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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ご

支援を戴きまして深く感謝申し上げます。 

この度、2020年 6月 19日（金）～20 日（土） 8月 9日（日）～10日（月・祝）に、完全 WEB開催に

て、がんに関連するサポーティブケア、緩和ケア、心のケア、3つの合同学術大会を開催する運びとなり

ました。大会長を内富庸介が、副大会長を髙橋孝郎が努めさせていただくことになりましたので、ご報告

させていただくとともに、お願いがありご挨拶をさせていただく次第です。 

日本緩和医療学会と日本サイコオンコロジー学会は過去３度合同で開催されていますが、2015 年に創

立された、日本がんサポーティブケア学会との合同大会は初めてのことになります。腫瘍学とケアのイ

ノベーションと共に、がん患者を取り巻く環境もめまぐるしく変化していますので、今回、ケアに携わる

専門家が学術というキーワードで一堂に会し化学反応を起こすいい機会が提供できるのではないかと確

信しております。 

今回の大会テーマは「多様性、対話、そして利他」と致しました。理由の一つには、がん患者さんのリ

カバリー過程で表出される、他者への利他的行動があります。二つ目には、医療活動のみならず、ケアの

臨床試験グループ J-SUPPORT：Japan Supportive, Palliative and Psychosocial Oncology Group のハ

ブ活動を通して、地域、グループ、施設や職種の違いを越えた対話の重要性でした。そして今回、三つの

学会のお互いの違いが理解され、吸収され、他学会の欠点を補う、多くの利他が認められることを期待し

ています。 

現在、本大会の関係者が総力をあげて大会を盛り上げるために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を主とする所存ではありますが、それでもなお必

要経費を賄える状況にはなく、ご賛同いただける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に存じ

ます。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 

2019年 3月吉日 
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開 催 概 要 

1.会議名称

和文名：緩和・支持・心のケア 合同学術大会 2020 

2.主   催 

一般社団法人 日本がんサポーティブケア学会 

一般社団法人 日本サイコオンコロジー学会 

特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 

3.会  期 

2020年 6月 19日（金）～6月 20日（土） 8月 9日（日）～10日（月・祝） 

※6 月 18日は各学会の各種委員会等を開催予定

4.会  場 

  WEB配信 

5.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、またがん医療における包括的な支持医療（以下 支持医療）の教育、研究、診療を通して確

立し国民の福祉（Welfare）に寄与することを目的とする。 

6.テーマ

多様性、対話、そして利他 

Diversity, Dialogue and Altruism 

7.開催計画の概要

プログラム（予定） 

会長講演、特別講演、シンポジウム、フォーラム、委員会企画、共催セミナー、ポ

スターセッション、企業展示 等 を WEB配信

8.各学会会員数

日本がんサポーティブケア学会会員数  870人（2019 年 2月 1日現在） 

日本サイコオンコロジー学会会員数  1,871人（2019年 2月 1日現在） 

日本緩和医療学会会員数  12,658人（2019 年 2月 1日現在） 

9.参加予定者数

約 4,000人（予定） 



10.組織体制

大会長 内富 庸介 国立がん研究センター中央病院 

副大会長 髙橋 孝郎 埼玉医大国際医療センター 

組織委員長・事務局長 里見 絵理子 国立がん研究センター中央病院 

組織委員 松本 禎久 国立がん研究センター東病院 

齊藤 洋司 島根大学 

所 昭宏 近畿中央呼吸器センター 

井上 彰 東北大学 

中島 貴子 聖マリアンナ医科大学 

木澤 義之 神戸大学 

田村 和夫 福岡大学 

佐伯 俊昭 埼玉医科大学国際医療センター 

全田 貞幹 国立がん研究センター東病院 

明智 龍男 名古屋市立大学 

荒尾 晴惠 大阪大学 

濵野 淳 筑波大学 

藤森 麻衣子 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 

秋月 伸哉 都立駒込病院 

伊勢 雄也 日本医科大学付属病院 

11.お問合わせ先（緩和・支持・心のケア 合同学術大会 2020 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: 2020joint@a-youme.jp



