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第 26 回日本緩和医療学会学術大会
大会長
橋口 さおり
慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター

ご 挨 拶
謹啓
時下、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より多方面に渡りお
支え戴きありがとうございます。
この度、2021 年 6 月 18 日～19 日の 2 日間、パシフィコ横浜におきまして、第 26 回日本緩和医療学会
学術大会を開催する運びとなりました。
日本緩和医療学会は 1996 年に設立されて以来、四半世紀が経過いたしました。特にがん対策基本法が
施行されてからは、患者さんの意向を十分に尊重した治療の必要性が認識されはじめ、当学会は緩和ケ
ア病棟やホスピスだけではなく、早期からの緩和ケアの推進に着手いたしました。そして緩和ケアチー
ムの整備、緩和ケアの普及啓発活動、様々なガイドラインの作成、専門性の要となる専門医制度の構築と
専門医および認定医の養成などの活動を通し、日本の緩和医療を先導してまいりました。
一方で、緩和医療や緩和ケアを取り巻く社会環境は目覚しく変化しております。緩和医療はがんだけで
はなく、生命を脅かすあらゆる疾患のために苦悩する患者さんやご家族の生活の質の向上を目指すもの
です。さらに、世界的なコロナ感染症の先には、これまでとは異なる緩和ケアの提供体制が必要となるか
もしれません。
本大会のテーマは「初心忘るべからず（初心不可忘）
」としました。
「初心不可忘」は能楽を大成した世
阿弥の言葉です。
「初心」には最初の志という意味だけではなく、その時々の初心があるといいます。緩
和ケアの今の初心を確認し、緩和ケアの未来の姿を描き、これからの発展の基礎にするような大会とす
るべく、大会長をはじめ本大会の関係者が総力をあげて大会を盛り上げられますよう鋭意準備中でござ
います。
本大会を開催するにあたり、運営にかかる経費は参加者からの会費が主でありますが、それでもなお必
要経費をまかなえる状況ではなく、ご賛同いただいた企業様のご協力なくしては実現が難しい状況にあ
ります。本大会がより大きな成果を生むことができますよう、ご支援・ご協力をいただけましたら幸いで
す。諸費ご多端の折、誠に勝手なお願いではございますが、本大会の趣旨にご賛同いただき、格段のご高
配を賜りたくお願い申し上げます。
謹白
2020 年 8 月吉日
第 26 回日本緩和医療学会学術大会
大会長 橋口 さおり
慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター

開 催 概 要
1.会議名称
和文名：第 26 回日本緩和医療学会学術大会
英文名：The 26th Congress of the Japanese Society for Palliative Medicine
2.主

催
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会

3.大 会 長
橋口 さおり（慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター）
4.会

期
2021 年 6 月 18 日（金）～6 月 19 日（土）

5.会

場
パシフィコ横浜（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
および WEB 配信

6.会議の目的
がんやその他の治癒困難な病気の全過程において、人々の Quality of Life の向上を目指し、
緩和医療を発展させるための学術的研究を促進し、その実践と教育を通して社会に貢献するこ
とを目的とする。
7.テーマ
初心忘るべからず（初心不可忘）
8.開催計画の概要
月

