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日本精神神経薬理学会について

会員数 1,489名（2020年9月現在）

領域
薬物動態学、薬力学、薬理遺伝学、精神疾患の治療アルゴリズム、薬

物療法の個別化と至適化、薬物相互作用など、精神科薬物治療を改善

していくためにどのような活動が必要なのかを考え、その基盤となる

研究を推進していくことが本学会の最も重要な役割です。

集会
参加者 644名（2017年 第27回学術集会）

※2018年、19年は他学会との合同開催のため参考としておりません。

協賛企業

アステラス製薬株式会社
アッヴィ合同会社
アポプラスステーション株式会社
エーザイ株式会社
MSD株式会社
大塚製薬株式会社
株式会社九州神陵文庫
共和薬品工業株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社
塩野義製薬株式会社
シャイアー・ジャパン株式会社
株式会社星和書店
センチュリーメディカル株式会社
第一三共株式会社
大日本住友製薬株式会社
武田薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬株式会社
帝國製薬株式会社

帝人ファーマ株式会社
ナカライテスク株式会社
日本新薬株式会社
日本イーライリリー株式会社
日本たばこ産業株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
ファイザー株式会社
フィリップモリスジャパン合同会社
富士フイルム和光純薬工業株式会社
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン
丸善雄松堂株式会社
室町機械株式会社
Meiji Seikaファルマ株式会社
持田製薬株式会社
ヤンセンファーマ株式会社
ユーシービージャパン株式会社
吉富薬品株式会社
ルンドベック・ジャパン株式会社
ワイリー・パブリッシング・ジャパン

※過去3大会の協賛企業（合同大会含む）



第31回日本臨床精神神経薬理学会

開催概要



開催趣旨

この度、第31回日本臨床精神神経薬理学会を2021年10月7日（木）、8日（金）の両日にタ

ワーホール船堀にて開催することとなりました。大会長といたしまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。

2020年は世界中がコロナ禍に遭遇し、その結果学術界においても国内外の大半の学会はこれ

までのオンサイトから新たなスタイルによる大会の挙行を余儀なくされ、また大会自体の延期に

至るものもありました。本学会の第30回大会も通常開催を断念せざるを得ないこととなり、別の

形式で2021年1月に『臨床神経精神薬理の「新未来」を模索する』とのテーマで斬新な企画と趣

向を凝らして、オンライン開催される運びとなりました。第31回大会は、ここでのオンライン開

催経験とオンサイトのタワーホール船堀の会場の特徴を十分に活かした上で、参加者の皆様にご

満足して頂けるような大会運営を心がけたいと考えています。

さて、第31回の大会テーマは「世代に寄り添う薬物療法」といたしました。昨今、国内では精

神科領域の薬物療法に関するガイドラインの作成が精力的に行われ、海外にも引けを取らない秀

逸なガイドラインが輩出されるようになりました。これらのガイドラインで目を引くことの一つ

として、“周産期”や“高齢者”におけるなどの世代に寄り添うような配慮が作成過程になされてい

る点であると思います。おそらくそれぞれの世代において、これまでにないエビデンスが蓄積さ

れるようになり実現に至ったものと考えています。大会ではさらにエビデンスレベルだけではな

く、日常臨床でのナラティブなレベルにも視点を置き、証左を得がたい臨床精神薬理の領域にも

議論の幅を広げていきたいと考えています。妊産婦の周産期に始まり、出生後の小児期、思春

期・青年期、壮年期、中年期・更年期、老年期へと繋がるさまざまなライフステージに注目し、

それぞれの世代の患者様に寄り添う優しい精神科薬物療法の在り方を検討できる場になってほし

いと思います。なお大会では、世代別だけではなく、さまざまな層別化を意識したプログラムを

企画したいと考えています。

現状では、オンサイトとオンラインのハイブリット開催を目指していますが、来年のCOVID-

19感染状況が予測不可能であることから、今後開催までに運営方針が二転三転する可能性は否め

ません。しかしながら、本大会を機に新しい大会スタイルを創意工夫して、大会の成功に向けて

尽力させて頂きたいと思います。ご参加の皆様方には、一人でも多くの方がオンサイトで東京3

大タワー（スカイツリー、東京タワー、船堀タワー）の夜景を眺めながら、2日間の大会を満喫

して頂きたいと願っております。多くの皆様のご参加を、心よりお待ちいたしております。

2020年10月吉日
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会

会長 鈴木 利人
（順天堂大学医学部付属順天堂越谷病院）



開催概要

第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会

会長： 鈴木 利人（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院）
事務局長：馬場 元 （順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院）

