
 

 

平成 28年 4月吉日 

各  位 

 第９４回日本生理学会大会 大会長 

浦野 哲盟（浜松医科大学医学部 医生理学講座 教授） 

福田 敦夫（浜松医科大学医学部 神経生理学講座 教授） 

 

書類送付のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

来る 2017(平成 29)年 3月 28 日(火)～30日(木)に、アクトシティ浜松コングレスセンター（浜

松市）にて、第９４回日本生理学会大会を開催することとなり、鋭意準備を進めております。 

プレナリ―レクチャーに Ben-Ari (フランス)、Kaila (フィンランド)、Carmeliet (ベルギー)の

著名な先生をお招きし、井本 生理学研究所所長、丸中 日本生理学会理事長による記念講演、

岡野 慶應義塾大学教授による特別講演、Khazipov (ロシア), Rivera (フランス), Lee (韓国), 

Kilb (ドイツ)らの招待講演、その他数多くの国際シンポジウムが行われます。 

パーキンソン病、てんかん、再生医療、血管内皮、タウリン、発振現象など、生理学と臨床医

学・医療や工学系との連携シンポジウム、バイオイメージング、質量顕微鏡や次世代シークエンサ

ーなどの技術革新がもたらす最先端の生理学研究のシンポジウムを大会として企画しています。 

また今大会の最大の特徴としましては、基礎医学と臨床医学の連携、産学連携、異分野連携

など、生理学が取り持つ連携の広がりも一つのテーマと考えております。そのひとつとして、地域産

業界との連携・協力により、展示ブースを利用した「ニーズとシーズのマッチング」などの企画もあり、

これまでにない「ものづくりの街浜松」にふさわしい特色を積極的に出したいと考えております。 

以上の取り組みにより、参加者は例年の 1500人を超える 2000人を見込んでおります。 

このたび、趣意書・ご協力のご案内をお送りさせていただきますので、是非ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。 

敬具 

 

＜送付資料＞ 

・  ご挨拶（本状）及び開催趣意書・協賛のご案内 

 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階  

株式会社 プロコムインターナショナル内 第９４回日本生理学会大会運営担当 

TEL：03-5520-8821； FAX：03-5520-8820； 電子メール：seiri94@procomu.jp 

mailto:seiri94@procomu.jp
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第９４回日本生理学会大会 

大会長 浦野 哲盟 （浜松医科大学医学部 医生理学講座 教授） 

大会長 福田 敦夫 （浜松医科大学医学部 神経生理学講座 教授） 



  ご挨拶   
 

 

 

 
 

第94回日本生理学会大会をこの浜松で開催し、皆様をお迎えできることを大変うれしく思います。

生理学は医学の基礎をなすものであり、ノーベル賞も医学（臨床医学）・生理学（基礎医学）賞と呼称

されるように、Physiologyはもっとも伝統がありかつ医学の根幹をなす学問のひとつであります。今回

で94回目といいますと、日本ではそれより伝統のある医学系学会は日本解剖学会（122回）くらいでは

ないでしょうか。また、日本の医学が手本としたドイツでは今年のDeutsche Physiologische 

Gesellschaftの大会が第96回ですから、日本に生理学が根付いたのは驚くほど早かったことになります。

これも先人たちの先見性と進取の気概があってこそだと思います。この浜松は、徳川家康が弱小大名か

ら有力大名への激動の時代を過ごした地であり、家康はここで三方原の合戦などの絶体絶命の危機を凌

ぎ、長篠の合戦を経て有力大名への足掛かりを築きました。そしてその後の天下統一にむけ、ここから

大きく羽ばたいていきました。江戸時代にも城主がその後幕府の要職に就くということが続き、その縁

起のよさから浜松城は出世城の異名もあります。また、この地には「やらまいか精神」というのがあり、

なにはともあれやってみようという進取の気勢をもった起業家を多く輩出しており、ホンダ、ヤマハ、

スズキ、浜ホト、カワイ、ローランド等々、地方都市には珍しく日本を代表する企業が数多く生まれて

おります。生理学は、ひと頃の新しい技術・分野の出現に伴い、大学の講座が無くなったり講座名から

生理学が無くなったりと、大きな危機に瀕していました。しかし最近では、積極的にあたらしい技術を

取り入れつつ、ヒトのからだの機能について、「その仕組みを明らかにする」という立ち位置を崩さず

教育と研究を行ってきたかいがあり、今日では新しい生理学の未来像も見えてきています。そこで、今

大会のテーマを「分子が奏でるハーモニーと躍動する身体機能：照らそう生命の 理
ことわり

」としました。こ

のように、生理学を取り巻く環境が大きく変化している時期に、この浜松の地で大会をお世話できます

ことは、生理学会の歴史と浜松の歴史の共通点からも非常にタイムリーなものになるのではと思ってお

ります。音楽と光の街、そして躍動する産業の街浜松で、歴史を踏まえた未来志向の生理学を議論でき

れば幸いです。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 
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  開催概要   
 

