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ご挨拶 

謹啓 

貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

第 36 回日本サイコオンコロジー学会総会で大会長を務めます、四宮敏章と申します。 

この第 36 回日本サイコオンコロジー学会総会では、「改めて深く考える心のサポート～がん患者・ご家

族と共に歩む～」というテーマとさせていただきました。 

私が臨床の中で、がん患者さん・ご家族から成長させてもらった、と思える経験がたくさんあります。

それは、がん患者さん・ご家族と共に歩む中で得られたものだと思います。 

心のサポートを行う中で、この「共に歩む」という言葉がエッセンスではないかと思い、この副題を付

けました。この学会では、様々な職種のプロフェッショナルが、どのようにがん患者さんの心のサポート

をしているのか、多様な視点でお話してもらえる企画を考えています。参加される医療者の臨床・教育・

研究に、明日から役立つ内容にしてまいります。 

「今一度、改めて、あなただからこそできる心のサポートとは何か」を参加者自ら考えられる学会にし

てまいります。是非ご賛同をお願い申し上げます。 

奈良県は、世界遺産や国宝が都道府県で最多数を誇る、見どころ満載の観光地です。さらに、少し足を

運ぶと雄大な山々に囲まれた自然や温泉地など、魅力的なスポットが沢山あります。 

第 36 回日本サイコオンコロジー学会総会に参加した方々が、そんな魅力たっぷりの奈良もぜひご堪能

できる企画も考えて、大会総会を盛り上げていく所存です。 

 

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 

2022 年 10 月吉日 
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開 催 概 要 

 

1. 学会の名称  

第 36 回日本サイコオンコロジー学会総会 

（The 36th Annual Meeting JAPAN PSYCO-ONCOLOGY SOCIETY.） 

 

2. 大会長  

四宮 敏章（奈良県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター長） 

 

3. 組織運営委員長 

蓮尾 英明（関西医科大学心療内科学講座 主任教授） 

 

4. 会期 

2023 年 10月 6日（金）～7日（土） 

 

5. 会場 

  奈良県コンベンションセンター 

（〒630-8013 奈良県奈良市三条大路一丁目 691-1） 

 

6. サイコオンコロジー学会の目的 

1）がん患者の QOL維持・向上のための支援方法の開発・実施・教育・普及 

・新しい薬剤の開発、利用方法 

・精神医学的問題、心理的問題をアセスメントする方法 

・がん患者の心理療法（カウンセリング）の開発・教育・普及 

・がん医療に携わる医師を対象としたコミュニケーションスキル 

・がん患者のご家族の精神医学的問題・心理的問題の改善 

・がん医療に関わるスタッフの精神医学的問題・心理的問題の対応 

 

2）基礎的研究の推進 Research promotion 

・がんが、がん患者やご家族、ケアに携わるスタッフの精神面に与える影響についての研究 

・精神的・心理的因子が、がんに与える影響についての研究 

 

7. テーマ 

 改めて深く考える心のサポート～がん患者・ご家族と共に歩む～ 

 

8. 参加予定者数 

 約 1,000名 
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9. 運営事務局 

  〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4-8 日栄ビル 703A 

有限会社 あゆみコーポレーション内 

  TEL. 06-6131-6605 FAX.06-6441-2055 

E-Mail：jpos36@a-youme.jp  

 

10. 収支予算（税込） 

【収入】 （単位）千円 

項 目 金 額 摘 要 

参加費収入 ¥11,250 参加者 1000名想定（内、事前参加登録者 800名） 

抄録集閲覧権 ¥600   

共催セミナー ¥9,680 企業共催のセミナー 

HPバナー広告 ¥250   

WEB版抄録集バナー広告費 ¥250   

企業展示 ¥1,650   

本部補助金 ¥1,000   

寄附金 ¥1,000   

合 計 ¥25,680   

      

【支出】  （単位）千円 

項 目 金 額 摘 要 

印刷費 ¥374 ポスター、チラシ、封筒、趣意書等 

WEB版抄録作成費 ¥986   

ホームページ作成・管理費 ¥347   

参加登録 ¥877 オンライン参加登録 

演題登録 ¥303 演題登録、採択通知 

発送費、通信費 ¥162 ポスター等発送費、電話、FAX 

事務費、雑費 ¥425 作業費、物品購入 

会場費 ¥6,177   

映像機材費 ¥7,139   

看板・装飾費 ¥2,054   

運営スタッフ費 ¥1,571   

講師招聘費 ¥475 非会員講師招聘費 

雑費 ¥176   

ライブ配信関連費 ¥473   

事後処理費 ¥291 お礼状発送、決算所作成 等 

企画運営費 ¥3,850 運営業務委託費 

合 計 ¥25,680   

 

mailto:jpos36@a-youme.jp
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1. 募集団体の名称 

  第 36回日本サイコオンコロジー学会総会 

 