2021年10月7日（木）～ 8日（金）

650名

事前 当日

会員 9,000円 10,000円

非会員 15,000円 18,000円

会員学生 3,000円 3,000円

非会員学生 4,000円 4,000円

第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel. 080-4137-9133    E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp

学会の名称

学術集会組織

開催日程

開催場所

参加者（予定）

参加費（予定）

問い合わせ先

タワーホール船堀

〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1

（TEL: 03-5676-2211）

https://www.towerhall.jp/

https://www.towerhall.jp/


キャンセルポリシー

申込みの際は下記ポリシーにご同意の上でお申込みください。
また、今後の感染症拡大状況により運営方針が変更となる可能性が

ございますことをご留意ください。2020年10月時点ではオンサイト開
催のみを念頭に置いていますが、今後の状況によってはオンサイトと
オンラインのハイブリッド開催となる可能性がございます。

申込み受理後は、組織委員会が不可抗力と認めた事項以外は原則解
約することはできません。組織委員会が解約を認めた場合でも、協賛
の解約理由を書面にてお送りいただき、受領した日を基準として解約
料金をお支払いください。

※解約料金
各申込締切日までに受領した場合…請求額の50％をお支払いください。
各申込締切日以後に受領した場合…請求額の全額をお支払いください。

天災・その他のやむを得ない事情、 並びに主催者の責任に帰し得な
い原因により、集会および展示会の開催を変更・中止する場合があり
ます。この変更により生じた協賛各社の損害は補償致しかねます。 前
述の原因により開催中止を決定した場合には、主催者は協賛各社に対
し、会期前に納入された協賛費から準備費用を除いた金額を算出し、
ご返金致します。

解約について

開催の変更・中止について



第31回日本臨床精神神経薬理学会

協賛内容一覧



協賛の魅力

参加者へ直接、貴社製品・サービスの魅力を伝えることが出来、アンケー
トを実施することで今後のコミュニケーションにも繋がります。

共催セミナーを聴講し、貴社にご興味をお持ちになった方が出展ブースま
でお越しになることが多々ございます。

共催セミナー

参加者は自身の研究を進めるための情報収集が不
可欠となっています。そのため、製品・サービス
について、実際に手に取ること、webサイトでは
知ることができない情報を求めています。

感度の高い参加者ほど展示ブースへ立ち寄る傾向
がありますので、貴社にとって新規顧客の獲得や
既存顧客へのアフターフォロー等の機会となり得
ます。

企業展示・書籍展示

貴社名や製品・サービス名の露出機会を増やすこと
で認知度が高まります。
出展者限定のチラシ設置協賛は気兼ねなく資料を手
に出来ることから、より多くの参加者がお持ち帰り
になります。

各種広告掲載

ゲスト登壇者をご依頼する場合、ゲストとの関
係性を向上させるきっかけの一つとなります。



協賛内容一覧 ①

企業共催セミナーとしてモーニングセミナーまたはランチョンセミナーを開催するこ
とができます。セミナー時にお弁当などを配布しますので、学会参加者はお食事をし
ながら貴社講演を聴講します。

共催セミナー

費用：1,320,000円～1,650,000円（税込）
時間：60分（予定）
開催日程：2021年10月7日（木）、8日（金）

※1日あたり4社の並行開催となります。

募集数：ランチョンセミナー…10月7日(木) 4枠
10月8日(金) 4枠

モーニングセミナー…10月8日(金) 4枠
イブニングセミナー…10月7日(木) 4枠 New

申込締切：2021年4月30日（金）
要旨締切：2021年5月28日（金）

共催シンポジウム

学術講演と並行するお時間帯に、共催シンポジウムを開催することができます。共催
セミナーと比較し講演時間が長いため、内容をより一層深めたディスカッションが可
能です。