日

6 月 18 日

プログラム（予定）
会長講演、特別講演、シンポジウム、委員会企画

（金）

共催セミナー、ポスターセッション等

6 月 19 日

特別講演、シンポジウム、委員会企画

（土）

共催セミナー、ポスターセッション等

9.日本緩和医療学会会員数
12,227 人（2020 年 8 月 1 日現在）

10.参加予定者数
約 5,000 人（予定）
11.組織体制
大会長

橋口 さおり

慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター

事務局長

竹内 麻理

慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター

プログラム委員長

久永 貴之

筑波メディカルセンター、筑波メディカルセンター病院

組織委員

宮下 光令

東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻

井上 彰

東北大学大学院 医学系研究科 緩和医療学分野

青山 真帆

東北大学大学院 医学系研究科 保健学専攻

瀧野 陽子

慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター

藤田 幸子

慶應義塾大学病院 医療連携推進部

内富 庸介

国立がん研究センター中央病院 支持療法開発部門

間宮 敬子

信州大学医学部附属病院、信州がんセンター 緩和部門

本間 英之

新潟県立がんセンター新潟病院 緩和ケア科

加藤 雅志

国立がん研究センター がん対策情報センター

坂下 美彦

千葉県がんセンター

首藤 真理子

みなとホームケアクリニック

柏木 秀行

飯塚病院 連携医療・緩和ケア科

金子 健

慶應義塾大学病院 薬剤部

12.お問合わせ先（第 26 回日本緩和医療学会学術大会 運営事務局）
〒550-0001
大阪市西区土佐堀 1-4-8 日栄ビル 703A あゆみコーポレーション内
TEL:06-6441-5860 FAX:06-6441-2055
E-mail: 26congress@jspm.ne.jp

13.収支予算（概算）
収入の部

（単位：千円）
費目

1 参加費（5,000 人想定）
2 Web 版抄録費

金額

備考

64,410 参加費（5,000 人想定）
875 Web 版抄録費

3 共催セミナー開催費
4 展示収入

17,000 共催セミナー開催費
3,450 展示収入

5 ホームページ バナー広告

550 ホームページ バナー広告

6 抄録アプリ バナー広告

550 抄録アプリ バナー広告

7 寄付金

250 寄付金
合計（1-7）

87,085

支出の部
費目
1

準備費
印刷関係費

3,700 ポスター、封筒、参加証 他

WEB 抄録作成費

4,000
3,550 事前参加登録受付費 他

演題登録受付費

1,200 演題登録処理費 他

事務費

3,000 会議開催費、発送作業費、消耗品費 他

WEB 配信導入費

6,000 収録、編集、サーバー使用料 他

運営費

58,300

会場、設備関係費

4

870 ポスター発送、ホームページ作成 他

参加登録受付費

当日運営費

3

備考

22,320

通信、運搬費

2

金額

6,900 運営スタッフ、通訳、飲食費 他
40,600 会場費、機材費、設営費 他

看板装飾費

6,800 誘導看板、展示小間 他

招聘関係費

2,000 国内非会員講師、海外講師

消耗品費

2,000 ネームカードホルダー、文具 他

事後処理費

1,200

会計報告

800 会計監査、源泉徴収 他

印刷費

400 御礼状印刷 他

業務委託費
合計（1-4）

5,265
87,085
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●共催セミナー募集要項
●広告募集要項
-ホームページバナー
-WEB 版抄録バナー
●企業展示募集要項

第 26 回日本緩和医療学術大会
大会長 橋口 さおり
慶應義塾大学病院 緩和ケアセンター

募 金 募 集 要 項
●募金の目的
第 26 回日本緩和医療学会学術大会 開催経費に充当
●募金期間
2020 年 9 月 1 日(火)より 2021 年 6 月 19 日(土)まで
●募金目標額
総経費 87,085,000 円のうち、250,000 円
本学術大会の趣旨にご賛同いただける場合は、申込書①に必要事項を記入の後、E-mail または FAX
でご送付ください。
●振込先
三井住友銀行 大阪本店営業部
口座番号：
（普通）8674613
だいにじゅうろっかいにほんかんわいりょうがっかいがくじゅつたいかい

口 座 名： 第

2

6

回 日本緩和 医 療 学 会 学 術 大 会

●問合わせ先
第 26 回日本緩和医療学会学術大会 運営事務局
〒550-0001
大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 8 号 日栄ビル 703A
あゆみコーポレーション内
Tel.06-6441-5860