 

 

 
 

■会議名称： 第 94回日本生理学会大会 
 

■会  期： 2017年(平成 29年)3月 28日(火)～30日(木) 
 

■会  場： アクトシティ浜松（静岡県浜松市中区板屋町 111～中央 3） 
 

■参加者数： 約 2,000 名 
 

■組  織 

大会長： 浦野 哲盟 （浜松医科大学医学部 医生理学講座 教授） 

 福田 敦夫 （浜松医科大学医学部 神経生理学講座 教授） 

 

プログラム委員長： 福田 敦夫 （浜松医科大学医学部 神経生理学講座 教授） 

実行委員長： 浦野 哲盟 （浜松医科大学医学部 医生理学講座 教授） 

事務局長： 秋田 天平 （浜松医科大学医学部 神経生理学講座 准教授） 

副事務局長： 鈴木 優子 （浜松医科大学医学部 医生理学講座 准教授） 

 

■プログラム委員 

久場博司 （名古屋大学 教授）  久保義弘 （生理学研究所 教授） 

佐藤元彦 （愛知医科大学 教授） 多久和 陽 （金沢大学 教授） 

富永真琴 （生理学研究所 教授） 中村和弘 （名古屋大学 教授） 

橋谷光 （名古屋市立大学 教授） 飛田秀樹 （名古屋市立大学 教授） 

星詳子 （浜松医科大学 教授） 増渕悟  （愛知医科大学 教授） 

箕越靖彦 （生理学研究所 教授） 宮地栄一 （藤田保健衛生大学 教授） 

山本清二 （浜松医科大学 教授） 浦野哲盟 （浜松医科大学 教授） 

 

 

■実行委員 

鈴木優子、佐野秀人、田中宏樹(浜松医科大学 医生理学講座)、福田敦夫、秋田天平、渡部

美穂、武藤弘樹(浜松医科大学 神経生理学講座)、渡邊裕司(浜松医科大学 臨床薬理学講座 

教授)、梅村和夫(浜松医科大学 薬理学講座 教授)、沖 隆(浜松医科大学 地域家庭医療学講

座 特任教授)、宮嶋裕明(浜松医科大学 内科学第一講座 教授)、須田隆文(浜松医科大学 内

科学第二講座 教授)、林 秀晴(浜松医科大学 内科学第三講座 教授)、熊田竜郎(常葉大学 

保健医療学部 教授) 

 



  開催概要   
 

 

 

■開催目的 

生理学会大会は大正 11年に第１回が開催され、以来今日に至るまで年に１回のペースで開催が続けら

れており、永らく本邦の生理学の研究と教育の発展に寄与してきました。また、大会では会員・非会員

を問わず、国内外の生理学研究者に最新情報と討論の機会を提供し、生理学の進歩発展をはかってまい

りました。この度、第 94回生理学会大会を浜松市で開催するに当たっては、テーマを「分子が奏でる

ハーモニーと躍動する身体機能：照らそう生命の 理
ことわり

」とし、参加者が最新の研究成果を発表・討論

することで生理学に新しい風を吹き込むことを目的としています。また、本浜松大会では参加者の研究

発表や情報交換の機会を提供するだけでなく、数年前より開始された教育プログラムを実施する予定で

す。本プログラムは会員に対し、生理学教育者としての能力を養成するために実施するもので、会員の

生理学教育に関する資質を向上させ、高い水準の生理学教育を学生に提供することを目的としています。

さらに、市民公開講座も開催し、生理学の最先端の研究成果を広く一般社会に還元致します。以上のよ

うに、本浜松大会では生理学の研究、教育に渡る幅広い分野で魅力的なプログラムを策定し、参加者に

とって有意義な会にしたいと考えております。 

■日程表（予定） 
 

 