費用：2, 200,000円（税込）
時間：90分（予定）
開催日程：2021年10月7日（木）、8日（金）

※学術講演との並行開催となります。

募集数：2～3枠
申込締切：2021年2月26日（金)
要旨締切：2021年3月31日（水）



協賛内容一覧 ②

企業展示・書籍展示

展示会場内にブースを設け、研究関連の製品・サービス・書籍の宣伝活動を行うこと
ができます。出展者限定の協賛メニューもありますので、詳細ページもご覧ください。

費用：基礎小間 220,000円（税込）※1小間あたり
スペース小間 165,000円（税込）※1小間あたり
書籍小間 11,000円（税込）※テーブル1本あたり

申込締切：2020年5月28日（金）

プログラム抄録集広告掲載

日本臨床精神神経薬理学会の会員、学術集会参加者、関連企業等へ配布するプログラ
ム抄録集へ広告を掲載することができます。

申込締切：2021年5月28日（金）
原稿提出締切：2021年6月25日（金）

掲載面 サイズ 掲載料(税込)

① 表 2(表紙裏/白黒) A4 1 頁 ￥264,000.-

② 表 3(裏表紙裏/白黒) A4 1 頁 ￥242,000.-

③ 表 4(裏表紙/カラー) A4 1 頁 ￥275,000.-

④ 後付 1 頁（カラー） A4 1 頁 ￥165,000.-

⑤ 後付 1 頁（白黒） A4 1 頁 ￥110,000.-

⑥ 後付 1/2 頁（白黒） A4 1/2 頁 ￥66,000.-



学術集会ホームページ上に貴社製品・サービスのバナー広告を掲載します。

ホームページバナー広告

コングレスバッグ広告

広告掲載料：110,000円（税込）
掲載期間：2022年4月末日まで
申込締切：2021年8月20日(金)
掲載箇所：学術集会ホームページのトップページ

広告掲載料：330,000円（税込）
申込締切：2021年5月28日（金）
原稿締切：2021年6月25日（金）

寄付金

学術集会の準備・運営費としてご寄付をお願いできますと幸いです。

申込締切：2021年10月8日（金）

※8月20日(金)以降にご寄付いただいた場合、プログラム抄録集の協賛企業一覧
には掲載されません。

協賛内容一覧 ③

学術集会参加者へ配布するコングレスバッグへ貴社ロゴ等を掲載します。

スクリーン広告

講演会場のスクリーンへ貴社製品・サービス等のスライド広告を投影できます。
※モーニングセミナー、ランチョンセミナー前を除く。

各内容の詳細は次ページ以降をご確認ください。

広告掲載料：110,000円（税込）
申込締切：2021年5月28日（金）
原稿締切： 2021年8月20日（金）



共催セミナー➀

学術集会期間中、共催セミナーを下記の要領にて開催いたします。
各セミナーの運営は協賛企業に行っていただきます。
座長、演者、講演内容などのプログラム編成は主催者と調整の上、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いたしますが、最終的には主催者に
て決定しますことを予めご了承ください。

■共催費・募集枠数

日付 種別 募集数 席数（予定） 共催費(税込)

10月7日(木) ランチョンセミナー 4 約 200 席 1,650,000円

10月7日(木) イブニングセミナー 4 約 200 席 1,320,000円

10月8日(金) モーニングセミナー 4 約 200 席 1,320,000円

10月8日(金) ランチョンセミナー 4 約 200 席 1,650,000円

■日程 2021年10月7日(木)～8日(金)

■会場 タワーホール船堀 〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1

https://www.towerhall.jp/

※ご希望･ご予定内容をご提出いただき、主催者にて調整の上、決定いたします。

会場数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

■講演時間 いずれも 60 分

■会場形式 シアター形式

■共催費に含まれるもの

講演会場使用料、会場付帯設備使用料（机、椅子、音響・照明・映像機材、控室使用料）が
共催費に含まれます。
なお、下記の費用は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します。

・座長・演者への謝金、交通費、宿泊費
・食事代：参加者用弁当(お茶込み) 、座長・演者打合せ用食事等
・看板・表示物：会場表示看板、氏名掲示(座長・演者)等
・追加機材：収録、控室の機材・備品等
・ポスター･チラシ等の印刷物
・運営要員 等