Fax.06-6441-2055

E-mail : 26congress@jspm.ne.jp

申込書①

FAX：06-6441-2055
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8

日栄ビル 7 階 703A

あゆみコーポレーション内

Tel：06-6441-5860 E-mail：26congresst@jspm.ne.jp

第 26 回日本緩和医療学術大会 担当：森本 行

第 26 回日本緩和医療学会学術大会
寄付金申込書
第 26 回日本緩和医療学会学術大会
大会長 橋口 さおり 殿
この度の学術大会の趣旨に賛同し、下記のように寄付致します。

金

円也

＜払込方法＞
銀行

支店を通じて

月

日に払い込みます。

＜受 領 書＞
要 、 不要（どちらかを○で囲ってください。
）
年

月

日
貴社名：
ご住所：
担当者：
部

課

TEL:
FAX:
E-mail:
税制上の免税措置は講じておりませんのでご承知おきください。
本書は、E-mail または FAX にて必ずお送りくださいますようお願い申し上げます。

共催セミナー募集要項
●名称
第 26 回日本緩和医療学会学術大会 共催セミナー （予定）
●共催枠
会場開催枠（1～6）
：6 月 18 日(金)～19 日(土)のいずれか、1 セッション 60 分の予定
WEB 配信枠（7）
：6 月 18 日（金）から約 2 か月間配信、1 セッション 60 分の予定

開催日

6月18日（金）

6月19日（土）

番号

収容人数

共催金額

（予定）

（税込）

約1,000席

¥2,000,000

会場

1

第1会場 メインホール

2

第2会場 301+302

約600～700席

¥1,500,000

3

第3会場 303+304

約600席

¥1,000,000

4

第1会場 メインホール

約1,000席

¥2,000,000

5

第2会場 301+302

約600～700席

¥1,500,000

6

第3会場 303+304

約600席

¥1,000,000

7

WEB配信のみ

¥800,000

■1～6 の申込枠について
◆注意事項
・全会場シアター形式を予定しております。
・第1・2会場は、当日LIVE配信を行います。LIVE配信を希望しない場合は別途ご相談ください。
・申込状況により、ご希望に添えない場合がございます。また、会場名、収容人数は、会場レイアウ
トの調整の都合上、変更されることがありますので予めご了承ください。
・セミナーの内容を(案)の状態で構いませんので、事前にお知らせください。貴社のご希望を伺い、
学術大会長と相談の上、決定させて頂きます。
・第26回日本緩和医療学会学術大会と参加各社の共催とします。講演者の抄録は 2021年3月12日

(金)までにご提出いただきますよう、お願い致します（抄録と当日の発表スライドには学会規定
の利益相反の開示事項にご回答いただきます）。
◆共催費に含まれるもの
・講演会場費、会場設営費、会場既存（学会仕様）の機材費、PCオペレーター関係費
・控室会場費（セミナー開催日にご用意致します。ご利用いただける時間は学会が指定致します）。

◆共催費に含まれないもの
実費オプション経費となり、本学術大会終了後に運営事務局（有限会社あゆみコーポレーション）
より実費費用を請求させていただきます。詳細は2021年4月中旬にお送りする「共催セミナーのご
案内」でご確認ください。
・飲食費（参加者への弁当、軽食等・飲料、控室講師用の弁当・軽食・飲料）
・会場既存以外の特殊な機材関係費（音声ライン、ビデオ撮影、収録、同通機材 等）
・会場前看板装飾費（会場表示立札、座長・演者氏名掲示等）
・運営人件費（アナウンス係、会場運営係、進行係、配付スタッフ等）
・管理費（上記手数料10％）
・座長、講演者の交通費、宿泊費、謝金(座長、講演者との交渉・連絡は各社にお任せ致します。
交通費、宿泊費、謝金は貴社でご用意ください。
）
■7の申込枠について
◆注意事項
・事前収録をした動画をWEB上にて配信を行います。
・当日ライブ配信は行わず、オンデマンド配信で対応する想定です。
※共催社側の規定上、当日ライブ配信しかお申込みが難しい場合はご相談ください。
（別途、費用がかかります。
）
・配信期間は2021年6月18日（金）より2カ月程度を予定しています。
・収録は、講師・座長、企業担当者、運営事務局、3社間で行います。
・セミナーの内容を(案)の状態で構いませんので、事前にお知らせください。貴社のご希望を伺い、
学術大会長と相談の上、決定させて頂きます。
・第26回日本緩和医療学会学術大会と参加各社の共催とします。講演者の抄録は 2021年3月12日