３月 28日

（火） 

午前 記念講演、シンポジウム、企業共催セミナー、一般演題、教育プログラム 

 午後 プレナリーレクチャー、シンポジウム、特別講演、一般演題、教育プログラム 

 

３月 29日

（水） 

午前 プレナリーレクチャー、シンポジウム、企業共催セミナー、一般演題、教育プログラム 

 午後 総会、記念講演、シンポジウム、一般演題、教育プログラム、総懇親会 

 

３月 30日

（木） 

午前 プレナリーレクチャー、シンポジウム、企業共催セミナー、一般演題、教育プログラム 

 午後 シンポジウム、市民公開講座、一般演題、特別講演、教育プログラム、 

 

■主なプログラム(予定）：プレナリーレクチャー、記念講演、公募シンポジウム、国際交流シンポジウム、一般

演題（ポスター）、企業共催セミナー、教育プログラム、市民公開講座、生理学会総会など 

 
■展示・各種広告・セミナー共催・寄附金を必要とする理由：本大会を開催するにあたり、できるだけ簡素、質

素に運営し、経費は参加費収入を主とする所存でありますが、参加者数が多く見込まれることから、大学施設や

小規模公共施設を利用した開催が難しく、必要経費をまかなえる状況にはありません。大会の内容をより充実さ

せ、研究・教育の成果をさらにあげるためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。 

つきましては、本大会の趣旨にご賛同いただき、なにとぞ格段のご配慮を賜りたくお願い申し上げます。 

 

■本学会に関するお問合せ先 

【大会事務局】 浜松医科大学医学部 神経生理学講座 

浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 

事務局長 秋田 天平 

Tel: 053-435-2246 Fax: 053-435-2245 

E-mail：psj94@hama-med.ac.jp 

【運営事務局】 株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9 階 

Tel:  03-5520-8821 Fax: 03-5520-8820 

E-mail：seiri94@procomu.jp 



 

 

   主なプログラムの特色    

 

 

■プレナリーレクチャー 

本セッションは、生理学各分野の第一人者を国内外から招待し、ご講演いただく企画です。自閉症にお

ける抑制性神経関与仮説を証明した神経生理学の世界的権威 Yéhézkel Ben-Ari 先生 (INMED 研究所名誉

所長、フランス)、てんかん発症における塩素イオン恒常性の学問体系を築いた細胞生理学の世界的権威 Kai 

Kaila 先生 (ヘルシンキ大学、フィンランド)、代謝ー血管新生調節軸を確立した血管生物学研究の世界的権威 

Peter Carmeliet 先生(ルーベンカトリック大学、ベルギ-)にご講演していただきます。 

 

■大会企画特別講演 

生理学の発展に長年貢献されてきた先生による記念講演としての萩原記念レクチャー（神経部門）は生理学研

究所所長の井本敬二先生、田原記念レクチャー（循環・細胞・代謝部門）は日本生理学会理事長の丸中良典

先生（京都府立医大）にご講演いただきます。慶応大学の岡野栄之先生には最先端の疾患研究に関する

特別講演をしていただきます。海外からは、Rustem Khazipov (ロシア), Claudio Rivera (フランス), 

Justin Lee (韓国), Werner Kilb (ドイツ)など各分野の著名研究者による招待講演も予定しております。 

 

■大会企画シンポジウム 

パーキンソン病の生理と臨床（生理学研究研 南部先生 他）、てんかんの生理と臨床（札幌医大 長峯先生、京

大 池田先生 他）、神経発振現象の実験と理論（東北大 虫明先生他 新学術領域共催）、タウリンの生理機能

（タウリン研究会共催）、血管内皮とメカニカルストレス、再生医療の進歩と生理学の貢献など生理学と臨床医学の

連携を志向したシンポジウムの他、バイオイメージング、質量顕微鏡や次世代シークエンサーなどの生理学への

貢献と展開といった、技術革新がもたらす生理学の発展に関する最先端研究のシンポジウムを企画します。 

 

■公募シンポジウム 

会員から広く企画を募集し、話題のテーマや目覚ましい展開を遂げる領域を俯瞰できるシンポジウムを

開催します。 

 