※ランチョンセミナーは共催費に加え、別途、参加者用弁当の食事代が必要となります。

New

https://www.towerhall.jp/


共催セミナー②

■注意事項

・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、会長が決定
いたします。事務局の許可なく、座長・演者への内諾を取ることは固く禁じさせ
ていただきます。

・プログラム抄録集に演題・演者名・要旨を掲載予定です。
提出期日は5月28日(金)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。

・感染症拡大状況によりオンラインでの運営へと変更となる可能性がございます。
適宜、ご相談・ご調整の上、進めてまいりますことをご了承ください。

■申込方法
学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■申込締切

2021 年 4 月 30 日（金)

※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。

■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。

■ご請求
日程、会場の確定後に請求書を送付いたします。
※振込手数料は貴社にてご負担ください。

金融機関名：三菱UFJ銀行
口座番号：1377276
店番：013 神保町支店
口座名義：第31回日本臨床精神神経薬理学会 学会長 鈴木 利人
口座名義（カナ）：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳｲ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 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾄ

■情報公開
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。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133     E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp



共催シンポジウム➀

学術集会期間中、共催シンポジウムを下記の要領にて開催いたします。
各セミナーの運営は協賛企業に行っていただきます。
座長、演者、講演内容などのプログラム編成は主催者と調整の上、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いたしますが、最終的には主催者に
て決定しますことを予めご了承ください。

■共催費・募集枠数

■日程 2021年10月7日(木)～8日(金)

■会場 タワーホール船堀 〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1

https://www.towerhall.jp/

・講演日時は後日決定いたします。

・ご希望･ご予定内容をご提出いただき、主催者にて調整の上、決定いたします。

募集枠数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

■講演時間 いずれも 90 分

■会場形式 シアター形式

■共催費に含まれるもの

講演会場使用料、会場付帯設備使用料（机、椅子、音響・照明・映像機材、控室使用料）が
共催費に含まれます。
なお、下記の費用は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します。

・座長・演者への謝金、交通費、宿泊費
・食事代：座長・演者打合せ用食事等
・看板・表示物：会場表示看板、氏名掲示(座長・演者)等
・追加機材：収録、控室の機材・備品等
・ポスター･チラシ等の印刷物
・運営要員 等

日付 募集数 席数（予定） 共催費(税込)

10月7日(木) 1～2 約 200 席 2,200,000円

10月8日(金) 1～2 約 200 席 2,200,000円

https://www.towerhall.jp/


共催シンポジウム②

■注意事項

・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、会長が決定
いたします。事務局の許可なく、座長・演者への内諾を取ることは固く禁じさせ
ていただきます。

・プログラム抄録集に演題・演者名・要旨を掲載予定です。
提出期日は3月31日(水)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。

・感染症拡大状況によりオンラインでの運営へと変更となる可能性がございます。
適宜、ご相談・ご調整の上、進めてまいりますことをご了承ください。

■申込方法
学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■申込締切

2021 年 2 月 26日（金)

※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。

■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。

■ご請求
日程、会場の確定後に請求書を送付いたします。
※振込手数料は貴社にてご負担ください。

金融機関名：三菱UFJ銀行
口座番号：1377276
店番：013 神保町支店
口座名義：第31回日本臨床精神神経薬理学会 学会長 鈴木 利人
口座名義（カナ）：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳｲ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 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾄ

■情報公開
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。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133     E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp



企業展示・書籍展示➀

⚫展示会期 2021年10月7日(木) 9：00～17：00（予定）

8日(金) 9：00～17：00（予定）

⚫展示会場 タワーホール船堀 展示ホール

搬入／搬出 ＜ 予定 ＞ 搬入…2021年10月6日(水) 14：00～18：00

搬出…2021年10月8日(金) 17：00より（予定）

⚫申込締切日 2021年5月28日(金)

