第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会

開催趣意書およびご協賛のお願い

会
期：2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）
会
場：駒沢女子大学（東京都稲城市）
会
長：西村一弘（駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 教授）
実行委員長：中村育子（医療法人社団福寿会福岡クリニック在宅部 栄養課 課長）
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第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会

開催趣意書
謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上

げます。
この度、第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会を 2019 年 7 月 13 日(土)・14 日(日)の両日、駒沢女子大学（東
京都稲城市）において開催させていただきます。
当学会は、在宅栄養管理の実践と学術研究を推進し、その発展と普及を図り、栄養管理をもって在宅療養者
の QOL 向上に貢献することを目的としております。日本在宅栄養管理学会 (Japan Home Nutrition
Management Society) は、平成 8 年に全国在宅訪問栄養食事指導研究会(通称：訪栄研)から出発し、現在は
1,600 名を超える学会へと成長しております。これは在宅医療における栄養管理の必要性が認識されるように
なったことに加え、会員、賛助会員の皆様方のご協力、ご支援の賜物と存じます。このような中、私のような
若輩者が学術集会の会長を拝命し、身に余る光栄なことと感じております。
本学術集会では、メインテーマを「歩み寄り～在宅におけるシームレスな関係づくり～」とさせていただき
ました。地域包括ケアシステムの推進により、療養環境は病院、施設から在宅へと移行して参ります。療養者
が自立した生活を維持していくためには、安定した医・食・住の確保と多職種連携でのサポート体制が重要と
なります。その中でも特に食が維持できなければ在宅での生活の継続はできません。
そこで今回の学術集会の特別講演では、こだま在宅内科緩和ケアクリニック院長の児玉佳之先生に「在宅緩
和ケアにおける栄養管理」について、また、厚生労働省健康局栄養指導室の担当官には「地域共生社会の中で
管理栄養士に求められるもの」について、公益社団法人日本栄養士会会長の中村丁次先生には「日本人の栄養
問題！

肥満と痩せの二重負債」と題してご講演いただく予定です。

そして、シンポジウムでは「地域における栄養士同士の歩み寄り～同職種連携の重要性～」と「地域を支え
る栄養ケア・ステーションの実際」の 2 テーマを開催し、パネルディスカッションでは「多職種が求める栄養
士」、
「栄養ケア・センターと認定栄養ケア・ステーションの役割」、
「在宅栄養専門管理栄養士の活動」の 3 テ
ーマ、ワークショップでは「多職種による歩み寄り」について皆さんと意見を交わしたいと思っています。ま
た、昨年好評を博した調理セミナーも定員を増やして開催すると共に、新たな取り組みとして、大学施設を活
用したフィジカルアセスメントセミナーも企画しました。例年通りの教育講演、ランチョンセミナー、一般演
題発表、企業展示なども充実させて参ります。名実ともに在宅のスペシャリストの先生方のご講演を賜り、参
加者の皆様との活発な討論を通し、皆様の知識がさらに整理され、在宅栄養管理の必要性が深く浸透していく
ことと思います。
つきましては、昨今の極めて厳しい経済情勢のなか、甚だ恐縮ではございますが、本学会の趣旨にご賛同い
ただき、ランチョンセミナー共催、広告掲載および企業展示等の協賛に格別のご配慮賜りますようお願い申し
上げます。
末筆になりましたが、貴社のますますのご発展を祈念申し上げます。
謹白

2018 年 9 月吉日
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会
会長 西村 一弘
(駒沢女子大学人間健康学部 健康栄養学科 教授)
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開 催 概 要
1. 学会名称
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会
2. 運営
会