■国際交流シンポジウム 

FAOPS（アジア・オセアニア生理科学連合）との共催で、日中、日韓、その他の国との国際間連携シンポ

ジウムを開催します。その他、FAOPS 加盟国からの参加登録料の割引や、Oversea Young Physiologist 

Awardなども設けるなどして、海外からの参加者の増加を図ります。 

 

■教育プログラム 

生理学会では他学会に先駆けて「生理学エデュケーター認定制度」を実施しています。本制度は生理学

教育者として広い知識と優れた教育能力を備えた人材を育成して社会に送り出し、多くの学生がより高

い水準の生理学教育を受けられるように教育界に対して貢献することを目的としています。優れた生理

学教育者を育成・支援するために必要な教育講演ならびにモデル講義を、教育プログラムとして会員に

提供します。 

 

■一般演題 

参加者から広く演題を募り、ポスターの形式で最新の研究成果の発表と参加者相互の討論を行って頂き

ます。例年 700前後の演題が会期を通して発表されます。 

 

■臨床および企業・団体との連携プログラム 

基礎医学である生理学と臨床医学およびコメディカル領域との連携を積極的に行い、生理学の研究成果

が、広く人々の健康と福祉に貢献することを目指します。また、浜松は世界に名だたる企業の発祥地で

あるとともに、今日でも多くのベンチャーが起業するモノづくりの街として知られています。その根底

にあるのが、「やらまいか（とにかくやってみようの意）精神」といわれる、この地の気質です。本大

会でもこの精神で、これまでの大会には無かった試みとして、企業・団体の皆さまとの「ニーズとシーズのマ

ッチング」を目指します。そのため、積極的に企業・団体との共催セミナーを開催します。内容もスポンサー

ドシンポジウム（企画段階からの共催）、冠シンポジウム（後援・協賛企業名の表記）、ランチョンセ

ミナー（昼食とセミナーのご提供）の各種を企画しています。 



  収支予算概要   
 

 

 

 

（収 入） （単位 千円） 
 

項 目 金 額 摘 要 

自 己 資 金   

参加費 12,600 参加費：会員 1300 名 

協 賛 金   

協賛・広告・出展料 11,630 

0 

企業共催セミナー、商業展示、広告料 

寄 附 金・助 成 金   

本部補助金 1,000  

寄附金 4,000 日本製薬団体連合会 300 万円、その他企業 100 万円 

国際会議助成金 2,000  

懇親会費 1,800  

合 計 33,030  

 

 

（支 出） （単位 千円） 
 

項 目 金 額 摘 要 

会場費用 7,000 アクトシティ浜松使用料 

会場付帯設備費 1,200 音響、照明、各種備品等 

講演者招聘費 3,500 海外研究者および国内招聘者旅費・謝金等 

会議費 2,000 懇親会、打合せ、料飲費等 

事務局運営費 1,000 事務局全般業務（準備・行程管理）、打合せ等 

印刷製本費・ホームページ 2,900 プログラム集、ポスター、ホームページ作成・更新 

通信運搬費 600 趣意書送付、ポスター送付、電話代等 

当日運営スタッフ雇用費 4,500 総合受付、進行係、誘導、オペレータ等 

機材費 3,500 映像機材、レシーバー、プリンター等 

看板・備品 1,600 看板・表示板、ポスターパネル等 

運営会社管理費 2,000 各種運営コーディネーション・コンサルテーション料 

本部補助金返還 1,000   

本部会計繰り入れ 1,507   

予備費 723   

合 計 33,030   



プログラム集広告募集要項 

 

 

第９４回日本生理学会大会 

＜寄付金募集要項＞ 
 

 

■名称 

第 94 回日本生理学会大会 寄附金 

■募金目標額 

400 万円 

■募集期間 

20１5 年８月から 20１7 年３月末日まで 

■寄附金の使途 

第 94 回日本生理学会大会の事前準備ならびに当日運営経費に充当 

■寄附金の払込方法  

銀行名：遠州信用金庫 

支店名：半田支店（025） 

口座番号：普通預金口座 0121056 

口座名義：第９４回日本生理学会大会 事務局長 秋田 天平 

口座名義 (カナ名）： ダイキュウジュウヨンカイニホンセイリガッカイタイカイジムキョクチョウアキタテンペイ 

■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。 

http://www.procom-i.jp/seiri94sponsor/apply.html 

■お問合せ先 

第 94 回日本生理学会大会運営事務局 ㈱プロコムインターナショナル 協賛担当 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821 Fax: 03-5520-8820 E-mail：seiri94@procomu.jp 