※小間数に制限がありますので、お早めにお申し込みください。

※満小間になり次第締め切らせていただきます。

⚫出品料金・小間タイプ 募集小間数 ：10 小間

Aタイプ（基礎小間）￥220,000（税込）
募集対象：機器試薬・ソフトウェア・受託サービス等

小間サイズ：幅1,800mm×奥行900mm×高さ2,100mm
セット内容：社名板（１社１枚）、蛍光灯（FL40W）、

展示台（幅1,800×奥行900×高さ720mm）、イス１脚
※バックパネルは画びょうを打てる材質です。
展示台の耐荷重は50kg程度です。事前に展示物の重量を申告してくださ
い。必要に応じて補強対応を行います。

Cタイプ（スペース小間）￥165,000（税込）
募集対象：機器試薬・ソフトウェア・受託サービス等

Cタイプのスペース小間は、更地の状態でお渡しします。
展示台等の手配は貴社にてお願いします。

小間サイズ：幅2000 mm×奥行2000mm×高さ2500mm（予定）

Bタイプ（テーブルのみ）ー ￥11,000（税込）

募集対象ー出版社・書店・翻訳のみ
※テーブルサイズ：幅1,800mm×奥行900mm×高さ
720mm

※電力をご利用の場合は、別途お申込みが必要です。
電力（100V）を使用の場合は、電動仮設工事費および消費電力料金は出展者の負担になります。
料金は以下のとおりです。

500Wまで 33,000円（税込）
501W以上1KWまで38,500円（税込）

コンセントは、1KWごとに１個（２口）付属いたします。また、コンセント数の増設や要アースの場合などは、別
途費用がかかります。
※1KW以上使用の場合は、1KW増すごとに16,500円（消費税別）を加算させていただきます。
※200V（単相・三相）を使用の場合は、別途仮設となり100Vより割高になります。ご了承ください。



企業展示・書籍展示②

■申込締切 2021年5月28日(金)

■申込方法
学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。お申込後、会期近くとなり
ましたら、事務局より搬入出方法などのご案内書類を送付します。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■請求について
事務局より請求書を送付いたします。振込期日は会期前の日程を予定しています。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133   E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp

■取消

申込書の提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はいたしかねます。

取消を認めた場合でも下記の解約料金を請求させていただきます。

■小間の割当て
申込受付後、展示物の種類・形状・重量・小間数などを考慮の上、
出展者にご通知申し上げます。出展者説明会は行いませんのでご了承ください。

※各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損傷等について主催者は
保証を含めた一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

■注意事項
感染症拡大状況により運営方法が変更となる可能性がございます。
適宜、ご相談・ご調整の上、進めてまいりますことをご了承ください。

■情報公開
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。

解約料金

5 月 28 日迄に受領した場合･････請求額（出展料金＋消費
税を含めた金額）の 50%の金額をお支払いいただきます。

5 月 29 日以降に受領した場合･･･請求額（出展料金＋消費
税を含めた金額）の全額をお支払いいただきます。



企業展示・書籍展示③

企業展示・書籍展示にお申込みいただいた出展者のみ利用できる協賛内容となっていま
す。

■募集内容 学術集会受付付近には、各種の学会やシンポジウムのチラシを設置
しているテイクフリースペースがあります。そのスペースへ貴社の
製品やサービスのチラシを設置することが出来ます。

■費用 ￥55,000（税込）

■募集数 3枠

■チラシサイズ A4サイズまで
※折り畳みや冊子の形態でもA4サイズ以下であれば設置可能

■備考 設置物は搬入時にご持参ください。
会期終了時に余りが出た場合は、お持ち帰りください。
※残置物は事務局にて処分いたします。

■申込締切 2021年6月25日(金)

■申込方法 学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133   E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp

■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。

出展者限定

学術集会受付付近チラシ設置



プログラム抄録集広告掲載

■媒体名 第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 プログラム抄録集

■仕様 A4 版縦 本文モノクロ・表紙カラー

■配布対象 日本臨床精神神経薬理学会 会員、学会参加者、関連企業

■発行部数 1500部（予定）

■媒体製作費 2,000,000円

■広告掲載料

■申込締切 2021年5月28日(金)

■原稿締切 2021年6月25日(金)

■広告サイズ 1頁：天地260mm×左右180mm

■原稿入稿形態
フォント埋め込み済みのイラストレータCS3まで。
または、PDF8.0以下でお願いします。

■申込方法
学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■請求について
事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133   E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp

