
 

日本生薬学会第 67 回年会（東京） 

同時開催：第１１回日中韓生薬学合同シンポジウム 

 

開催趣意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期 ： 令和３年９月１８日（土）～ ９月２０日（月） 

会 場 ： 星薬科大学内 
日本生薬学会第 67回年会（東京）事務局 

年会会長： 森田博史（星薬科大学教授） 
 

 



日本生薬学会第 67 回年会（東京）の開催に対する御寄付のお願い 

 

令和 ２年 ５月 吉日 

謹 啓 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より，生薬学分野の研究ならび

に教育の発展にご支援賜りますこと，深く感謝申し上げます。また，一般社団法人 日本生

薬学会の運営にあたりご協力を賜りますこと厚く御礼申し上げます。 

当初, 第 67 回年会については、開催日を令和 2 年 9 月 21 日～22 日として準備を進め

てまいりましたが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け, 予定していた会期での開

催を断念して, 2021 年東京（会場：星薬科大学、日程：9 月 18-20 日）にて開催することを

決定しました。 

2020 年開催の学会に向けて準備や講演発表のためにご尽力いただいた会員及び団体

の皆様, ご協賛企業の皆様, ご参加を予定されていた皆様におかれましては, 多大なるご

迷惑をおかけすることになりましたこと, 心よりお詫び申し上げます。 

諸事情をご賢察いただき, ご理解ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

本大会におきましては, 生薬および天然物の成分探索と構造決定，生物活性・薬理作用

の解明，天然化合物の生合成，遺伝子解析，品質評価，栽培・組織培養，機能性食品・健

康食品の有効性の解析，漢方薬の研究など，多方面にわたる研究発表を行い，人類の健

康と自然科学および生命科学の発展に貢献します。 

また，同時開催の国際シンポジウムでは，生薬，漢方薬を中心とした多くの業界団体と

の共催であることから，新たなビジネスや共同研究の機会をご提供できればと考えており

ます。 

学術集会の運営費は本来，全て参加者により負担すべきではありますが，「次世代への

生薬学」をキーワードに若手を育成し，かつ，実り多い大会を実施したいと考えております

ので，次ページに記載のある開催概要ならびに募集要項をご覧頂き，温かいご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。 

  末尾ながら，貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

謹 白 
 
 

日本生薬学会第 67回年会実行委員会 

委員長 森田 博史 （星薬科大学教授） 



開催概要 
 

１． 開 催 日： 令和３年９月１８日（土）〜 ９月２０日（月・祝） 

２． 開催場所 ： 星薬科大学 

３． 主 催 者： 日本生薬学会 

会   長：松田久司（京都薬科大学教授） 

日本生薬学会第 67 回年会実行委員会 委員長：森田博史（星薬科大学教授） 

第１１回日中韓生薬学合同シンポジウム 

実行委員長：市瀬浩志（武蔵野大学薬学部教授） 

４． 参加人員数： 約１０００名 

５． 演 題 数： 約２５０題 

６． 参加費用 ： 一般会員       １０，０００円 

学生      ３，０００円 

 非会員        １２，０００円 

 

７． お問い合わせ先 

  年 会 事 務 局：  日本生薬学会第 67 回年会実行委員会 委員長 森田博史 

 〒142-8501 東京都品川区荏原２丁目４番４１号 

                  星薬科大学 生薬学研究室内 

                  Tel & Fax: 03-5498-5778（直通）  

                  E-mail: moritah@hoshi.ac.jp 

 

運営事務局連絡先：  株式会社 PCO  

 〒939-8063 富山市小杉 120 

 Tel：076-429-5708／Fax：076-428-9156 

 E−mail：jsp67@pcojapan.jp 

 

「日本生薬学会第 67回年会（東京）」諸経費概算（案） 

収入 支出 

項目 金額 項目 金額 

参加費 6,500,000   会場費、会場設営費 2,500,000  

懇親会費 2,000,000   印刷製本費 1,900,000  

広告費 1,000,000   運営関係費（業務委託費） 4,600,000  

企業展示 1,000,000   招聘関係費 500,000  

寄付 1,000,000   懇親会費 2,000,000  

収入合計 11,500,000      支出合計 11,500,000  

mailto:moritah@hoshi.ac.jp


開催日程 
 
プログラム（案） 
前 日   午後  学会理事会・評議員会 
   第１１回日中韓生薬学合同シンポジウム 

前夜祭 
第１日  午前  一般講演（口頭発表） 

午後  会長講演・総会・授賞式 
 シンポジウム I（腸内細菌と漢方薬） 

ポスター発表 
企業・団体向け展示ブース併設（会期中随時） 
第１１回日中韓生薬学合同シンポジウム 

18 時半 懇親会 
ホテル雅叙園 (https://www.hotelgajoen-tokyo.com) 

