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各位 

2020年 8月吉日 

ご挨拶 
  

謹啓 時下、貴社におかれましては、ますます御隆盛のこととお慶び申し上げます。 

2021 年 1 月 9 日〜10 日に、第 30 回日本臨床精神神経薬理学会学術集会をオンラインで開催することにな

りました。Web開催は本学会では初めての試みとなりますが、その大会長を務めることになりましたので、ひ

と言ご挨拶を申し上げます。 

当初、第 30回大会は 2020 年 11月 5日〜6日愛媛県松山市にて開催の予定で、上野修一先生を中心に準備

を進めていただいておりました。しかしながら新型コロナウィルス感染症に関連した諸般の事情から松山市

での開催は中止することになりました。一方で「この一年間の研究成果を発表し、情報共有するために、別

の形式で学術集会を開催してほしい」といった会員の強い要望を受け、理事会で検討した結果、web形式で開

催することに決定した次第です。 

 

本大会のテーマは『臨床精神神経薬理の「新未来」を模索する』です。学術集会開催そのものが正に模索

ですが、今回のコロナ禍を通して得られた経験や価値観の変化などを共有し、われわれを取り巻く社会その

ものが新しい未来に向かっていく中で臨床精神神経薬理の「新未来」を模索しようという意図です。 

運営では、オンラインでスムーズな進行を行うため、演題発表は事前に録画した講演動画を web 配信し、

その後、登壇者と参加者が zoom 等のウェビナーを利用して双方向でディスカッションするスタイルで行いま

す。発表スライドを各参加者の PCで視聴するため、オンサイトの場合に比べて圧倒的に見やすいという利点

がありますし、その他、通常の学術集会ではできない web 開催ならではの趣向を凝らしたシンポジウム企画

も立ち上げる予定です。これまでの学術集会のイメージを超えて、新しい価値や意義を見出せる大会になる

よう準備を進めてまいります。 

コスト面においては、通常とは大きく異なって費用負担の大きい会場費や機材費、人件費などで大幅な削

減が見込めることに加えて、印刷制作費をはじめ、事前準備にかかる支出の節減にも最大限の努力をいたし

ております。しかしながら、昨今の諸費用高騰のため、開催の目的を達成するには、必要かつ十分な財源を

得るには至らない状況でございます。厳しい状況のなか、甚だ恐縮ではございますが、本大会開催の趣意と

意義についてご賛同いただき、ご支援、ご協力を賜りますと幸甚に存じます。 

 

新型コロナウィルス感染症の影響によって、われわれはあらゆる面でこれまでのスタイルを変えざるを得

なくなりました。しかし発想を変えれば、この局面だからこそ既成概念にとらわれず新しいことを作り出す、

新未来に向かうチャンスなのかもしれません。オンライン開催となる本大会は、新しい学術集会を模索する

第一歩となるでしょう。Web 開催だからこそスマートな運営が可能となり、会員にとっても参加しやすい学会

が作れるものと期待しております。企業の皆様には、ぜひ、日本臨床精神神経薬理学会の新たな試みに、ご

理解とお力添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 

第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 

会  長 染矢 俊幸 

（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野）  
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開催概要 

 

1. 学会名  第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 
 

2. 開催期間  2021年 1月 9日（土）～10日（日） 
 

3. 組織体制 
 

会     長 染矢 俊幸（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野） 

副  会  長 下田 和孝（獨協医科大学精神神経医学講座） 

事 務 局 長 古郡 規雄（獨協医科大学精神神経医学講座） 

 

プログラム委員 池田 匡志（藤田医科大学医学部精神神経科学講座） 

内田 裕之（慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室） 

加藤 正樹（関西医科大学医学部医学科精神神経科学講座） 

鈴木 雄太郎（医療法人敬愛会 末広橋病院 精神科） 

高江洲 義和（杏林大学医学部精神神経科学教室） 

竹内 啓善（慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室） 

嶽北 佳輝（関西医科大学総合医療センター） 

冨田 哲（弘前大学医学部附属病院神経科精神科） 

堀 輝（産業医科大学医学部精神医学教室／北九州古賀病院） 

三浦 至（福島県立医科大学医学部神経精神医学講座） 

渡辺 範雄（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻 健康増進・行動学分野） 
 

※2020 年８月３日現在、五十音順 
 

4. 開催方式  Web開催 
 

5. テーマ  臨床精神神経薬理の「新未来」を模索する 
 

6. 参加者数  300名 
 

7. プログラム概要(構成) 