掲載面 サイズ 掲載料(税込)

① 表 2(表紙裏/白黒) A4 1 頁 ￥264,000.-

② 表 3(裏表紙裏/白黒) A4 1 頁 ￥242,000.-

③ 表 4(裏表紙/カラー) A4 1 頁 ￥275,000.-

④ 後付 1 頁（カラー） A4 1 頁 ￥165,000.-

⑤ 後付 1 頁（白黒） A4 1 頁 ￥110,000.-

⑥ 後付 1/2 頁（白黒） A4 1/2 頁 ￥66,000.-



ホームページバナー広告

■募集内容 学術集会ホームページにてバナー広告を掲載いただけます。

■製作費 ￥700,000-.

■URL https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■コンテンツ 開催概要、日程表、演題登録、参加登録 etc.
◎一般発表の演題登録、事前参加登録は学術集会ホームページから行います。

■掲載期間 2020年開設以降 掲載可能（更新日より）～ 2022年4月末日頃まで

■募集数 6社

■掲載費用 110,000円（税込）※一括請求となります。

■申込締切 2021年8月20日(金)

■掲載サイズ 縦70×横220ピクセル
※掲載枠は1つとし、表示は同確率のランダム表示設定となります。

■入稿形態 画像形式：GIF（アニメーション、無限ループ可能）、JPEG
※画像送付時に、併せてバナー広告のリンク先URLをご記載ください。

■備考 掲載画像等を変更される場合は１回までとなります。

■申込方法 学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133   E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp



コングレスバッグ広告

■募集内容 貴社のロゴ等を参加者用のコングレスバッグへ掲載いたします。

■掲載費用 ￥330,000 （税込）

■募集数 2枠

■製作費 ￥330,000（800部製作）

■配布対象 学会理事・評議員、参加者、運営スタッフ等 関係者 600 名

■掲載サイズ お申込み受理後にご案内します。

■入稿形態 AIファイル

■申込締切 2021年5月28日(金)

■原稿締切 2021年6月25日(金)

■申込方法 学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133   E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp

■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。



スクリーン広告

■募集内容 集会の各日、各セッション前の休憩時間（モーニングセミナー・ランチョンセミ

ナー開催前を除きます）にPRスライドを講演会場スクリーンへ投影することが

できます。

■掲載費用 ￥110,000（税込）

■募集数 10枠 ※投影時間は1枠あたり60秒まで

■入稿形態 PowerPointファイル
画像の解像度は1024×768ピクセル、画面比率4:3

下記以降のフォントを利用する際は、他のフォントを利用したい場合は、

パワーポイントデータ作成時に『フォントの埋込』をしてください。

日本語フォント：【Windows】MS明朝、MSゴシック

【Macintosh OS X 以降】MS明朝、MSゴシック、ヒラギノ

【Macintosh OS9.2 以前のヴァージョン】

明朝、中ゴシック/平成明朝、平成角ゴシック、

Osaka 英語フォント： Times, Times New 

Roman,Helvetica, 

Arial,Symbol

■申込締切 2021年5月28日(金)

■原稿締切 2021年6月25日(金)

■申込方法 学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■請求について 事務局より請求書を送付いたします。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133   E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp

■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。



寄付金

■名称 第31回日本臨床精神神経薬理学会 寄附

■募金の目的 第31回日本臨床精神神経薬理学会 準備・運営費

■目標金額 ￥300,000

■寄附責任者 鈴木 利人（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院）

■申込方法 学術集会ホームページ内、協賛申込ページよりお申込みください。
URL:https://www2.aeplan.co.jp/jscnp2021/

■振込先
申込手続き後、下記の指定銀行口座までお振込みください。

金融機関名：三菱UFJ銀行
口座番号：1377276
店番：013 神保町支店
口座名義：第31回日本臨床精神神経薬理学会 学会長 鈴木 利人
口座名義（カナ）：ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳｲ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 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾄ

※振込手数料は貴社にてご負担ください。
※金融機関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。
※請求書・領収書が必要な場合は運営事務局へ予めご連絡ください。

