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大会長 矢久保 修嗣 
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ご 挨 拶 

 

謹啓 

 

  このたび、第 39回和漢医薬学会学術大会を 2022年 8月 27日（土）・28日（日）の 2日間にわ

たり明治薬科大学を主催校とし、Webにおきまして開催いたします。  

 

和漢医薬学会の目的は、和漢薬の資源、品質管理、作用機序、臨床研究などについて科学的視

点から最新の知見を討議し、基礎と臨床の橋渡しをすることにより、人類の健康と福祉の増進に

貢献する事であります。本学術大会では、和漢薬を様々な形で研究の対象とする医学者、薬学者、

医師、薬剤師などが一堂に会して研究情報の交換を行うことにより、新たな治療学体系を構築し、

その成果を社会に還元することを目的としています。 

 

我が国では、鬼の存在を古代より信じておりました。この鬼のひとつと考えられてきたものが

疫病と言われています。現代の鬼、これが COVID-19 です。この COVID-19 に対しては、現代医

学でもこの治療法に苦慮しております。日本東洋医学会特別ワーキンググループでは、我が国の

漢方エキス剤による COVID-19 に対する予防、治療、後遺症に対する対応などに関して検討をす

すめてきました。この検討結果を、本学術大会と共同開催する国際シンポジウムで公表いたしま

す。我が国の伝統医学である漢方が、現代の鬼に克ったことを、全世界にむけて高らかに宣言す

る機会と考えております。本学術大会では、 COVID-19に対するエビデンスに基づく漢方治療な

どに関するシンポジウムも企画しております。 

 

現在、大会事務局では実りある学術大会を開催すべく、鋭意準備を進めております。本来、学

術大会は参加費によってまかなわれるべきものと理解いたしておりますが、Web 大会の準備・運

営には思いのほか経費を要するのが実情でございます。つきましては、本学術大会の趣旨をお汲

み取りいただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げる次第です。 

 

末筆ではありますが、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。 

謹言 

 

2022年 3月吉日 

 

 

 

第 39回和漢医薬学会学術大会 

大会長 矢久保 修嗣 

明治薬科大学 臨床漢方研究室 
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第 39 回和漢医薬学会学術大会 

1. 大会名 

第 39回和漢医薬学会学術大会 

 

2. 大会長 

矢久保 修嗣（明治薬科大学 臨床漢方研究室） 

 

3. 会期 

2022年 8月 27日（土）・28日（日） ［オンデマンド配信：9月 11日（日）まで］ 

 

4. 開催形式 

Web開催 

 

5. 予定参加者数 

500～700名 

 

6. プログラム概要（予定） 

一般講演、特別講演、シンポジウム、学会賞受賞講演、大会長講演、ランチョンセミナー、 

スポンサード・シンポジウム、市民公開講座 他 
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【収入の部】

