親会 

平成 27 年（2015年） 11月 1日(日) 

奨励賞受賞講演、モーニングセミナ―、ランチョンセミナー、高校生セミナー、 

市民公開講座、一般演題、ポスター示説、閉会式 
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                寄付金 募集要項                       

1．学会の名称： 

第54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

2. 主催機関及び責任者名 

第54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

宮村 充彦（高知大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤部長・教授） 

3. 学会組織・役員体制 

(1) 第 54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

実行委員長：宮村 充彦（高知大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤部長・教授） 

事 務 局 長：八木 祐助（高知大学医学部附属病院 薬剤部 薬務室長） 

(2)（公社）日本薬学会 

会  頭：柴﨑 正勝 

次期会頭：太田 茂 

副 会 頭：鈴木 洋史、小林 資正 

理  事：味戸 慶一、宇根 瑞穂、大久保 恭仁、大森 栄、荻田 喜代一 

堅田 利明、金子 周司、菊池 寛、倉石 泰、袖岡 幹子、高山 廣光 

永津 明人、中平 博之、畑山 範、原島 秀吉、堀江 利治、吉松 賢太郎 

常任理事：横山 祐作 

幹  事：大島 吉輝、五味田 裕、近藤 裕郷 

（公社）日本薬剤師会 

会  長：山本 信夫 

副 会 長：生出 泉太郎、石井 甲一、乾 英夫、森 昌平、鈴木 洋史 

専務理事：寺山 善彦 

常務理事：藤原 英憲、安部 好弘、永田 泰造、宮﨑 長一郎、田尻 泰典 

笠井 秀一、村松 章伊、有澤 賢二、川上 純一 

理  事：島田 光明、宮野 廣美、藤野 哲朗、明石 文吾、上村 直樹、渡邉 和久 

荻野 構一、道明 雅代、大原 整、清水 大、吉田 力久、渡邊 大記 

木俣 博文、亀井 美和子 

幹  事：戸塚 光博、菊池 清二、中本 行宣 

（一社）日本病院薬剤師会 

会  長：北田 光一 

副 会 長：木平 健治、土屋 文人、松田 公子、松原 和夫、佐藤 博 

専務理事：遠藤 一司 

常務理事：眞野 成康、佐々木 均、遠藤 秀治、武田 泰生、川上 純一 

理  事：荒木 博陽、大森 栄、奥田 真弘、折井 孝男、賀勢 泰子 

白石 正、但馬 重俊、田中 協、天正 雅美、早狩 誠、林 昌洋 

本間 真人、政田 幹夫、源川 奈穂、宮本 篤、山田 清文 

幹  事：石井 孝宜、内野 克喜、中島 新一郎 

4. 寄付を必要とする理由 

本学会には、約 1,800 名の参加が予想され、会議開催の準備・運営に関する経費は総額

30,045,000 円が見込まれています。これらの諸経費は、本来学会参加者の参加登録費など

の経費でまかなうべきものではございますが、参加者個人で負担できる金額には限りがご

ざいます。従いまして、必要経費の相当額は、ご援助に頼らざるを得ないのが実情でござ

います。総額 30,045,000 円のうち、参加登録費、学会補助金など補助金と共催事業     

27, 045,000円を除く 3,000,000円を寄付金により充当したいと考えております。諸経費ご

多端の折、誠に恐縮に存じますが、本学会が成功裡に終えるため是非のご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。 
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5. 収支予算案 

 

6. 寄付金要項 

(1)募金の名称 

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 寄付金 

(2)寄付金の目標額 

3,000,000円(予定) 

(3)募集期間 

平成 27年(2015年)11月 30日（月）まで 

(4)寄付金依頼の対象先 

製薬関連業界、医療機器関連業界他 

(5)寄付金の用途 

第 54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会の 
準備・運営及び関連諸行事の費用に充当 

(6)寄付金の振込み先 

 銀    行：四国銀行 大津支店 (ｼｺｸｷﾞﾝｺｳ ｵｵﾂｼﾃﾝ) 
 口座番号：普通口座 5127689 
 口 座 名：第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部 