(金)までにご提出いただきますよう、お願い致します（抄録と当日の発表スライドには学会規定
の利益相反の開示事項にご回答いただきます）。
◆共催費に含まれるもの
・事前収録、配信費用
・質問BOXを設けますので、参加者から質問があった際には、回答いただける機能をつける予定です。
・事前収録の日程は4月～5月を予定しています。日程調整については、2月ごろ運営事務局より連絡
させていただきます。
・共催いただいた共催セミナーの収録配信は専用のURLをお送りしますので、配信期間は確認するこ
とができます。
◆共催費に含まれないもの
本学術大会終了後に運営事務局（有限会社あゆみコーポレーション）より実費費用を請求させてい
ただきます。詳細は2021年4月中旬にお送りする「共催セミナーのご案内」でご確認ください。
・アンケートフォーム、ハンドアウト等のリンク。

●透明性ガイドラインに関する同意について
1）透明性ガイドラインに関する同意について
本学会では、共催に要した費用 （共催費、飲食費等）に関して、日本製薬工業協会の「企業活動と
医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」及び日本医療機器産業連合会の「医療機器
業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社が情報公開することに同意致し
ます。 なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。
2）日本医療機器産業連合会および日本ジェネリック製薬協会策定の「企業活動と医療機関等の関係
の透明性ガイドライン」に基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明に関する指
針」に従い、学会寄付金に関する「学会名」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開する
ことに同意致します。なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予め
ご了承ください。
●会場・会期・開催場所の変更、中止
天災など不可抗力、またはやむを得ない事由により会場、会期及び開催時間を変更または開催の中止等
を行う場合もあります。中止の場合、原則として共催費の返金、これによって生じた損害は補償致しか
ねます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
●スケジュール
・共催セミナー申込み締切日：2020年12月22日(火)
・開催枠日時、テーマ、座長、講師、会場の決定連絡:2021年1月下旬
・テーマ、座長、講師への打診、正式名称の確認、【会場開催枠のみ】お弁当数決定（貴社側）、
【WEB配信枠のみ】収録日程調整（運営事務局・共催社にて調整）：2021年2月中旬
・【会場開催枠のみ】共催セミナー入場券事前申込期間（予定）：2021年3月1日(月)～4月23日(金)
●申込み方法
共催セミナーは申込書②に必要事項をご記入いただき、2020年12月22日(火)までに

運営事務局

宛にE-mailまたはFAXにてお送りください。
●お支払い方法
運営事務局から発行します請求書の日付から 1 ヶ月以内に共催セミナー費用を指定の学会口座（請求
書に記載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただき
ます。振込み手数料は貴社にてご負担ください。

