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ご 挨 拶 

 

謹啓  

 

時下、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。 

 さて、この度第 2回日本心身医学関連学会合同集会を 2019 年 11 月 15 日（金）～17 日（日）の 3日

間、大阪市中央公会堂にて開催させて頂く運びとなりました。 

 

心身医学は、心と体のいずれにも偏ることなく病態を診断し、治療を行う医学の一分野です。20世紀

半ばから重要性が認識され、わが国では 1959 年に日本心身医学会の前身が設立、以降女性心身医学、

小児心身医学、歯科心身医学、心療内科、皮膚科心身医学と臨床分野別に学会が設立され、裾野を広げ

て現在に至っています。世界的に見ても、ドイツに次ぐ規模で、世界の心身医学をリードしています。    

近年、中枢と身体の密接な関係が科学的に解明されつつあり、学問的には心身医学は新しい段階に入っ

たと言えます。一方で、膨大な情報を扱い、厳密に管理される現代社会のストレスは、心身の不調を訴

える人々を急増させており、心身医学が社会において果たすべき役割は増してきています。 

心身医学関連各学会が一堂に会する第一回の合同集会は、日本心身医学会の設立 50周年である 2009

年に持たれました。それぞれの分野の進歩を知り、心身医学全体の発展に寄与しようとしたものです。

以来 10 年、高齢化、人口減少など社会は大きく変化しています。そこで、現在６学会となった心身医

学関連学会が、新しい時代の心身医学を創造し、さらなる社会貢献を期するため、合同集会を開催する

運びとなりました。 

本会の運営につきましては、質実を旨としておりますが、10 年に一度の合同集会でもあり、より充実

した会を開催したく、企業の方々との協賛セミナーを企画いたしたく思います。本集会へのご協力・ご

支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い致します。 

 

謹白 
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開 催 概 要 

1.会議 の名称 

第 2回日本心身医学関連学会合同集会  

 

2.テーマ 

心身医学の未来戦略 ～これまでの 60 年、これからの 60年を見すえて～ 

 

3. 主   催 

一般社団法人日本心身医学会 

特定非営利活動法人日本心療内科学会 

一般社団法人日本歯科心身医学会 

日本皮膚科心身医学会 

共   催  

一般社団法人日本女性心身医学会 

一般社団法人日本小児心身医学会 

  日本耳鼻咽喉科心身医学研究会 

  日本心療眼科研究会 

  日本保健医療行動科学会 

 

4. 組織  

  議長    久保千春  日本心身医学会名誉理事長、日本心療内科学会理事長 

 副議長   福土 審  日本心身医学会理事長 

本庄英雄  日本女性心身医学会理事長 

村上佳津美 日本小児心身医学会理事長 

岡田智雄  日本歯科心身医学会理事長 

羽白 誠  日本皮膚科心身医学会理事長 

 幹事会長   福永幹彦 

関連学会長 第 60回日本心身医学会        福永 幹彦  

   第 24 回日本心療内科学会      小山 敦子 

  第 34 回日本歯科心身医学会     松本 尚之 

   第 10 回日本皮膚科心身医学会   羽白 誠 

企画共催 担当理事・担当者 

日本女性心身医学会 担当理事  相良 洋子 

日本小児心身医学会 担当理事  村上 佳津美 

    日本耳鼻咽喉科心身医学研究会  代表世話人 小川 郁、合同集会担当 五島 史行 

       日本心療眼科研究会  世話人代表・合同集会担当 若倉 雅登   

       日本保健医療行動科学会 会長 中川 晶 



  

 

5.会     期 

2019 年 11 月 15 日（金）～11月 17 日（日） 

 

6.会      場 

メイン：大阪市中央公会堂（〒530-0005 大阪市北区中之島 1-1-27） 

サ ブ：AP 大阪淀屋橋   （〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-25 京阪淀屋橋ビル 4F） 

 

7．学会の概要  

（1）会員数   主催 4学会：約 4,500 名、 共催 3学会・2研究会：約 1,500 名  

（2）参加予定人数   1,500 名 

（3）予定プログラム   特別講演、教育講演、シンポジウム 

  共催セミナー、一般演題（ポスター）、市民公開講座 

 