学術大会 実行委員長 宮村 充彦 
(ﾀﾞｲｺﾞｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲﾆﾎﾝﾔｸｶﾞｸｶｲ ﾆﾎﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲ ﾆﾎﾝﾋﾞﾖｳｲﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲ ﾁﾕｳｺﾞｸｼｺｸｼﾌﾞ 
ｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲｼﾞﾂｺｳｲｲﾝﾁﾖｳﾐﾔﾑﾗﾐﾂﾋｺ) 

7. お申込先/運営事務局 

株式会社共同 内  担当：西村 
〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1 
TEL：086-250-7681 / FAX：086-250-7682 
E-mail：chushi54@kyodo-mice.jp 

8．大会ホームページ URL： 

http://www.convention-w.jp/chushi54-2015 

収 入 支 出 

費 用 金 額 (円) 費 用 金 額 (円) 

事前参加費(一般)  8,000円* 1,200 名 9,600,000 (事前準備費)   

当日参加費(一般)  9,000円* 300 名 2,700,000 事務局業務関係費 2,800,000 

連絡協議会(事前)  7,000円*  200 名 1,400,000 印刷制作費 2,720,000 

(当日)  8,000円*   50名 400,000 講演要旨集作成費 2,500,000 

共催セミナー  972,000円*  3企画 2,916,000 通信費、消耗品 815,000 

864,000円*  6 企画 5,184,000 (当日運営費)   

   648,000 円*  2企画 1,296,000 会場費 1,500,000 

機器展示・書籍販売料 500,000 機材・備品費 4,900,000 

広告料 2,349,000 要員関係費 3,910,000 

補助金(高知県薬剤師会・高知県病院薬剤師会) 700,000 サイン・展示関係費 4,500,000 

寄付金 3,000,000 招聘費 2,800,000 

  連絡協議会等会合関係費 2,900,000 

  (事後処理費)   

  事務局業務関係費 700,000 

合計 30,045,000 合計 30,045,000 
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           講演要旨集 広告掲載募集要項                   

 

1．講演要旨集（抄録集）概要： 

発行部数 2,200部（予定） 

サイズ  A4版 約350頁 

予定発行時期 2015年9月 

2．講演要旨集（抄録集）広告収入： 

  2,349,000円 

3．作成費用：  

  2,500,000円（税込） 

4．広告掲載料： 

 

 

 

 

 

 

なお、消費税率が変動した場合、消費税差額に関して別途請求させていただきます。 

※表2・3・4のお申し込みが多い場合は、事務局にて振分けさせて 

いただきますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

5．申込方法： 

申込書に必要事項をご記入のうえ、指定の宛先までFAXにてお送りください。 

6．二次回答締切： 

平成27年(2015年)5月15日（金） 

7．掲載料の支払方法： 

申込締切後、掲載枠決定のうえ、運営事務局より請求書を発行いたします。 

期日までに指定の口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

8．版下提出締切日： 

平成27年(2015年)7月3日（金） 

学会名を明記のうえ、完全版下（紙焼き版下・CD-R）を下記運営事務局宛に 

お送りください。当方での版下作成は致しません。 

【版下送付先】 

第54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 

中国四国支部学術大会 運営事務局 

株式会社共同 内  担当：西村 

〒701-0205 岡山市南区妹尾2346-1 

TEL：086-250-7681  / FAX：086-250-7682 

E-mail：chushi54@kyodo-mice.jp 

  

掲載場所 掲載料（税込） 予定募集数 

表 2（表紙の裏）  A4縦 カラー 189,000円 1社 

表 3（裏表紙の裏） A4縦 カラー 162,000円 1社 

表 4（裏表紙）   A4縦 カラー 216,000円 1社 

後付 1頁     A4縦 モノクロ 75,600円 15社 

後付 1/2頁    A5横 モノクロ 43,200円 15社 
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               共催セミナー募集要項                         

1.共催セミナー開催概要 

・共催名称： 共催  第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

貴社名 

・開催日時（予定）: 