2. 第 36 回日本サイコオンコロジー学会総会 寄附金の用途 

  2023年 10月 6日（金）～7日（土）開催の準備、運営および関連諸行事等の費用に充当させて

いただきます。 

 

3. 募金の目標額 1,000,000円 

 

4. 募金の期間 

2022 年 10月 3日（月）より 2023年 10月 7日（土） 

 

5. 申込について 

1口：50,000円 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php 

 

6. 振込先 

  銀行名 ：三井住友銀行 

  口座種目：普通 

  店番号 ：大阪本店営業部（店番：101） 

  口座番号：8882868 

 

  口座名義：第 36回日本サイコオンコロジー学会総会 

   

 ※振込手数料は寄附者様のご負担となりますのでご了承ください。 

 

7. 税制上の取り扱い 

  免税措置はございません。 

 

8. 本件に関する問い合わせ先 

〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4-8 日栄ビル 703A 

有限会社 あゆみコーポレーション内 

TEL. 06-6131-6605 FAX.06-6441-2055 

E-Mail：jpos36@a-youme.jp 

 

9. 透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術総会（寄附金）に関して、各社の「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」に基づいて情報公開することに同意いたします。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。 

寄附金募集要項 

 

ダイサンジュウロッカイ二ホンサイコオンコロジーガッカイソウカイ 

申込サイト QR コード 

mailto:jpos36@a-youme.jp
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1. 募集の名称：第 36回日本サイコオンコロジー学会総会 共催セミナー 

 

2. 開催形式：現地開催を想定 

※ライブ配信を行う可能性もございますので予めご了承ください。 

 

3. 共催費・開催詳細：2023年 10月 6日（金）または 7日（土）60分の予定、時間帯は未定 

申込枠（No.） 開催日 セミナー名 申込枠数 人数（概算） 金額 

1 

10 月 6 日（金） 
モーニングセミナー/ 

ランチョンセミナー/ 

コーヒーブレークセミナー 

1 500 名 2,200,000 

2 2 240 名 1,100,000 

3 1 150 名 990,000 

4 

10 月 7 日（土） 

1 500 名 2,200,000 

5 1 240 名 1,100,000 

6 1 150 名 990,000 

※共催金額は消費税込みの金額でございます。 

 

4. プログラム編成 

座長及び講師・講演内容については申込締切後、学術集会のテーマに沿い、協議の上決定いたし

ます。 

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、開催方式、会場席数は、感染症対

策、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。 

 

5. 共催関係費用負担について 

＜共催費用に含まれるもの＞ 

・講演会場費、会場設営費、音響、照明施設費 

・会場既存の講演用機材（PC プロジェクター、スクリーン、Windowsの PC等） 

・講師控室（セミナー開催日にご用意いたします。ご利用時間は学会が指定いたします）。 

＜共催費用に含まれないもの＞ 

オプション経費となり、会期後に運営事務局（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 2023年 8月下旬にお送りする「共催セミナーのご案内」で 

ご確認ください。 

・飲食費（参加者用の弁当・軽食・飲料、座長・講師用控室の弁当・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・講師氏名掲示等） 

・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、講師の交通費、宿泊費、謝金（座長、講師との交渉・連絡は各社にお任せいたします。

交通費、宿泊費、謝金は貴社でご用意ください。） 

共催セミナー募集要項 
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6. 申込方法 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php 

  ※セミナー種類、第 1希望・第 2希望、希望テーマ、 

企画（講師・座長候補）についても記載ください。 

 

7. 申込期間・スケジュール 

共催セミナー申込み締切日：2023年 5月 10日（水） 

開催日時、テーマ、座長、講師、会場の決定連絡：2023 年 6月上旬 

共催セミナー最終情報の提出、抄録の提出、お弁当数決定（貴社側）：2023 年 7月 14日（金） 

 

8. 費用の納入 

請求書は開催枠の決定後、運営事務局より送付いたします。請求書に記載の期日までに共催セミ

ナー費用を指定の口座（請求書に記載）へお振込ください。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。 

 

9. 変更・中止 

主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により、共催セミナーの開催期間および開催時間の

変更、または開催の中止等を行う場合があります。その場合、共催費用並びに共催企業側にて事

前準備に要した費用は、補償いたしかねますので予めご了承ください。 

 

10. 透明性ガイドラインに関する同意 

1） 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いたします。 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性に

関する指針」に従い、学会寄附金に関する「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いたします。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。 

 

 

 

 

 

申込サイト QR コード 
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＜展示小間使用想定図＞（予定） 

 

 

 

1. 名称： 第 36回日本サイコオンコロジー学会総会 展示会 

 

2. 展示会スケジュール（予定） 

搬入 2023年 10月 5日(木) 15:00-17:00 

展示 2023年 10月 6日(金) 9:00-17:00 

 2023年 10月 7日(土) 9:00-15:00 

搬出/撤去 2023年 10月 7日(土) 15:00-17:00 

 