 

第 94 回日本生理学会大会事務局 

浜松医科大学医学部 神経生理学講座 秋田 天平 E-mail: psj94@hama-med.ac.jp 

〒431-3192 浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 Tel: 053-435-2246  Fax: 053-435-2245 

（注）本学会では、貴社が本学会へ支払う寄付金、共催費等および貴社が別途支払う開催に関連する費用について、

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。 

  

mailto:seiri94@procomu.jp


プログラム集広告募集要項 

 

 

第９４回日本生理学会大会 

＜共催セミナー募集要項＞ 

 
会議開催概要 

■会議の名称 

第 94 回日本生理学会大会 

（ホームページ：http://www.procomu.jp/seiri2017） 

■会議開催時期 

2017 年(平成 29 年)３月 28 日(火)～30 日(木) 

■会議開催場所 

アクトシティ浜松コングレスセンター 

〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1 

電話: 053-451-1111 fax : 053-451-1123 

■大会長 

浦野 哲盟 （浜松医科大学医学部 医生理学講座 教授） 

福田 敦夫 （浜松医科大学医学部 神経生理学講座 教授） 

■参加者数 

1,500 名以上（予定） 

 

共催セミナー運営要項 

■開催形式 

第 94 回日本生理学会大会と貴社との共催 

 

チラシ等への記載方法 

共催：第９４回日本生理学会大会 

    ○○○○株式会社 

（注）複数社にてご共催の場合は、 

共催：第９４回日本生理学会大会 

○○○○株式会社/□□□□株式会社 

■企画及びプログラム編成 

 スポンサードシンポジウムは企画段階からの共催の形をとりますので、演者、座長、テーマ等につきましては、

事前に大会プログラム委員長にご相談ください。 

 ランチョンセミナーの演者、座長、テーマ等につきましては、貴社にお任せいたしますが、事前に事務局までご報

告ください。なお、会場における弁当・飲物の配布等を大会スタッフがお手伝いすることもできますので、必要でし

たら事前に人数等の打ち合わせをお願いします。 

 冠シンポジウムの企画は大会・生理学会各委員会・公募（会員）で行いますが、タイトルや付記事項とし

ての後援・協賛企業名の表記を募集します。貴社の企業イメージや事業内容に合致したシンポジウムへの

冠付けをご検討ください 

以上、各共催セミナーの最終決定に関しては大会長に一任とさせていただきます。 

■演者および座長への依頼状 

スポンサードシンポジウム、ランチョンセミナーの演者、座長の方には、御社よりご依頼の上、正式な承諾書を入手いた

だき、演題名とともに大会事務局宛お知らせください。また、演者の方より履歴書を大会１ヶ月前に入手お願いいたし

ます。スポンサードシンポジウムでは、学会抄録集へ演者の方の抄録の掲載をいたします。恐れ入りますが抄録デー

タを 2016 年 10 月 31 日までに運営事務局あてご送付いただきますようお願いいたします。 

 



プログラム集広告募集要項 

 

 

■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/付帯設備費（机、椅子、ステージ等） 

・音響関係費/照明関係費 

・会場機材費（本大会で使用している設置済み機材） 

・PC 発表用機材（スクリーン、プロジェクター、講演台上 Windows PC１台） 

・レーザーポインター 

・マイク（座長席/演者席/客席） 

＜共催費用に含まれないもの＞ 

上記以外の経費は別途共催会社様にてご負担をお願いいたします。 

（例）控室機材、ランチョンセミナー参加者飲食費（弁当・お茶等）、講師等飲食費、 

講師旅費・謝金・宿泊費、看板装飾、運営人件費、印刷物制作費等、その他 

 

