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ご挨拶 

 

ご担当の各位へ 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご高配を

賜り、日本薬学会の事業にご支援頂いておりますこと厚く御礼申し上げます。 

さて、日本薬学会第 139年会は、2019年 3月 20日〜23日の日程で、幕張メッセ

及び､ホテルニューオータニ幕張を会場に開催致します。この年会は、薬学会会員相

互の連絡研修を全国的規模で行い、しかも会員が自由に参加し、等しく講演し討論す

る機会を持つことができるもので、約 1 万人の参加者が集う薬学会の最も重要な事業

です。 

特に今回は、テーマを「智の継承、そして発展」と掲げさせて頂きました。日本の

薬学は近年その姿を大きく変え、薬学部の教育研究も引き続き大きな変革期にありま

す。同時に、薬学のアイデンティティーは確固として存在し、その基盤の上に多様な

研究が展開され、輩出される人材の活躍の場も多様化しています。本年会が薬学の先

人の智を継承し、薬学を新たに発展させる機会になることを期待致しております。 

 本年会の運営につきましては、可能な限り経費節減に努めます。しかしながら参加

費のみでは充実した年会を開催できないという現状にあり、本年会の趣旨にご賛同い

ただき、プログラムへの広告掲載について格別のご配慮をお願い申し上げます。 

 

 

謹白 

 

日本薬学会第 139 年会組織      

組織委員長  牧野 公子 
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日本薬学会第 139年会の概要 

 

 

1． 学会の名称とテーマ 

1） 会議の名称 

和文名  日本薬学会第 139 年会 

英文名  The 139th Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan 

 

2） 会議のテーマ 

「智の継承、そして発展」 

 

 

2． 主催 

公益社団法人日本薬学会 

会頭  奥 直人 （帝京大学 薬学部・特任教授）  

日本薬学会第 139 年会組織委員会 

組織委員長  牧野 公子 （東京理科大学 薬学部・教授） 

 

 

3． 会期 

2019 年 3 月 20 日（水）～2019 年 3 月 23 日（土） 

 

 

4． 会場 

幕張メッセ、ホテルニューオータニ幕張 （千葉市美浜区） 
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5． 開催計画の概要 

1） 日程表 

 

年 月 日 午 前 午 後 夜 

2019年 

3月20日(水) 
理事会 通常総会・授賞式 レセプション 

3月21日(木) 

会頭講演・特別講演・ 

受賞講演・シンポジウム・ 

一般口頭発表・ 

ポスター発表・機器展示 

特別講演・受賞講演・ 

シンポジウム・一般口頭発表・ 

ランチョンセミナー・ 

ポスター発表・機器展示 

 

3月22日(金) 

特別講演・受賞講演・ 

シンポジウム・一般口頭 

発表・ポスター発表・ 

機器展示 

特別講演・受賞講演・ 

シンポジウム・一般口頭発表・ 

ランチョンセミナー・ 

ポスター発表・機器展示・ 

国際メディシナルシンポジウム 

懇親会 

3月23日(土) 

特別講演・受賞講演・ 

シンポジウム・一般口頭 

発表・ポスター発表・ 

機器展示 

特別講演・受賞講演・ 

シンポジウム・一般口頭発表・ 

ランチョンセミナー・ 

ポスター発表・機器展示・ 

市民講演会 

 

 

2） 参加予定人数  国内外約１万人 

3） 参加予定国  アメリカ合衆国、ドイツ、イギリス、スイス、台湾、韓国、日本ほか 

4） 使用言語  日本語、英語（一部シンポジウムにおいて） 
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6． ご寄付あるいは広告掲載による協賛を必要とする理由 

日本薬学会第 139 年会は、平成 31 年 3 月に千葉市幕張メッセ、ホテルニューオータ

ニ幕張にて開催されることとなり、薬学教育および研究をさらに発展させる場とするべく

準備を進めております。本年会は、大学、行政、企業、医療関係など全国から約 10,000

人の国内外の薬学関係者が一堂に会する学会であります。将来薬学やその関連領域

で働くことになる、多くの薬学部生や大学院生も参加いたします。 

現在、開催に要する費用は、全体で 107,000 千円と推算されております。こちらの必

要経費は、本来、年会参加費でまかなうべきところではございますが、充実した年会と

するには、参加費のみでは限界がございます。本年会の準備・運営にあたり、極力無駄

を省き、経費節減に努めてまいる所存ではございますが、関係各方面からのご寄付に

頼らざるを得ないのが実情でございます。 

つきましては、ご寄付ならびに広告枠 22 枠（1,543,000 円）を募集致します（両方でも

歓迎いたします）。本年会の趣意をお汲み取りいただき、ご支援を賜りたく、何卒宜しく

お願い申し上げます。 

 