単価 合計 備考

¥4,900,000

大会参加

事前登録（会員・日本東洋医学会会員） ¥10,000 300 名 ¥3,000,000

事前登録（非会員） ¥12,000 150 名 ¥1,800,000

事前登録（学生・大学院生） ¥2,000 50 名 ¥100,000

¥6,190,000

広告掲載費

表紙2（カラー） ¥165,000 1 枠 ¥165,000

表紙3（カラー） ¥132,000 1 枠 ¥132,000

表紙4（カラー） ¥220,000 1 枠 ¥220,000

一般　1ページ（モノクロ） ¥55,000 5 枠 ¥275,000

一般　1/2ページ（モノクロ） ¥33,000 6 枠 ¥198,000

共催セミナー費

ランチョンセミナー ¥1,100,000 2 枠 ¥2,200,000

スポンサード・シンポジウム ¥2,000,000 1 枠 ¥2,000,000

寄付金 ¥1,000,000

¥1,000,000

学会本部拠出金 ¥1,000,000 1 式 ¥1,000,000

¥350,000

要旨集販売 ¥3,500 100 部 ¥350,000

¥12,440,000

【支出の部】

合計 備考

¥5,420,000

1 事務局経費 運営事務委託費など

2 ホームページ関係費 ホームページ作成費、更新費など

3 参加登録関係費 参加登録システム費、データ受付管理費など

4 演題登録関係費 演題登録システム費、データ受付管理費など

5 要旨集関係費 要旨集作成費など

6 制作物関係費 ポスター、チラシ、参加証、封筒作成費など

7 通信費 趣意書、座長依頼、講演依頼、作成発送費など

8 その他・備品等 要旨集発送費、参加証発送費、委員会開催費など

¥7,020,000

1 会場借上費 シンポジウム配信会場

2 Web開催費 ライブ配信機材、映像スタッフ、Webシステム費など

3 謝金・招聘費 謝金、交通費、宿泊費など

4 その他・備品等 資料作成、文具など

5 会合費 関係者昼食弁当代、ドリンク代など

支出合計 ¥12,440,000

学術大会収支（案）

¥100,000

¥200,000

¥700,000

¥300,000

¥1,320,000

¥800,000

¥300,000

¥650,000

Ⅱ当日運営費

¥300,000

¥5,420,000

¥1,000,000

¥350,000

項目 数量

Ⅰ参加費収入

Ⅱ協賛金

Ⅲ 助成金

Ⅳ その他

収入合計

項目 予算

Ⅰ事前準備費

¥1,000,000
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広告募集要項 

1. 掲載誌 

第 39回和漢医薬学会学術大会 要旨集 

2. 要旨集の大きさ 

A4版 

3. 発行部数 

800部（予定） 

4. 配布対象 

学会会員および参加者 

5. 掲載料金 

表 4（カラー） 220,000円 （募集数 1枠） 

表 2（カラー） 165,000円 （募集数 1枠） 

表 3（カラー） 132,000円 （募集数 1枠） 

一般広告 1頁（モノクロ） 55,000円 （募集数 5枠） 

一般広告 1/2頁（モノクロ） 33,000円 （募集数 6枠） 

 （消費税込） 

※後付でのお申込について掲載順は、運営事務局へご一任くださいますようお願いいたします。 

6. 要旨集制作費 

1,320,000円（税込） 

7. 広告目標金額 

990,000円（税込） 

8. 発行予定月 

2022年 8月 

9. 原稿形式 

データ（E メール添付または CD-R等を郵送） 

※リンク外れ等の確認のため、E メール添付の場合は元データの他に PDFデータも添付し

ていただき、CD-R 等を郵送される場合はプリントアウトした紙を同封してください。封

筒には、「学会名」をご記入ください。 

原稿は 1 ページ 縦 250 mm × 横 170mm、1/2 ページ 縦 120 mm × 横 170 mm で

ご準備ください。なお、印刷に際しましてサイズを調整させていただくことがあります

ので予めご了承ください。  
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10. 申込方法

添付の申込書にご記入の上、運営事務局までメールにてお申し込みください。

各社の希望が集中する場合がございますので、必ずしも要望に添えないことをあらかじめご

了承下さい。

11. 申込の取消

お申込後のキャンセルは、事務局が不可抗力と認めた場合を除き、お受けできませんので悪

しからずご了承ください。

12. 申込締切

2022年 6月 24日（金）

13. 原稿締切

2022年 6月 30日（木）

14. 広告掲載料のお支払い

下記銀行口座へお振込ください。入金の確認をもって申込の受理といたします。

銀 行 名：ゆうちょ銀行 

店 名：三二八（サンニハチ）店 

店 番：328 

預金種目：普通 

口座番号：0902645 

口座名義：一般社団法人 和漢医薬学会 

イツパンシヤダンホウジン ワカンイヤクガツカイ

【お申込み・版下送付・お問い合わせ先】 

第 39回和漢医薬学会学術大会運営事務局 

〒501-2517 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ 3 

株式会社コームラ内 

TEL：058-229-5858（平日 9:00～17:30） FAX：058-229-6001 

E-mail：wakan39@kohmura.co.jp
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寄付金募集要項 