申込書②

FAX：06-6441-2055
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8

日栄ビル 7 階 703A

あゆみコーポレーション内

Tel：06-6441-5860 E-mail：26congress@jspm.ne.jp

第 26 回日本緩和医療学会学術大会 担当：森本 行

●共催セミナー申込書
※下の申込希望の欄に、第 1 希望から第 3 希望までをご記入ください。

開催日

6月18日（金）

6月19日（土）

番号

会場

収容人数
（予定）

共済金額
（税込）

約1,000席

¥2,000,000

1

第1会場 メインホール

2

第2会場 301+302

約600～700席

¥1,500,000

3

第3会場 303+304

約600席

¥1,000,000

4

第1会場 メインホール

約1,000席

¥2,000,000

5

第2会場 301+302

約600～700席

¥1,500,000

6

第3会場 303+304

約600席

¥1,000,000

7

WEB配信のみ

申込希望

¥800,000

セミナー
タイトル（案）
講師（案）
座長（案）

案 1：

案 2：

案 3：

案 1：

案 2：

案 3：

※（案）の状態で結構ですので、お知らせください。

フリガナ

貴社名：

所属部署：

フリガナ

ご担当者名：
ご住所：〒

TEL：

FAX：

E-mail：

申込締切：2020 年 12 月 22 日（火）
講演者の抄録締切：2021 年 3 月 12 日（金）

ホームページ

バナー広告募集のご案内

●ホームページ バナー広告
第 26 回日本緩和医療学会学術大会のホームページ TOP 画面に
貴社のホームページをリンクしたバナー広告を掲載致します。
募集数：5 社（予定）
掲載位置：TOP ページ画面下部（予定）
●ホームページ作成予算
通信、運搬費 870,000 円のうち、550,000 円
●バナー広告料金（消費税込）
1社

110,000 円

＊ご入金が確認でき次第ホームページに掲載致します。
＊データを下記運営事務局までお送りください。バナーは貴社でご作成ください。その際、以下の仕様
を満たすようご留意ください（別途費用による作成のご相談も承ります）
。
データサイズ：200×50 ピクセル程度を予定、10KB 以内
画像形式：JPG、PNG ファイル
●掲載期間 ご入金が確認でき次第～2022 年 6 月末（予定）
●内容やデザインについて、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
下記に該当するものはお取扱いできません。


政治活動、宗教活動、個人宣伝に係るもの



当学術大会の準備・開催に支障となるおそれがあるもの



以上の他、事務局が不適当と認めるもの

●申込み期限 2021年5月14日(金)（スペースが埋まり次第、募集終了と致します。
）
●データ送付締切日 2021年6月4日(金)
●申込み方法 申込書③に必要事項をご記入頂き、運営事務局宛にE-mailまたはFAXにてお送りください。
●お支払い方法
運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会口座（請求書に記載）
へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み
手数料は貴社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合、取消しとさせていただく場合
がございますので予めご了承ください。

申込書③

FAX：06-6441-2055
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8

日栄ビル 7 階 703A

あゆみコーポレーション内

Tel：06-6441-5860 E-mail：26congress@jspm.ne.jp

第 26 回日本緩和医療学会学術大会 森本 行

第 26 回日本緩和医療学会学術大会
ホームページ バナー広告掲載申込書
フリガナ

貴社名：
フリガナ

ご担当者名：

所属部署：

ご住所：〒

TEL：

FAX：

E-mail：

◆広告掲載料：110,000 円（税込）
◆バナーデータ送付予定：

月

日

◆リンク先 URL、バナーデータは 26congress@jspm.ne.jp までお送りください。

申込締切日：2021 年 5 月 14 日（金）
（スペースが埋まり次第、募集終了）

データ送付締切日：2021 年 6 月 4 日（金）
（ご入金が確認でき次第、HP に掲載）
に掲載）
（ご入金が確認でき次第、HP

WEB 版抄録 バナー広告募集のご案内
●WEB 版抄録 バナー広告
WEB 版抄録の TOP ページにバナー広告を掲載することができます。
バナーをタップすると、貴社のホームページにリンクします。

載数：5 社（予定）

掲載位置：TOP ページ画面下部（予定）

データサイズ（予定）
：高さ 80px、幅 160px、20KB 以内

JPG、PNG ファイル

●WEB 版抄録作成予算
WEB 版抄録作成費 4,000,000 円のうち 550,000 円
●バナー広告料金（消費税込） 110,000 円
＊TOP 画面を開くごとに、バナー広告が表示されます。
＊複数のお申込みがあった場合、大会側にて決定させていただきます。
決定後、2021 年月 3 日 29 日以降に請求書を発行致しますので、その後にお振込ください。
＊データを下記運営事務局までお送りください。
●掲載開始時期
2020 年 6 月初旬以降
●申込み期限・データ送付締切日