■問い合わせ・申込先
第31回日本臨床精神神経薬理学会学術集会 協賛事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 （エー・イー企画内）
Tel.080-4137-9133   E-mail：jscnp2021@aeplan.co.jp

■情報公開について
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に同意いたします。

■税法上の取り扱い
免税措置はありません。



参考資料➀

第31回日本臨床精神神経薬理学会 収支予算案

収入の部 支出の部

単価 数量 金額 単価 数量 金額

1 参加費 総合計 650 名 6,730,000 1 会議準備費 9,400,000

現地参加・事前 合計 440 名 4,030,000 1）人件費 2,100,000 × 1 式 2,100,000

会員 9,000 × 350 名 3,150,000 2）旅費・会議費 200,000 × 1 式 200,000

非会員 15,000 × 50 名 750,000 3）参加登録処理費 1,200,000 × 1 式 1,200,000

会員・学生 3,000 × 30 名 90,000 4）演題登録処理費 900,000 × 1 式 900,000

非会員・学生 4,000 × 10 名 40,000 5）ホームページ制作費 700,000 × 1 式 700,000

現地参加・当日 合計 210 名 2,700,000 6）コングレスバッグ製作費 300,000 × 1 式 300,000

会員 10,000 × 80 名 800,000 7）印刷・制作費 3,000,000 × 1 式 3,000,000

非会員 18,000 × 100 名 1,800,000 8）通信・運搬費 1,000,000 × 1 式 1,000,000

会員・学生 3,000 × 20 名 60,000

非会員・学生 4,000 × 10 名 40,000 2 会議当日費 21,150,000

1）会場費 4,500,000 × 1 式 4,500,000

2 懇親会 合計 100 名 500,000 2）機材費 5,500,000 × 1 式 5,500,000

事前登録 5,000 × 75 名 375,000 3）看板/ポスター/展示費 2,500,000 × 1 式 2,500,000

当日参加 5,000 × 25 名 125,000 4）人件費 3,500,000 × 1 式 3,500,000

5）招聘費 2,400,000 × 1 式 2,400,000

3 共催セミナー 18,480,000 6）会議費 2,200,000 × 1 式 2,200,000

7）諸経費 550,000 × 1 式 550,000

ランチョンセミナー 1,650,000 × 8 枠 13,200,000

3 事後処理費 359,750

モーニングセミナー 1,320,000 × 4 枠 5,280,000 1）人件費 330,000 × 1 式 330,000

2）雑費 29,750 × 1 式 29,750

4 展示会収入 1,672,000

企業展示 220,000 × 6 小間 1,320,000 4 予備費 539,250

企業展示（スペース小間） 165,000 × 2 小間 330,000

書籍展示 11,000 × 2 小間 22,000

5 広告収入 3,707,000

表4 275,000 × 1 社 275,000

表2 264,000 × 1 社 264,000

表3 242,000 × 1 社 242,000

後付け1Pカラー 165,000 × 1 社 165,000

後付け1P白黒 110,000 × 1 社 110,000

後付け1/2P 66,000 × 1 社 66,000

ホームページバナー 110,000 × 6 社 660,000

コングレスバッグ 330,000 × 2 社 660,000

スクリーン広告 110,000 × 10 社 1,100,000

チラシ設置 55,000 × 3 社 165,000

6 寄附金 300,000

7 その他 60,000

抄録集販売 3,000 × 20 部 60,000

¥31,449,000 ¥31,449,000

費目 費目

合計 合計



参考資料②

次ページより2019年に開催しました第29回日本臨床
精神神経薬理学会のプログラム日程表を記載します。
発表内容のご参考になれば幸いです。

【ご注意ください】
・2019年は「第6回アジア神経精神薬理学会」「第
49回日本神経精神薬理学会」との3学会同時開催でし
た。

・実際のプログラム抄録集では、各日程が見開きペー
ジになっていました。

・「JSCNP-●●」というプログラムが日本臨床精神
神経薬理学会の内容に該当します。



参考資料③



参考資料④

※前ページ10月11日(金)の見開きページとなっています。



参考資料⑤



参考資料⑥

※前ページ10月12日(土)の見開きページとなっています。



参考資料⑦



参考資料⑧

※前ページ10月13日(日)の見開きページとなっています。