 
第２日   午前  一般講演（口頭発表）  
   学会賞受賞講演 
   シンポジウム II（次世代を担う若手シンポジウム） 

午後  特別講演 I「緩和医療と漢方薬」 
特別講演 II「痛みと漢方」 

 教育セミナー（機器分析セミナー） 
 市民公開講座（薬用植物と漢方薬） 

ポスター発表 
 

参加見込 

予想演題数 （口頭発表 50 演題 ポスター発表 200 演題），予想参加者数 1000 名 

2020 年 11 月30 日 大会ホームページ開設予定 

2021 年 4 月下旬 講演申込・予約参加登録開始（参加予約 6/30 締切） 

2021 年 8 月下旬 プログラム公開 

2021 年 9 月 大会開催 

 

大会運営日程（案） 

 

日本生薬学会第67回年会（東京）　日程案　　（日中韓国際合同シンポジウム　同時開催）

第0日 第１日 口頭41 第2日 口頭10

A A B Ｃ Ｄ A B C D P会場

9:00 9:00 招待1(日1) 口頭2 口頭2 9:00

9:30 9:30 招待2(外1） 口頭3 口頭3 9:30 受賞講演

10:00 10:00 招待3（外2） 口頭2 口頭2 10:00 受賞講演 口頭2

10:30 10:30 休憩 口頭3 口頭3 10:30 受賞講演 口頭3

10:30 10:45 招待1(日2) 口頭2 口頭2 11:00 受賞講演 口頭2

11:00 11:15 招待2(外3） 口頭3 口頭3 11:30 受賞講演 口頭3

11:30 11:45 招待3（外4） 口頭2 口頭2 企業展示併設 12:00

12:00 昼休み 12:15 ブース展示 12:30

12:30 12:30 昼休み カタログ展示 13:00 特別講演

13:00 13:15 総会 13:30 特別講演

13:30 13:45 表彰式 休憩 口頭2 14:00

14:00 14:00 国際担当者会合 JONM 1 口頭3 14:30

14:30 14:30 休憩 JONM 2 口頭2 15:00 示説

15:00 開会・挨拶 15:00 漢方国際 15:30 示説

15:30 会長講演1 15:30 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 16:00

16:00 会長講演2 16:00

16:30 会長講演3 16:30

17:00 17:00 示説 示説

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00 懇親会(目黒雅叙園）

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30

メインA（本館１階　約1000席 １階のみ）

口頭B（新星館地下ラーニングコモンズ140席）

口頭C（新星館２階 300席）

口頭Ｄ（新星館２階 150席）

ポスター 　　　国際：新星館１階ステラ　　　一般：百年記念館１階

企業展示 　　　百年記念館１階

移動

前夜祭

分離分析

セミナー
市民公開

講座

年会ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ①

一般ポスター

企業展示併設

会長講演

昼休み
昼休み

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ
昼休み

業界交流会

(ﾌﾞｰｽ併設)

P1+P2会場

?
年会ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ②
一般ﾎﾟｽﾀｰ

国際ﾎﾟｽﾀｰ



日本生薬学会第67回年会（東京）ご寄付・広告等のお願い 

 

ご挨拶の中でも申し上げましたが，より良い大会の実現のため今回の年会では，運営予算

の膨らみが予想されます．皆様には，ご寄付，広告掲載の方法により，本学会運営をご支援

頂きますようお願い致します． 

 

共通事項：手順 

同封の申込書類に必要事項をご記入頂き，郵送または,FAXにてお申し込みください． 

 

１枚に，ご寄付・広告をまとめてご記入頂くようにさせて頂きましたが，担当の方が異な

るようであれば，お手数ですが用紙をコピーして頂き，お使い頂ければ幸いです． 

 

広告に関しては，お申込書類を確認させて頂いた後，ご記入頂いた担当者の方宛に年会事

務局から詳細をお知らせし，その後は担当業者と直接打ち合わせをして頂くことになります． 

なお，広告（表紙の裏）など限られたスペースの場合は，先着順とさせて頂きますので，あ

らかじめご了承頂ければ幸いです． 

 

共通事項：振込先 

ご寄付，広告掲載，企業展示に関して，共通で下記口座にお振込み頂きたいと思います． 

 

口 座 名：ニホンショウヤクガッカイネンカイ ← 振込には省略名称をお使いください 

         日本生薬学会第 67回年会実行委員会 委員長 森田博史 

銀 行 名 ：みずほ銀行 

支 店 名 ：荏原支店（店番 216） 

口座番号：普通 3020109 

 

 

 

[申込・問い合わせ窓口] 

運営事務局：株式会社 PCO  

〒939-8063 富山市小杉 120（株式会社生活ネット研究所内） 

Tel：076-429-5708／Fax：076-428-9156 

E−mail：jsp67@pcojapan.jp 

 



寄付金募集について 

１．目的 

日本生薬学会第 67回年会（東京）開催に関する準備および開催運営資金 

２．募金目標額 

100万円 

３．募金期間 

ご案内到着から令和 3 年（２０２１年）8 月末日まで 

４．寄付金 

口数、金額の設定はございません．可能な範囲でご支援をお願い致します． 

５．その他 

※ご寄附いただいた場合は，第 64回年会の参加証ならびに講演要旨集を 

1部進呈いたします． 

 