3. 会場（予定） 

奈良県コンベンションセンター 203 

 

4. 募集小間数（予定） 

10 小間  

 

5. 出展料金（消費税込） 

1）企業展示：165,000円/小間 

対象：医薬品・機器等を扱う企業の出展 

 

2）アカデミア展示：50,000円/小間 

対象：大学や公的機関の研究施設等の出展 

 

≪出展料金に含まれるもの≫ 

① 所定小間使用料 

② 長机 1本 、 

1本当たりのサイズは W1500×D600×H720  

③ 背面パネル H1800×W974 

 

≪出展料金に含まれないもの≫ 

① 社名版 

② 白布 

③ 間仕切り、小間照明などの小間内装飾料 

④ 電話・通信回線 

⑤ 水道・光熱費・電力 

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 

   

  3）書籍展示：165,000円/小間 

≪出展料金に含まれるもの≫ 

① 所定小間使用料 

② 長机 10本 、1本当たりのサイズは W1500×D600×H720  

 

出展のご案内 
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≪出展料金に含まれないもの≫ 

① 社名版 

② 白布 

③ 間仕切り、小間照明などの小間内装飾料 

④ 電話・通信回線 

⑤ 水道・光熱費・電力 

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 

 

6. 小間割 

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、出展者にご連絡いたします。 

 

7. 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 

は本学会では負いかねますのでご了承ください。 

・やむを得ない事情により会場、会期及び開場時間を変更する場合があります。この変更を 

理由として出展申込を取り消すことはできません。また、これによって生じた損害は補償 

いたしません。 

・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。 

・感染対策にご協力ください。 

 

 

8. 申込期限 2023年 8月 17日（木） 

 

9. 申込について 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php 

 

 

 

 

10. 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。

振込み手数料は御社にてご負担ください。 

 

  

申込サイト QR コード 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php
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1. 媒体名： 第 36回日本サイコオンコロジー学会総会 ホームページへのバナー広告 

 

2. ホームページ開設予定： 2022 年 10月中旬頃 

 

3. ホームページ制作費： 347,000円（予定）（税込） 

 

4. 掲載料： 50,000円（税込） 

 

5. 募集口数：5社 

 

6. 掲載期間：データ及び入金確認後～学会終了時（予定） 

 

7. バナー仕様：バナー広告データは貴社でご準備ください。 

バナーデータとリンク先 URL を運営事務局にお送りください 

（jpos36@a-youme.jp） 

サイズ：190×55 ピクセル 

画像形式：JPG、PNG 、GIF ファイル 

容量：20KBまで 

 

8. 申込について 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php 

 

9. 申込締切：2023年 8月 25日（金） 

 

10. 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。 

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。 

 

11. 注意事項 

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 

 

  

ホームページバナー広告募集要項 

 

申込サイト QR コード 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php
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1. 媒体名： 第 36回日本サイコオンコロジー学会総会 WEB版抄録集へのバナー広告 

 

2. WEB 版抄録集開設予定： 2023 年 9月中旬頃 

 

3. WEB 版抄録集制作費： 986,000円（予定）（税込） 

 

4. 掲載料： 50,000円（税込） 

 

5. 募集口数：5社 

 

6. 掲載期間：2023年 9月中旬～11月中旬（予定） 

 

7. バナー仕様：バナー広告データは貴社でご準備ください。 

バナーデータとリンク先 URL を運営事務局にお送りください 

（jpos36@a-youme.jp） 

サイズ：160×80ピクセル 

画像形式：JPG、PNG 、GIF ファイル 

容量：20KBまで 

 

8. 申込について 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php 

 

9. 申込締切：2023年 8月 25日（金） 

 

10. 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。 

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。 

 

11. 注意事項 

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 

 

  

WEB 版抄録集バナー広告募集要項 

 

申込サイト QR コード 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php
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1. 学会名： 第 36回日本サイコオンコロジー学会総会 

 

2. 会期：2023年 10月 6日（金）～7日（土） 

 

3. 会場：奈良県コンベンションセンター（〒630-8013 奈良県奈良市三条大路一丁目 691-1） 

 

4. 労務依頼期間（予定） 

2023 年 10月 6日（金） 8：00～18：30 

2023 年 10月 7日（土） 8：00～17：00 

 

5. 内容：会場内業務（受付業務（金銭の授受等なし）、講演時間の計時、講師・座長への水出し、 

クローク 等 

 

6. 総要請人数：合計 30名程度 

 

7. 依頼社数：20社 

 

8. 貴社依頼数：1～2名（会期期間中） 

 

9. 申込について 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php 

 

10. 申込締切：2023年 8月 17日（木） 

 

 

 

 

 

 

 
 

労務提供 募集要項 

 

申込サイト QR コード 

https://a-youme.net/c_form/jpos/form.php