共催セミナーの共催費用については、一覧表をご参照ください。 

■日程・会場決定について 

募集にあたっては、ご希望の日程、会場が重なる場合がございますので、必ず、第２希望、第３希望をご記入ください。

会場の決定については、申込書の開催希望欄を参考にし、協議させていただきますが、最終決定は本学会大会長に

一任とさせていただきます。 

■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。 

http://www.procom-i.jp/seiri94sponsor/apply.html 

■申込締切 

スポンサードシンポジウム 

 2016 年 8 月 26 日（金） 

ランチョンセミナー／冠シンポジウム 

 2016 年 12 月 20 日（火） 

■共催費用のご入金 

共催費用のご入金は下記指定口座に大会前日までにお振り込みをお願いします。 

大会前日前までにお振込みが難しい場合は別途ご連絡をお願いいたします。 

（注）共催セミナー手配関係のご案内（アンケート）は大会１月前頃に送付予定です。 

     <振込先> 

銀行名：遠州信用金庫 

支店名：半田支店（025） 

口座番号：普通預金口座 0121056 

口座名義：第９４回日本生理学会大会 事務局長 秋田 天平 

口座名義 (カナ名）： ダイキュウジュウヨンカイニホンセイリガッカイタイカイジムキョクチョウアキタテンペイ 

 

注）共催費用のご請求書が必要な場合は運営担当までご連絡ください。 

■お問合せ先 

第 94 回日本生理学会大会運営事務局 ㈱プロコムインターナショナル 協賛担当 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821 Fax: 03-5520-8820 E-mail：seiri94@procomu.jp 

 

第 94 回日本生理学会大会事務局 

浜松医科大学医学部 神経生理学講座 秋田 天平 E-mail: psj94@hama-med.ac.jp 

〒431-3192 浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 Tel: 053-435-2246  Fax: 053-435-2245 

  

mailto:seiri94@procomu.jp


プログラム集広告募集要項 

 

 

■共催費一覧 

 

開催日 セッション名 人数 共催費（消費税込み） 

3 月 28 日（火） 

ランチョンセミナー 約 200 名 800,000 円 

スポンサードシンポジウム 

（企画・共催） 
別途ご相談 1,000,000 円 

冠シンポジウム 
（シンポジウムタイトルへの企業名表記） 

別途ご相談 500,000 円 

3 月 29 日（水） 

ランチョンセミナー 約 200 名 800,000 円 

スポンサードシンポジウム 

（企画・共催） 
別途ご相談 1,000,000 円 

冠シンポジウム 
（シンポジウムタイトルへの企業名表記） 

別途ご相談 500,000 円 

3 月 30 日（木） 

ランチョンセミナー 約 200 名 800,000 円 

スポンサードシンポジウム 

（企画・共催） 
別途ご相談 1,000,000 円 

冠シンポジウム 
（シンポジウムタイトルへの企業名表記） 

別途ご相談 500,000 円 

 

 

（注）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会共催セミナーに要した費用（共催費、料飲費等）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。 

 

 



プログラム集広告募集要項 

 

 

第９４回日本生理学会大会 

＜プログラム集広告募集要項＞ 

 

 

■媒体名 

第 94 回日本生理学会大会 プログラム集 

■製作数 

2,000 部 

■配布日 

日本生理学会会員 事前参加登録者へ事前送付 

■配布対象 

第 94 回日本生理学会大会 事前登録者および当日参加者 

■原稿サイズ 

B5 

■原稿 

完全版下もしくは完全ポジフィルム オフセット印刷につき、印刷用データをご支給ください。データ形式は Adobe 

Illustrator で制作したアウトライン済みの EPS データ、画像データをご使用の場合は、その画像も添付してください。

（画像解像度は 350dpi 以上の CMYK のデータ）また、すべてのデータについて出力見本（プリントしたもの）を添付

してください。なお、完全版下またはフィルム・紙焼き・清刷のいずれかでも可能ですが、印刷用データを推奨します。 

■色 

表４・表 ３・表２： カラー（予定） 後付：白黒 

■印刷様式 

オフセット印刷（紙焼・フィルム・清刷り） 

■作成費用（税別） 

１,800,000 円 

■広告料総額 

1,630,000 円(税込) 

■口数 

23 口 

■掲載料金（税込） 

 〔金  額〕  予定※税別※ 計画数 

・表４ （裏表紙） ¥200,000 （ 1 口） 

・表２ （表紙の裏） ¥180,000 （ 1 口） 

・表３ （裏表紙の裏） ¥150,000 （ 1 口） 

・後付 1 頁 ¥ 70,000 （10 口） 

・後付 1/2 頁 ¥ 40,000 （10 口） 



 

 