シンポジウム、一般演題（口演、ポスター） 

ランチタイムセミナー、モーニングセミナー、イブニングセミナー 
 

8. 開催歴 

年度 開催年 開催地 会長 

第 29 回 2019 年 10 月 福岡 吉村 玲児（産業医科⼤学 精神医学教室 教授） 

第 28 回 2018 年 11 月 東京 渡邊 衡一郎（杏林大学医学部精神神経科学教室 教授） 

第 27 回 2017 年 11 月 島根 堀口 淳（島根大学医学部免疫精神神経学共同研究講座 特任教授） 

第 26 回 2016 年 11 月 大分 寺尾 岳（大分大学医学部精神神経医学講座 教授） 
 
 

9. お問合せ 

第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 運営事務局 （株式会社エー・イー企画 内） 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4階 

Tel: 03-3230-2744  Fax: 03-3230-2479   

E-mail: jscnp2020-online@aeplan.co.jp 

mailto:jscnp2020-online@aeplan.co.jp
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共催セミナー 募集要項 

 

会期中、共催セミナーを下記の要領にて開催いたします。各セミナーは、本大会と協賛企業との共催となり、

協賛企業からのご要望が無い限り、運営（ウェビナー操作等）も大会側で行います。座長、演者、講演内容など

のプログラム編成は、事務局と調整の上、ご決定ください。また、日程については、協賛企業のご希望をお伺い

させていただきますが、最終的には事務局にて決定いたしますことを予めご了承ください。 

 

1. 会期 2021年 1月 9日（土）～10日（日） 

 

2. 開催方式 演題録画配信ないしは Zoom、Webex等のウェビナーを利用したライブ配信 

※使用するプラットフォームは、確定次第お申込いただいた企業にお伝えいたします。 

 

3. 開催枠  

ご希望･ご予定内容を申込時にご提出いただき、主催者にて調整の上、決定致します。 

 

4. 共催費・募集枠数 

共催セミナー開催時間はいずれも 50 分です。1 日あたり 2社程度の並行開催となります。 

 種別 募集口数 共催費(税込) 

① ランチタイムセミナー 4 ¥ 1,320,000.- 

② モーニングセミナー 2 ¥ 1,320,000.- 

③ イブニングセミナー 2 ¥ 1,320,000.- 

2020年現在、消費税は 10％にて計上しています。 

 

5. 共催費に含まれるもの 

ウェビナープラットフォームアカウント料、ウェビナー操作（ホスト）用機材、人件費が共催費に含まれ 

ます。下記の費用は下記共催費に含まれておりませんので、貴社にてご負担をお願いいたします。 

（1） 座長・演者への謝金 

（2） 追加機材、収録費 

（3） ポスター･チラシ等の印刷物 

 

6. 注意事項 

（1） 座長・演者につきましては、会長提案と各企業のご希望を調整の上、決定させていただきます。 

事務局の許可なく、座長・演者への内諾をとることは、固く禁じさせていただきます。 

（2） オンライン抄録集に演題・演者名・要旨を掲載予定です。 

本大会の抄録集はオンライン版のみとなり、冊子体の抄録集は制作いたしません。 

原稿の提出期日は 11 月上旬頃を予定しています。詳細は申込確定後に、運営事務局よりご案内

いたします。座長・演者の先生方への掲載情報の確認は、後日貴社経由でお願いいたします。 
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7. 申込方法 

大会ホームページ内、協賛申込システムよりお申込みください。 

 

8. 申込締め切り 

2020年 10月 30日（金) 

※申込状況によっては、上記期日よりも早くを締め切りとなる可能性があります。 

※演者、テーマ等が未定の場合も、上記締切日までにお申し込みください。 

 

9. 取消 

正式申込後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。 

 

10. 振込先 

指定銀行口座 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行   支 店 名：神保町支店（支店番号：013）  

口座番号：普通預金口座 1374480 

口座名義：第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 会長 染矢 俊幸 

（ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｾｲｼﾝｼﾝｹｲﾔｸﾘｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｿﾒﾔ ﾄｼﾕｷ） 

 

※字数制限の都合でカタカナには肩書が含まれませんが、問題ございません。 

※開催枠決定後、請求書をお送りいたします。 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

※銀行発行の振込控えをもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

11. 情報公開について 

拠出いただきました共催金につきまして、各社が公表することを了承いたします。 
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ホームページバナー広告 募集要項 

 