 

7． 掲載媒体の変更と価格改定について 

139年会から新たな試みとして、掲載募集媒体をこれまでの DVD・冊子（「要

旨集」）から、冊子「プログラム」へと変更させていただきました。配布対象が

日本薬学会全会員、非会員参加者等となるため、これまでは参加者宛て 8,000部

程度であった発行部数が、今回は 3倍以上となる約 29,000部へ大幅に増加する

こととなります。また、広告につきましては、カラーページが新設され、おもて

表紙の裏側となる「表２」、うら表紙の裏側となる「表３」も対象となります。 

以上に伴う新価格設定の詳細も含め、変更点は下記の通りです。 

 

 （改訂前） （改訂後） 

 掲載媒体 ：DVD・冊子（要旨集） → 冊子（プログラム） 

 配布対象 ：年会参加者 → 日本薬学会全会員、参加者 

 発行部数 ：約 8,000部 → 約 29,000部 

 スペース ：記事中 1色のみ → 新設頁、カラー有り 
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＜価格設定＞ 
 

（改訂前） 

スペース 掲載料金 

記事中 1色 1頁 ¥60,000.-  

記事中 1色 1/2頁 ¥38,000.-  

 

（改訂後） 

 スペース 掲載料金 募集枠 

新設 表紙 2 カラー 1頁 ¥135,000.-  1 

新設 表紙 3 カラー 1頁 ¥108,000.-  1 

 後付 1色 1頁 ¥80,000.-  10 

 後付 1色 1/2頁 ¥50,000.-  10 

 

※新設カラー頁：表紙 2（おもて表紙の裏側）、表紙 3（うら表紙の裏側） 

 

 

8． 委員名簿 

 

 

 

組織委員長 牧野 公子 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 

副組織委員長 鍜冶 利幸 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 

総務担当 礒濱 洋一郎 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 

 〃 東 達也 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 

財務担当 宮崎 智 東京理科大学 薬学部生命創薬科学科 教授 

 〃 西川 元也 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 

会場運営担当 花輪 剛久 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 

渉外担当 山下 親正 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 

広報担当 和田 猛 東京理科大学 薬学部生命創薬科学科 教授 

プログラム担当 後藤 了 東京理科大学 薬学部生命創薬科学科 教授 

国際事業担当 羽田 紀康 東京理科大学 薬学部薬学科 教授 
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9． 収支予算概要 

（単位：円）  

収
入

の
部
 

科目 摘要 予定数 金額 

参加費 

一般会員 
予約参加：9,000 円 

5,000 46,000,000 
当日参加：11,000 円 

学生会員 
予約参加：4,000 円 

3,500 14,500,000 
当日参加：5,000 円 

非会員 
予約参加：13,000 円 

800 10,600,000 
当日参加：15,000 円 

小計 9,300 小計  71,100,000 

懇親会  5,000,000 

機器展示 日本薬科機器協会協賛金 7,000,000 

ランチョンセミナー  8,000,000 

助成・協賛・寄付等 財団助成金・日本製薬団体・地元企業等 14,357,000 

広告掲載料 
135,000（表 2）、108,000（表 3）、@80,000（後付 1 頁）

×10 件、@50,000（後付 1/2 頁）×10 件 
1,543,000 

予算総額 107,000,000 

 

 

（単位：円）  

支
出

の
部
 

科目 摘要 金額 

賃貸料（会場費）  40,000,000 

機材・備品費  10,300,000 

印刷製本費 プログラム集、要旨集 15,000,000 

業務委託費 開催補助業務 12,000,000 

懇親会開催費  5,000,000 

謝金 講演謝金、旅費 6,000,000 

支払手数料 参加・講演申込データ処理費 7,000,000 

雑給 アルバイト料、通勤手当 5,000,000 

雑費 会場係宿泊費、スタッフ昼食 4,000,000 

通信運搬費 要旨集送付代 1,500,000 

会議費 委員会交通費、昼食代等 1,000,000 

消耗品費 文具等事務用品 200,000 

支出総額 107,000,000 
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