2020年3月26日(金)
●申込み方法

申込書④に必要事項をご記入いただき、運営事務局宛にE-mailまたはFAXにてお送りください。
●お支払い方法
運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の学会口座（請求書に記載）
へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み
手数料は貴社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合、取消しとさせていただく場合
がございますので予めご了承ください。

申込書④

FAX：06-6441-2055
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8

日栄ビル 7 階 703A

あゆみコーポレーション内

Tel：06-6441-5860 E-mail：26congress@jspm.ne.jp

第 26 回日本緩和医療学会学術大会 担当：森本 行

第 26 回日本緩和医療学会学術大会
WEB 版抄録 バナー広告掲載申込書
フリガナ

貴社名：
フリガナ

ご担当者名：

所属部署：

ご住所：〒

TEL：

FAX：

E-mail：

◆広告掲載料：110,000 円（税込）
◆バナーデータ送付予定：

月

日

◆リンク先 URL、バナーデータは 26congress@jspm.ne.jp までお送りください。

申込・データ送付締切：2021年3月26日（金）

出展のご案内
●名称
第26回日本緩和医療学会学術大会 企業展示会
●展示会スケジュール（予定）
搬入

2021年6月17日(木) 13:00-17:00

展示

2021年6月18日(金) 8:00-18:00
2021年6月19日(土) 8:00-17:00

搬出･撤去 2021年6月19日(土) 17:00-20:00
●会場
パシフィコ横浜 会議センター1F、3F 各ロビー（予定）
●募集小間数（予定）
19小間
●出展料金（消費税込）
150,000円／小間
《出展料金に含まれるもの》
① 所定小間使用料
② 小間設営料（小間の仕様については、次のページをご覧ください。）
《出展料金に含まれないもの》
① 基礎小間以外の小間設営料
② 小間飾料
③ 電話・通信回線料等の工事料および使用料
④ 追加電気工事代
⑤ 水道・光熱代
⑥ 出展ブース関係人件費、維持費、要員旅費、およびサービスに関わる費用（備品等）
⑦ その他設営・管理に関する一切の諸費用
※社名板にロゴ掲載をご希望の場合は別途料金となります。

●企業展示出展条件

・申込時に出展物や当日の運営方法、感染対策、小間内のレイアウト案等を報告してください。
内容によっては、修正をお願いすることがございます。
・スタッフは、体調チェック・マスク等の感染対策をしている方のみ常駐可能です。
ただし、人数は 1 人/小間に限定（2 小間の場合は 2 名）します
※その時の感染流行状況によってはスタッフの常駐不可になる可能性もございます。
・調査等をする場合は、他の人が触ったものに触れないで済むような工夫をしてください。
また、参加者が長時間密集しないような工夫もお願いします。
・事前に掲示物等を発送いただければ、代理で大会側がパネルに掲示することも可能です。手配料や発送
等の詳細については、2021 年 4 月中旬頃に送付予定の「出展マニュアル」にてお知らせいたします。
●基本仕様
①長机1本
机1本当たりのサイズはW1,500mm×D600mm×H720mm（白布付き）
②背面パネル2枚
パネル1枚当たりのサイズはW900mm×H2,100mm
※パネル仕様は変更になる場合もございます。
③社名版
１枚（統一書体）W900mm×H200mm
※照明、電力は基本仕様でついておりません。