 

 

講演要旨集広告について 

１．サイズ・発行部数 

 A4版・約 200頁、1,200部（予定） 

２．講演要旨集制作費・発行予定日 

 約 190万円・令和 3年 8月 31日 

３．配布対象 

 日本生薬学会第 67回年会の全参加者に配布されます． 

４．申込期限・掲載版下締切日 

令和 3年 6月 30日（水）必着 

５．広告掲載料金（消費税込み） 

 注）①は、先着順となります． 

 ① 表裏表紙の裏カラー  1頁 カラー(20万，15万)  

 ② 後付               1頁 モノクロ(10万円） 

 ③ 後付             1/2頁 モノクロ(5万円） 

６．原稿および送付先 

原稿は完全版下（デジタルデータ：印刷用 PDFまたは、Adobe Illustrator）で令和 

3年 6月 30日（水）までに,運営事務局まで,メールまたは郵送にてご送付くださ

い． 

７. その他 

※ご広告の掲載を頂いた場合は，第 67回年会の参加証ならびに講演要旨集を 

1部進呈いたします． 

 

 



企業展示について 

 

１．会場 

星薬科大学・百年記念館１階ポスター会場内 

２. 日程 

搬入：令和 3年 9月 18日（土）14:00～17:00 (予定) 

展示：令和 3年 9月 19日（日）9:00～17:00 

9月 20日（月・祝）9:00～16:00 (予定) 

搬出：令和 3年 9月 20日（月・祝）16:00～18:00（予定）   

３. 出展料  

ブース展示  1小間   ／ 100,000円  

カタログ展示  1スタンド ／ 20,000円 

４. 基礎小間仕様 

ブース展示 

1. 専有スペース 幅 2,100mm×奥行 990mm×高さ 1,800mm  

2. 展示台 1台（幅 1,800mm×奥行 450mm×高さ 700mm）、白布付 

3. 社名版 1枚（幅 900mm×高さ 200mm） 

4. イス 2脚 

※電力については、ご相談ください． 

  

カタログ展示 

1. A4サイズで、10段程度のカタログスタンドを準備します． 

2. 社名版 一枚（幅 200mm×高さ 200mm） 

※スタンドへの陳列、カタログの補充は実行委員会でおこないます． 

上記ご案内のサイズは，目安です．会場設営の関係で多少変更になることがあります． 

５. 小間割の決定 

出展の申し込み締め切り後,学会事務局が決定いたします．   

６. 出展物の管理 

出展物の管理は出展者が責任を持つものとし,展示期間中の出展物の盗難,紛失,火災,損

傷等不可抗力による出展物の損害に対して,補償等の責任は一切負いませんのでご了承

ください． 

７.申込期限：  

令和 3年 6月 30日（水）必着 

※小間数に限りがございますので,定数になり次第締め切らせていただきます． 

 

 

180cm 

210cm 

180cm 

70cm 

45cm 



日本生薬学会第 67 回年会（東京）寄付・広告・展示等の申込書 

日本生薬学会第 67回年会（東京） 

年会会長 森田 博史 殿  

     申込日 令和  年  月  日 

  御 社 名 ：                              

  ご担当部署名 ：                               

  ご担当者 名 ：                              

  住    所 ：                              

  電話・ＦＡＸ ： 電話             ＦＡＸ           

  メールアドレス ：              ＠              

※ご記入いただいた個人情報の内容に関しては、本年会ならびに日本生薬学会のご案内以外には使用いたしません． 

 

ご寄付・広告・展示等に関して，以下についてご回答ください． 

 1） 請求書必要の有無    （  有 ・ 無 ） 

 2） 領収書必要の有無  （  有 ・ 無 ） 

   1）と 2）で有の場合には、宛名のご記入をお願いします．    

    宛名：                               

 

●寄付申込 

日本生薬学会第 67 回年会（東京）の趣旨に賛同し，下記のとおり賛助いたします． 

寄付金額                   円 

振込予定日 令和     年           月          日 

 

●企業展示申込  

1 小間  100,000円 ×    区分 ＝        円  

  振込予定日 令和  年           月          日 

 

●講演要旨広告掲載申込（ご希望箇所の□にチェックを入れてください）     

□ 要旨集広告掲載（A4 版１面 表表紙の裏カラー）  200,000円 

□ 要旨集広告掲載（A4 版１面 裏表紙の裏カラー）  150,000円 

□ 要旨集広告掲載（A4 版１面モノクロ）           100,000円 

□ 要旨集広告掲載（A4 版半面モノクロ）            50,000円 

振込予定日 令和      年           月          日 

 

[申込・問い合わせ窓口] 

運営事務局：株式会社 PCO 〒939-8063 富山市小杉 120  

Tel：076-429-5708／Fax：076-428-9156  E−mail：jsp67@pcojapan.jp 