1. 広告媒体名 

第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 ホームページ ※2020 年 9月より公開予定 

https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2020-online/ 

 

2. 掲載料 

1 枠 110,000 円 （募集枠：4枠） 

 

3. 媒体作成費 500,000 円 

 

4. 掲載期間 

バナーデータご提出並びにご入金確認後～2021年 3月末日予定 

 

5. 広告原稿 

 画像形式：GIF（アニメーション、無限ループ可能）、JPEG 等 

 バナーサイズ：横 200 ピクセル×縦 60ピクセル 

 

データは貴社にてご用意の上、下記の運営事務局までご提出ください。 

画像送付時に、併せてバナー広告のリンク先 URL を記載下さい。 

掲載画像やリンク先の変更は、初回入稿時を含み 2回までとなります。 

 

6. 募集期限 2020年 11月 10 日（火) 締切 

 

7. 申込方法 大会ホームページよりお申込みください。 

 

8. お問い合わせ 

第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 運営事務局 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4階 

（株式会社エー・イー企画 内） 

Tel：03-3230-2744  Fax：03-3230-2479 

jscnp2020-online@aeplan.co.jp 

 

9. お振込み先 

指定銀行口座 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行   支 店 名：神保町支店（支店番号：013）  

口座番号：普通預金口座 1374480 

口座名義：第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 会長 染矢 俊幸 

（ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｾｲｼﾝｼﾝｹｲﾔｸﾘｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｿﾒﾔ ﾄｼﾕｷ） 

 

※字数制限の都合でカタカナには肩書が含まれませんが、問題ございません。 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

※銀行発行の振込控えをもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

10. 情報公開について 

拠出いただきました費用につきまして、各社が公表することに同意いたします。 

  

https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2020-online/
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寄附募集要項 

 

1. 名称 

第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 寄附 

 

2. 募金の目的 

第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 準備・運用費 

 

3. 目標金額 

500,000 円 

 

4. 寄附責任者 

染矢 俊幸（新潟大学大学院医歯学総合研究科精神医学分野 教授） 

 

5. 申込み締め切り 

2021年 1月 8日(金) 

 

6. 申込方法 

大会ホームページよりお申込みください。 

 

7. 申込先 

第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 運営事務局 

〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4階 

（株式会社エー・イー企画 内） 

Tel：03-3230-2744  Fax：03-3230-2479 

jscnp2020-online@aeplan.co.jp 

 

8. 振込先 

指定銀行口座 

指定銀行口座 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行   支 店 名：神保町支店（支店番号：013）  

口座番号：普通預金口座 1374480 

口座名義：第 30回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 会長 染矢 俊幸 

（ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｾｲｼﾝｼﾝｹｲﾔｸﾘｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｿﾒﾔ ﾄｼﾕｷ） 

 

※字数制限の都合でカタカナには肩書が含まれませんが、問題ございません。 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 

※請求書・領収書が必要な場合は運営事務局へご連絡ください。 

 

9. 情報公開 

拠出いただきました寄附金につきまして、各社が公表することを了承いたします。 
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収支予算案 

  

収入の部
単価 数量 金額

1 参加費 1,000,000
事前参加登録 3,000 × 250 人 750,000
当日参加登録 5,000 × 50 人 250,000

2 共催セミナー 10,560,000
ランチョンセミナー 1,320,000 × 4 件 5,280,000
モーニングセミナー 1,320,000 × 2 件 2,640,000
イブニングセミナー 1,320,000 × 2 件 2,640,000

3 ホームページバナー広告 110,000 × 4 枠 440,000

4 寄附 1 式 500,000

¥12,500,000

費目

合計

支出の部

1 会議準備費 5,482,000
1）人件費 0 2,470,000 2,470,000
2）旅費・会議費 0 100,000 100,000
3）演題＆参加登録費 0 1,004,000 1,004,000
4）ホームページ製作 0 500,000 500,000
5）印刷・制作費 200,000 810,000 1,010,000
6) 通信・運搬費 0 398,000 398,000

2 会議当日費 4,907,000
1) 会場費 1,000,000 0 1,000,000
2) 機材費 0 1,984,000 1,984,000
3) 人件費 0 1,530,000 1,530,000
4) 会議費 60,000 40,000 100,000

5) 運営諸経費 0 293,000 293,000

3 運営業務委託費 0 912,900 912,900

4 消費税 126,000 1,004,190 1,130,190

5 予備費 67,910

¥12,500,000合計

金額費目