●出展位置
出展申込書を受付後、出品物の種類・形状・小間数等を考慮の上、出展者にご連絡致します。出展社
はこの割当てに対する異議申し立てはできませんのでご了承ください。
●電気
電気を必要とされる場合は、別途お申込みをお願い致します。会場の仕様上、ご希望の電力数をご用意
できない場合もございますのでご了承のほどお願い致します。手配料金等詳細については、2021 年 4
月中旬頃に送付予定の「出展マニュアル」をご覧ください。
●出展物の売買の禁止
会期中、現金と引換に出展物を引き渡すことを禁止します。ただし、学術大会が認めたものは限定的に
許可する場合があります。

●会場・会期・開催場所の変更、中止
天災など不可抗力、またはやむを得ない事由により会場、会期及び開催時間を変更または開催の中止等
を行う場合もあります。中止の場合、原則として出展費の返金、これによって生じた損害は補償致しか
ねます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
●出展申込みの取消に伴うキャンセル料
申込書提出後の取消しは原則として受けかねます。ただしやむを得ない理由で出展の取消しを希望さ
れる場合は文書にて事情を説明し、主催者の承認を受けてください。
・2021年4月1日（木）以降のキャンセルの場合：出展料の50％
・2021年6月1日（火）以降のキャンセルの場合：出展料の100％
●透明性ガイドラインに関する同意について
1）透明性ガイドラインに関する同意について
本学会では、本年会共催に要した費用 （共催費、飲食費等）に関して、日本製薬工業協会の「企
業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」及び日本医療機器産業連合会の
「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社が情報公開すること
に同意致します。 なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了
承ください。
2）日本医療機器産業連合会および日本ジェネリック製薬協会策定の「企業活動と医療機関等
の関係の透明性ガイドライン」に基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明に関する
指針」に従い、学会寄付金に関する「学会名」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開す

ることに同意致します。なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、
予めご了承ください。
●その他
・各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の盗難・紛失・災害に対する補償等は学術大会で
は負いかねますのでご了承ください。
・展示物が本展示会の趣旨にそぐわない場合、出展をお断りすることもあります。
・本案内に記載されていない事項等についてのお問合せは、学術大会 運営事務局にお問合せください。
●申込み期限 2021年3月26日(金)
●申込み方法 申込書⑤-1、⑤-2に必要事項をご記入いただき、運営事務局宛にE-mailまたはFAXにて
お送りください。
●お支払い方法
運営事務局から発行します請求書の日付から 1 ヶ月以内に出展料総額を指定の学会口座（請求書に記
載）へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振
込み手数料は御社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合は、申込を取消しとさせて
いただくことがございますので予めご了承ください。

申込書⑤-1
FAX：06-6441-2055
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8

日栄ビル 7 階 703A

あゆみコーポレーション内

Tel：06-6441-5860 E-mail：26congress@jspm.ne.jp

第 26 回日本緩和医療学会学術大会 担当：森本 行

第 26 回日本緩和医療学会学術大会
展示会込書
1. 出展申込者
フ リ ガ ナ

貴社名
所属部署
フ

リ

ガ ナ

ご担当者
（〒

）

住所

TEL/FAX

TEL：

FAX：

E-mail

2. 申込内容

※1小間につき、常駐できるのは1名です

申込小間数 （

）小間 x 150,000円（消費税込）＝（

展示品目
資料等の位置、常駐者の場所を記入ください
机なし

机あり

W1500xD600xH720

配置(案)

白布付き

1500

）円

申込書⑤-2
FAX：06-6441-2055
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1-4-8

日栄ビル 7 階 703A

あゆみコーポレーション内

Tel：06-6441-5860 E-mail：26congress@jspm.ne.jp

第 26 回日本緩和医療学会学術大会 担当：森本 行

第 26 回日本緩和医療学会学術大会
展示会込書
3. 感染症対策（記入必須）
例）ボールペン等、筆記具の都度消毒

4. 希望事項欄

※申し込み予定小間数に達した場合は期日前でも締め切ることがありますのでお早めに
お申し込みください。

申込締切：2021年3月26日（金）