■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。 

http://www.procom-i.jp/seiri94sponsor/apply.html 

■振込先 

銀行名：遠州信用金庫 

支店名：半田支店（025） 

口座番号：普通預金口座 0121056 

口座名義：第９４回日本生理学会大会 事務局長 秋田 天平 

口座名義(カナ名）：ダイキュウジュウヨンカイニホンセイリガッカイタイカイジムキョクチョウアキタテンペイ 

■お問合せ・版下送付先 

第 94 回日本生理学会大会 運営事務局 ㈱プロコムインターナショナル 協賛担当 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821 Fax: 03-5520-8820 E-mail：seiri94@procomu.jp 

■申込締切 

締切：2016 年 12 月 20 日（火） 申込み順に受付し、予定数に達した時点で申込み終了といたします。 

■原稿送付締切 

原稿締切：2016 年 12 月 20 日（火）必着 

■広告料振込先と期日 

申込書受領後、請求書をお送りしますので、2017 年 1 月末日までに指定口座(請求書に記載)にお振込みください。 

  

mailto:seiri94@procomu.jp


 

 

第９４回日本生理学会大会 

＜ホームページバナー広告募集要項＞ 
 

 

■媒体名 

第 94 回日本生理学会大会 ホームページトップページ 

■募集枠 

5 社 

■締切 

募集枠数の 5 社になり次第締め切ります。 

■配布対象 

第 94 回日本生理学会大会 事前登録者および当日参加者 

■料金 

100,000 円 

■掲載サイズ 

Ｗ２７０  Ｈ８０Pixels 

■入稿形態 

ＪＩＦまたはＪＰＥＧ（アニメーション不可） 

■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。 

http://www.procom-i.jp/seiri94sponsor/apply.html 

お申込後に、掲載用のバナーデータ、およびリンク先のＵＲＬをメールにてご送付下さい。 

■振込先 

銀行名： 遠州信用金庫 

支店名： 半田支店（025） 

口座番号： 普通預金口座 0121056 

口座名義： 第９４回日本生理学会大会 事務局長 秋田 天平 

口座名義 (カナ名）： ダイキュウジュウヨンカイニホンセイリガッカイタイカイジムキョクチョウアキタテンペイ 

■お問合せ・版下送付先 

第 94 回日本生理学会大会 運営事務局 ㈱プロコムインターナショナル 協賛担当 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821 Fax: 03-5520-8820 E-mail：seiri94@procomu.jp 
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第９４回日本生理学会大会 

＜プログラム集アプリバナー広告募集要項＞ 
 

 

■媒体名 

第 94 回日本生理学会大会 プログラム集スマートフォン向け等アプリ 

■募集枠 

5 社 

■締切 

募集枠数の 5 社になり次第締め切ります。 

■配布対象 

第 94 回日本生理学会大会 事前登録者および当日参加者 

■料金 

100,000 円 

■掲載サイズ 

天地 ２１０Pixels × 左右 １．５３６Pixels 

■データ画像形式 

ＰＮＧファイル 

■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。 

http://www.procom-i.jp/seiri94sponsor/apply.html 

お申込後に、掲載用のバナーデータ、およびリンク先のＵＲＬをメールにてご送付下さい。 

■振込先 

銀行名： 遠州信用金庫 

支店名： 半田支店（025） 

口座番号： 普通預金口座 0121056 

口座名義： 第９４回日本生理学会大会 事務局長 秋田 天平 

口座名義 (カナ名）： ダイキュウジュウヨンカイニホンセイリガッカイタイカイジムキョクチョウアキタテンペイ 

■お問合せ・版下送付先 

第 94 回日本生理学会大会 運営事務局 ㈱プロコムインターナショナル 協賛担当 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821 Fax: 03-5520-8820 E-mail：seiri94@procomu.jp 
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第９４回日本生理学会大会 