共催セミナー 10月 31日(土) 11月 1日(日) 

モーニングセミナー（60分）  08:00-09:00 

ランチョンセミナー（60分） 12:00-13:00 12:00-13:00 

イブニングセミナー（60分） 16:30-17:30  

2.共催セミナー、および共催費一覧  

会場規模 会場（予定） セミナー区分 共催費(税込) 

A クラス 
(300席以上) 

H会場（かるぽーと 大ホール） 

モーニングセミナー \972,000 

ランチョンセミナー \972,000 

B クラス 
(201～250席) 

D会場（中央公民館 大講義室） 
E会場（市民ギャラリー１） 
F会場（市民ギャラリー２） 
G会場（かるぽーと小ホール） 
I会場（四国医療工学専門学校 
    すみれホール） 

モーニングセミナー \864,000 

ランチョンセミナー \864,000 

イブニングセミナー \864,000 

C クラス 
(100～200席) 

J会場（四国医療工学専門学校 
    講義室） 

ランチョンセミナー \648,000 

3.共催仕様 

  共催費には、以下の項目が含まれております。 

項目 数量 備考 

講演会場・講師控室 各 1室  

会場附帯設備・備品 1 式 机、椅子、ステージ、音響・照明 

スクリーン、プロジェクター 各 1台 メイン 

レーザーポインター 1 本 演者用 

マイク 1 式 座長、講師、進行、質疑用 

PC オペレーター（会場） 1 名  

PC オペレーター（プレビュー） 1 名  

 以下の経費等は、別途ご負担をお願いいたします。 

項目 備考 項目 備考 

参加者用弁当  会場内アナウンス  

交通費・宿泊費・謝金 座長、講師 他 運営スタッフ 進行・照明・資料配布等 

控室での飲食  広報印刷物 チラシ等 

看板、氏名掲示など制作物  ミネラルウォーター 演者、座長 

録画・録音、同時通訳機材・設備、その他学会基本仕様以外のもの 
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4．申込方法： 

申込書に必要事項をご記入のうえ、指定の宛先までFAXにてお送りください。 

※ただし、定数となりました場合には締切日前に受付を終了いたします。 

        あらかじめご了承ください。 

5．二次回答締切： 

平成27年(2015年)5月15日（金） 

6．開催日時の決定： 

原則的に先着順としますが、枠数を超える応募数があった場合には 

事務局にて調整させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

7．共催費の支払方法： 

申込書の内容について事務局による承認の後、請求書を発行いたしますので 

期日までに指定の口座へ共催費をお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担ください。 

8．座長・講師の選定について(必ず事前に事務局までお知らせください)： 

座長は原則、主催校(学会事務局)一任とさせていただきます。 

講師につきましては原則共催企業にお任せします。 

学術内容等により人選を調整させていただく場合がありますのであらかじめ 

ご了承ください。 

なお、開催枠通知後の座長・演者への緒連絡は貴社にてお願いいたします。 

9．講演要旨集（抄録集）への抄録掲載について： 

講演要旨集（抄録集）への抄録掲載はございません。 

※開催日時、会場、講師等の情報のみを掲載します。 

10．スケジュール（予定）：  

2015年 2月 27日（金） 一次回答締切 

2015年 5月 15日（金） 二次回答締切 

2015年 6月下旬  開催日時、会場最終決定のご連絡 

2015年 8月上旬  当日手配関係(オプション)のご案内発送 

2015年 8月中旬  追加(オプション)申込締切、共催費入金締切 

11．その他： 

整理券（お弁当引換券）はインターネットでの事前予約（事前参加登録が条

件）および学会当日、大会会場にて配布予定です。 

司会進行、会場入り口での資料配布などについては、各企業へ一任します。 
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締切日：平成27年(2015年)11月30日（月）          FAX送付先：086-250-7682 
第 54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 運営事務局 行 

  

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会  

 

本会への寄付金申込みについて、下記のいずれかに印を付け、FAXにてご返送ください。 

大変お手数ではございますが、「申し込まない」場合も必ず締切日までにお送りください。 

 