8.お問合わせ先  

第 2 回日本心身医学関連学会合同集会 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:06-6131-6605 FAX:06-6441-2055  

E-mail:jsp6cc_secretariat@a-youme.jp 

  



  

9.収支予算  

収入の部 （単位：千円）
金額 備考

1 参加費(1,500人想定) 17,130 医師、医師以外、学生他

2 懇親会 1,500

3 抄録集販売 30

4 広告料収入 1,716 抄録集

5 展示収入 1,165 企業展示10小間、書籍展示1社

6 共催セミナー収入 11,200
ランチョン、イブニング、モーニング
（募集18枠の内、実質左記の申込と想定）

7 リクルートポスター展示 50

8 補助金・寄付金 2,600

合計(1-8) 35,391

支出の部 （単位：千円）

金額 備考

1 準備費 7,750

印刷関係費 3,590 抄録集、ポスター、封筒、参加証等

通信、運搬費 1,145 ポスター発送、抄録集発送、ホームページ作成等

参加登録受付費 840 受付管理費費

演題登録受付費 565 処理費

事務費 1,610 組織委員会開催費、発送作業費、消耗品費

2 運営費 22,967

　 人件費 4,590 スタッフ、通訳、託児室スタッフ

会場、設備関係費 11,605 会場費、機材費、設営費、懇親会費他

看板装飾費 2,106 ポスターパネル、基礎小間、誘導看板他

招聘関係費 3,470 国内非会員

消耗品費 1,196 ネームカードホルダー、文具等

3 事後処理費 850

会議整理費 585 会計監査、源泉徴収他

印刷事務費 265 お礼状印刷、発送作業費他

4 業務委託費 3,824 2名×12か月

合計(1-4) 35,391

費目

費目



  

 

 

 

 

●名称 

第2回日本心身医学関連学会合同集会 リクルートポスター展示 

教育研修施設を対象に、リクルートポスターを掲示して頂ける場所をご用意しました。 

各施設のPRコーナーとしてご利用下さい。 

 

●リクルートポスター展示スケジュール（予定） 

貼付け   2019年11月15日(金)  8:00-9:00 

展示(3日間) 2019年11月15日(金)   9:00-17:00 

2019年11月16日(土)   9:00-17:00 

2019年11月17日(日)   9:00-17:00 

搬出･撤去   2019年11月17日(日)  17:00-20:00 

 

●会場 

大阪市中央公会堂 3階 

 

●募集小間数（予定） 

5施設 

 

●出展料金（消費税込） 

10,000円／ポスターパネル1枚当たり 

《出展料金に含まれるもの》 

① ポスターパネル（右図参照） 

② 画鋲 

 

 

●申込み方法  

申込書④に必要事項を記入後、2019年10月25日（金）までに合同集会 運営事務局宛にFAXにてお

送りください。 

 

●支払い方法  

合同集会 運営事務局より発行いたします請求書日付より 1ヶ月以内に展示料金を指定の学会口座 

（請求書に記載）へお振込みください。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。振込み手数料は各ご施設にてご負担ください。 

リクルートポスター展示 募集要項 

リクルート内容を 

記載した紙を貼り付ける面 



 

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：06-6131-6605 E-mail：jsp6cc_secretariat@a-youme.jp 

第 2 回日本心身医学関連学会合同集会 運営事務局 行 

 

 

第 2回日本心身医学関連学会合同集会 

リクルートポスター展示会申込書 
 

1．出展申込者                     

貴社名
フ リ ガ ナ

                                       
  

    

所属部署                                             

ご担当者
フ リ ガ ナ

 
                       

住所 
（〒           ） 

                            

TEL/FAX TEL：                   FAX：                   

E-mail                                             

                                                  

2．申込内容                      

申込小間数 （    ）小間  ×  10,000 円（消費税込） ＝ （                    ）円 

出展物 

（予定の展示品目をお書き下さい。） 

                         
3．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 

お申し込み下さい。 

 

申込締切：2019年10月25日(金) 

申込書④ 