12.収支予算（概算）

収入の部 （単位：千円） 

費目 金額 備考 

1 参加費（4,000人想定） 40,110 正会員、非会員、学生 

2 共催セミナー開催費 44,700 

3 ホームページ バナー広告 550 企業展示、書籍展示 

4 WEB版抄録 バナー広告 1,100 

5 寄付金 200 

合計（1-6） 86,660 

支出の部 （単位：千円） 

費目 金額 備考 

1 準備費 30,300 

印刷関係費 8,750 ポスター、封筒等 

通信、運搬費 6,800 ポスター発送、ホームページ作成等 

WEB抄録作成費 1,500 

参加登録受付費 4,000 事前参加登録受付費 

演題登録受付費 2,500 演題登録処理費 

事務費 6,750 会議開催費、発送作業費、消耗品費等 

2 運営費 49,680 

当日運営費 18,000 スタッフ、収録、通訳等 

会場、設備関係費 16,200 会場費 

招聘関係費 8,780 国内非会員、海外講師 

消耗品費 6,700 文具等 

3 事後処理費 1,400 

会計報告 1,200 会計監査、源泉徴収他 

印刷費 200 御礼状印刷他 

4 業務委託費 5,280 

合計（1-4） 86,660 
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●募金募集要項

●共催セミナー募集要項

●広告募集要項

-ホームページ

-WEB 抄録
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緩和・支持・心のケア 合同学術大会 2020 

寄付金申込書 

緩和・支持・心のケア 合同学術大会 2020 

大会長 内富 庸介 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、FAXまたは郵送にて必ずお送りくださいますようお願い申し上げます。 

 

別紙① 





 

●会場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2020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。） 

 

●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：2019年12月24日(火) 締切りました 

開催枠日時、テーマ、座長、講師、会場の決定連絡:2020年1月下旬  

テーマ、座長、講師への打診、正式名称の確認、お弁当数決定（貴社側）：2020年2月中旬 

共催セミナー入場券事前申込期間（予定）：2020年3月2日(月)～4月24日(金) 5月29日（金） 

               

●申込み方法  

ランチョンセミナーは申込書②に必要事項をご記入いただき、2019年12月24日(火)までに 運営

事務局宛にFAXをお送りください。締切りました 

 



 

 

●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。
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●共催セミナー申込書 
※下の 6/19（金)、6/20(土)の欄に、第 1希望から第 3希望までをご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー 

タイトル（案） 
  

講師（案） 
案 1：

（         ） 

案 2：

（          ） 

案 3：

（          ） 

座長（案） 
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。 

 

貴社名
フリガナ

：                    所属部署：              

ご担当者名
フリガナ

：   

ご住所：〒 

  

TEL： FAX：  

E-mail：  

 

共催セミナーの申込は締切りました  

申込書② 

6/19（金） 6/20（土） 6/19（金） 6/20（土） 6/19（金） 6/20（土） 6/19（金） 6/20（土）

第1会場 メインホール 1136席 ¥3,500,000

第2会場 さくら 400席 ¥1,500,000

第3会場 B1+B2 360席（*） ¥1,200,000

第4会場 C1+C2 273席（*） ¥1,000,000

第5会場 D 202席 ¥1,000,000

第6会場 E 198席 ¥1,000,000

第7会場 A 700席 ¥2,000,000

第8会場 スワン 290席 ¥1,000,000

第9会場 プリンス 1000席 ¥4,000,000

第10会場 ゴールド 410席 ¥2,000,000

第11会場 ロイヤル 348席 ¥1,200,000

第12会場 ローズ 328席 ¥1,200,000

第13会場 アネックス1 600席 ¥2,000,000

第14会場 アネックス2 408席 ¥1,500,000

座席数
共催シンポジウムイブニングセミナーモーニングセミナーランチョンセミナー

金額会場会場

国立京都
国際会館

グランドプリンス
ホテル京都

国立京都
国際会館
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緩和・支持・心のケア 合同学術大会 2020 

ホームページ バナー広告掲載申込書 

貴社名
フリガナ

：   

ご担当者名
フリガナ

： 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 2020joint@a-youme.jpまでお送りください。 

 

 

 

 

 

 

申込締切日：2020年 6 月 30 日（火） 

（スペースが埋まり次第、募集終了） 

データ送付締切日：2020 年 6月 30 日（火） 

 

申込書④ 

       （ご入金が確認でき次第、HPに掲載） 
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WEB 版抄録 バナー広告掲載申込書 

貴社名
フリガナ

：   

ご担当者名
フリガナ

： 所属部署：                

ご住所：〒   

TEL： FAX：   

E-mail：   

 

◆レ印をお付けください。 

□WEB版抄録バナー 広告料金 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 2020joint@a-youme.jpまでお送りください。 

 

10社以上のお申し込みがあった場合、大会側にて決定させて頂きます。決定後、2020年 6月 8日以降に

請求書を発行致します。 

 

申込・データ送付締切：2020年6月5日（金） 

申込書⑤ 