□ 申し込む    □ 申し込まない 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

              年  月  日   

     〒 

住 所                     

法人名                     

氏名                  ㊞     

 

 

1  寄付金額 ￥ 

2  指定研究者等の氏名 

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

実行委員長 宮村 充彦 

（高知大学医学部附属病院 薬剤部 薬剤部長・教授） 

3  寄付の目的及び条件 標記学会に対する運営経費の一部に充てる 

4  振込先 

銀    行：四国銀行 大津支店 (ｼｺｸｷﾞﾝｺｳ ｵｵﾂｼﾃﾝ) 

口座番号：普通口座 5127689 

口 座 名：第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 
中国四国支部 学術大会 実行委員長 宮村 充彦 

(ﾀﾞｲｺﾞｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲﾆﾎﾝﾔｸｶﾞｸｶｲ ﾆﾎﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲ ﾆﾎﾝﾋﾞﾖｳｲﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲ 
ﾁﾕｳｺﾞｸｼｺｸｼﾌﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂﾀｲｶｲｼﾞﾂｺｳｲｲﾝﾁﾖｳﾐﾔﾑﾗﾐﾂﾋｺ) 

平成  年  月  日に□振込みました。□振込みします。 

5  連絡先 

   

担当部課                                              

  担当者名                                              

TEL:                  Ｅ－mail:                        

6  その他  

寄付金 回答書 

寄付金 申込書 
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二次回答締切：平成27年(2015年)5月15日（金）       FAX送付先：086-250-7682 
第 54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 運営事務局 行 

 

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

 

    本会への広告掲載申込みについて，下記のいずれかに○を付け，FAXにてご返送ください。 

大変お手数ではございますが，「申し込まない」の場合も必ず締切日までにお送りください。 

 

□ 申し込む    □ 申し込まない 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

     年  月  日      

【申込記入欄】 

貴 社 名   

住 所 
〒  

ご担当者 氏 名  

部 署  

TEL/ FAX / 

E-Mail  

 

 

【掲載希望枠】（希望順位の番号をご記入ください） 

掲載場所 掲載料（税込）   希望順位 

表 2（表紙の裏） A4縦 カラー 189,000円  

表 3（裏表紙の裏）A4縦 カラー 162,000円  

表 4（裏表紙）  A4縦 カラー 216,000円  

後付 1頁    A4縦 モノクロ 75,600円  

後付 1/2頁   A5横 モノクロ 43,200円  

 

 

広告版下：    年   月   日 運営事務局あてに送付します。 

 

 

  

 

 

 

 

講演要旨集（抄録集）広告掲載 申込書 

講演要旨集（抄録集）広告掲載 回答書 
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二次回答締切：平成27年(2015年)5月15日（金）     FAX送付先：086-250-7682 
第 54回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 運営事務局 行 

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会 中国四国支部学術大会 

                 

      本会への共催セミナー申込みについて、下記のいずれかに印を付け、FAXにてご返送ください。 
      大変お手数ではございますが、「申し込まない」場合も必ず締切日までにお送りください。 
      複数のセミナーをお申し込みの場合は、本用紙をコピーの上、それぞれ別紙にてご送付ください。 

□ 申し込む    □ 申し込まない 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

【申込記入欄】                             年  月  日 

貴社名   

住 所 〒  

ご担当者 氏 名  

部 署  

TEL/FAX / 

E-Mail  
 

【お申込内容】 

希望 

開催日 

会場 

   セッション名  開催日  会場規模   共催費 

 記入例  ● ● セ ミ ナ ー    10月 31日 （土）  Aクラス  972,000円 

 第 1希望           月   日(  )     円 

 第 2希望        月   日(  )    円 

 第 3希望        月   日(  )    円 

  

希望 

テーマ 
  

座 長 

氏 名 

主催校(学会事務局)で決定いたします。 

所 属 

演 者 

氏 名  

所 属  

備考 

複数のセミナーを申込む場合はその旨ご記入ください 

 

 

    

 

 

共催セミナー 申込書 

共催セミナー 回答書 