＜展示募集要項＞ 
 

■出展対象 
 

･研究機器 ･研究試薬 ･解剖学/生理学教育機材 

・医療機器 ・検査機器 ・医薬品 

・医療情報機器、システム ・書籍等 ・その他 

■出展料金 
 

種類 単位 小間サイズ 出展料金（税込予定） 

基礎小間 1 小間 1.62 ㎡(W1.8m×D0.9m×H2.1m) ¥200,000 

 
書籍展示 

 
1 社 

 
長机 1.62 ㎡(W1.8m×D0.9m) 5 台 

\50,000 

５台未満の場合は１台に付き 

\10,000 

 （注）出展料金の¥200,000 はスペース料金のみとなっております。 

パネルや社名板、電気コンセントなどは別途有料となります。詳細は後日ご案内いたします。 

■展示小間割の決定 

大会事務局で決定しますが、ご要望等がある場合は事前にご相談ください。 

■出展物 

出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。 

■薬事法未承認品の展示について 

運営事務局にお問い合わせください。 

■外国出展物 

展示場は、保税展示場とはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、または ATA カルネの

制度をご利用ください。詳細は、運営事務局にお問い合わせください。 

■出展者へのご案内 

出展者説明会は行いません。開催の約 1 カ月前までに小間割、搬入、装飾、管理などについて詳細をご連絡いたし

ます。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内いたします。 

■出展物の販売の禁止 

会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止いたします。但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場

合があります。 

■会場の管理 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力による事故、盗難、

紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。 

■会場・会期・開場時間の変更 

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みを取り消すことは出来ません。またこれによって生じた損害は補償いたしません。 

■本大会学術プログラムへの参加資格について 

参加資格はございません。学術プログラムに参加希望の方は運営事務局までお問い合わせください。但し、展示会

場内への出展者の入場制限はございません。 

なお、大会 2 日目の 3 月 29 日（水）のプログラム終了後、アクトシティ展示イベントホール内の展示会場隣室にて参

加者の総懇親会が開催されます。大会に参加されている企業・団体の方も歓迎いたしますので、事前にお申し込み

ください（一人 5000 円程度を予定）。 

 



 

 

■搬入・設置（予定） 

2017 年 3 月 27 日（月）  16:00～20:00 

※装飾についても上記時間にて行ってください。 

■搬出･撤去（予定） 

2017 年 3 月 30 日（木）  16:00～18:00 

■禁止事項 

装飾物、展示物の高さは、2.3m に制限します。ただし、やむを得ず越える場合、大会事務局の承認を必要とします。 

また、床面への直接工作(ガムテープ、アンカー等)は禁止いたします。 

■電気 

出展者の希望により、有償で電気(交流単相二線式 100V60 ヘルツ)を開閉器にて小間まで供給いたします。 

(それ以外の特殊電源に関しては別途ご相談ください。） 

■給排水 

水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、禁止いたします。 

■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。 

http://www.procom-i.jp/seiri94sponsor/apply.html 

■振込先 

銀行名： 遠州信用金庫 

支店名： 半田支店（025） 

口座番号： 普通預金口座 0121056 

口座名義： 第９４回日本生理学会大会 事務局長 秋田 天平 

口座名義 (カナ名）： ダイキュウジュウヨンカイニホンセイリガッカイタイカイジムキョクチョウアキタテンペイ 

■お問合せ先 

第 94 回日本生理学会大会運営事務局 ㈱プロコムインターナショナル 協賛担当 

〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9 階 

Tel: 03-5520-8821 Fax: 03-5520-8820 E-mail：seiri94@procomu.jp 

■申込締切 

2016 年 12 月 20 日(火) 

但し、募集小間数に達し次第、申込みを締め切ります。 

■出展料のお支払い 

申込締切後、請求書をお送りしますので、2017 年 1 月末日までに指定口座(請求書に記載)にお振込みください。 

■出展申込みの取り消し 

2016 年 12 月 20 日以降の取り消しについては、一切お受けできませんので予めご了承ください。 
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第９４回日本生理学会大会 

＜労務提供募集要項＞ 
 

 
学  会  名：第９４回日本生理学会大会 

 

会  長  名：大会長 浦野 哲盟（浜松医科大学医学部 医生理学講座 教授） 

大会長 福田 敦夫（浜松医科大学医学部 神経生理学講座 教授） 

 

会   期：2017年(平成 29年)３月 28 日(火)～30日(木)  

 

時   間：8：00～18：00（予定） 

注）労務により時間が変動しますのでご了承下さい。 

 

会   場：アクトシティ浜松コングレスセンター 

 

参 加 人 数：約 1,500名以上（予定） 

 

労 務 内 容：総合受付（金銭取扱い除く）、会場進行、誘導、クローク等 

 

総要請人数：30名程度 

 

依 頼 社 数：30社 

 

貴社依頼数：１～2名（会期期間中） 

 

参 加 人 数：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。 

http://www.procom-i.jp/seiri94sponsor/apply.html 

以上 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

第９４回日本生理学会大会運営担当 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：seiri94@procomu.jp 

 

 

 