1. 寄付の名称 

第 39回和漢医薬学会学術大会 開催寄付金 

2. 寄付の目的 

第 39回和漢医薬学会学術大会の運営費に充当 

3. 募金期間 

2022年 7月 8日（金）まで 

4. 募金の目標額 

1,000,000円（経費総額 12,440,000円） 

5. 申込方法 

添付の申込書にご記入の上、運営事務局までメールにてお申し込みください。 

6. 申込の取消 

お申込後のキャンセルは、事務局が不可抗力と認めた場合を除き、お受けできませんので悪

しからずご了承ください。 

7. 振込先 

下記銀行口座へお振込ください。入金の確認をもって申込の受理といたします。 

銀 行 名：ゆうちょ銀行 

店 名：三二八（サンニハチ）店 

店 番：328 

預金種目：普通 

口座番号：0902645 

口座名義：一般社団法人 和漢医薬学会 

イツパンシヤダンホウジン ワカンイヤクガツカイ 

8. 情報公開 

本学術大会を開催するにあたり、製薬会社と医療機関等との関係の透明性を確保するため、

日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会が設けた「企業活動と医療機関等の関係の

透明性ガイドライン」およびそれに準じて定めた貴社の指針に基づき、貴社が負担する費用

を情報公開することに同意します。 

【お申込み・お問い合わせ先】 

第 39回和漢医薬学会学術大会運営事務局 

〒501-2517 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ 3 

株式会社コームラ内 

TEL：058-229-5858（平日 9:00～17:30） FAX：058-229-6001 

E-mail：wakan39@kohmura.co.jp 
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第 39回和漢医薬学会学術大会運営事務局 

（株式会社コームラ内） 行 E-mail:wakan39@kohmura.co.jp

第 39回和漢医薬学会学術大会要旨集への広告掲載を以下の通り申込いたします。 

□表 4（カラー） 220,000円 

□表 2（カラー） 165,000円 

□表 3（カラー） 132,000円 

□一般広告 1頁（モノクロ） 55,000円 

□一般広告 1/2頁（モノクロ） 33,000円 

（消費税込） 

※□にチェックを付けるか、塗りつぶしてください。

（フリガナ）

貴社名

部署名 

（フリガナ）

ご担当者名

ご住所 

〒 

TEL 

FAX 

E-mail

請求書発行 要 ・ 不要  （いずれかに〇をお付けください。） 

《申込／問合先》 

第 39回和漢医薬学会学術大会運営事務局  

〒501-2517 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ 3 株式会社コームラ内 

TEL：058-229-5858（平日 9:00～17:30） FAX：058-229-6001 E-mail：wakan39@kohmura.co.jp 

申込日 年 月 日 

第39回和漢医薬学会学術大会 広告掲載申込書 



第 39回和漢医薬学会学術大会運営事務局 

（株式会社コームラ内） 行 E-mail:wakan39@kohmura.co.jp

第 39 回和漢医薬学会学術大会の趣旨に賛同し、以下の金額を寄付金として申し込みます。 

金 円也 

（フリガナ）

貴社名

部課名 

（フリガナ）

ご担当者名

ご住所 
〒 

TEL 

FAX 

E-mail

請求書発行 要 ・ 不要  （いずれかに〇をお付けください。） 

《申込／問合先》 

第 39回和漢医薬学会学術大会運営事務局  

〒501-2517 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ 3 株式会社コームラ内 

TEL：058-229-5858（平日 9:00～17:30） FAX：058-229-6001 E-mail：wakan39@kohmura.co.jp 

申込日 年 月 日 

第39回和漢医薬学会学術大会 寄付申込書 