長 西村 一弘（駒沢女子大学人間健康学部 健康栄養学科 教授）

実行委員長 中村 育子（医療法人社団福寿会福岡クリニック 在宅部 栄養課 課長）
3. 開催期間
2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）
4. 開催場所
（会場名）駒沢女子大学
（所在地）〒206-8511 東京都稲城市坂浜 238 番地
（T E L） 042-350-7111
5. 参加予定人数
約 1,000 名
全国の臨床現場等で活躍する管理栄養士、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員等
6. 開催目的と意義
（目的）居宅療養者の疾病に応じた栄養管理・評価に対する教育・指導・支援ならびに研究
（意義）我が国の在宅栄養管理の発展と国民の健康と福祉の向上に寄与
7. 開催計画の概要
メインテーマ「歩み寄り ～在宅におけるシームレスな関係づくり～」
特別講演、シンポジウム、一般演題発表、企業展示など
8. 事務局
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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プログラム
7 月 13 日（土）10：00～17：50
特別講演Ⅰ
「在宅緩和ケアにおける栄養管理」
演者：児玉 佳之 医療法人社団佳生会 こだま在宅内科緩和ケアクリニック 理事長／院長
座長：中村 育子 医療法人社団福寿会 福岡クリニック在宅部 栄養課 課長
特別講演Ⅱ
「地域共生社会の中で管理栄養士に求められるもの」
演者：清野富久江 厚生労働省健康局健康課栄養指導室 室長
座長：前田佳予子 武庫川女子大学生活環境学部 食物栄養学科 教授
シンポジウムⅠ「地域における栄養士同士の歩み寄り～同職種連携の重要性～」
シンポジスト
演者：太田 秀樹 医療法人アスムス 理事長
塩澤 信良 厚生労働省健康局健康課栄養指導室 室長補佐
水野 優子 社会福祉法人ル・プリ くるみ学園
馬場 正美 医療法人 財団善常会 栄養管理部 部長
時岡奈穂子 特定非営利活動法人はみんぐ南河内
座長：太田 秀樹 医療法人アスムス 理事長
米山久美子 認定栄養ケア・ステーション eatcoco／地域栄養サポート自由が丘
パネルディスカッションⅠ「多職種が求める栄養士」
パネラー
演者：洪
英在 三重県立一志病院 家庭医療科
五島 朋幸 ふれあい歯科ごとう 代表
森田 洋彰 にじいろ薬局 薬局長／株式会社エーワンファーマシー 代表取締役
細江
学 東村山市南部地域包括支援センター 主任介護支援専門員
岩間 慶子 横浜市青葉区医師会訪問看護ステーション 統括責任者
茂木有希子 株式会社ハート＆アート 代表
座長：新田 國夫 医療法人社団つくし会 理事長
田中 弥生 関東学院大学栄養学部 管理栄養学科 教授
理事長講演
演者：前田佳予子 武庫川女子大学生活環境学部 食物栄養学科 教授
座長：中村 丁次 公益社団法人日本栄養士会 会長／神奈川県立保健福祉大学 学長
会長講演
演者：西村 一弘 駒沢女子大学人間健康学部 健康栄養学科 教授
座長：松崎 政三 関東学院大学栄養学部 管理栄養学科 教授
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教育講演
「糖尿病」
演者：原 純也
武蔵野赤十字病院 栄養課 課長
「臨床研究のはじめとまとめ方」
演者：田邉
解 駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 准教授
「COPD」
演者：武知由佳子 いきいきクリニック 院長
ランチョンセミナー
調理セミナー
フィジカルアセスメントセミナー
公益社団法人日本栄養士会

特定分野認定制度 日本在宅栄養管理学会認定
「在宅訪問管理栄養士」 実施レポート優秀賞発表
座長：井上 啓子 至学館大学健康栄養学部 栄養科学科 教授
中村 育子 医療法人社団福寿会 福岡クリニック在宅部 栄養課 課長

自由集会
「栄養ケア・ステーション関係」
座長：藤原 恵子 社会福祉法人緑風会緑風荘病院 栄養室
「地域共生社会（地域包括ケアシステム）」
座長：山口はるみ NPO 法人ぽけっとステーション
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7 月 14 日（日）9：00～16:30
特別講演Ⅲ 「日本人の栄養問題！ 肥満と痩せの二重負債」（仮題）
演者：中村 丁次 公益社団法人日本栄養士会 会長／神奈川県立保健福祉大学 学長
座長：西村 一弘 駒沢女子大学人間健康学部 健康栄養学科 教授
シンポジウム 2「地域を支える栄養ケア・ステーションの実際」
演者：奥村 圭子 認定栄養ケア・ステーション
杉浦医院／地域ケアステーションはらぺこスパイス 室長
小口 淳美 株式会社フォーラル 栄養関連活動推進担当 マネージャー
宮司 智子 南大和病院 認定南大和栄養ケア・ステーション 科長
川畑 盟子 公益社団法人北海道栄養士会 栄養ケア・ステーション 西胆振代表
コメンテーター：
工藤
高 株式会社ＭＭオフィス 代表取締役／関東学院大学大学院経済学研究科 非常勤講師
座長：工藤 美香 駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科 准教授
古川 美和 長崎市医師会医療センター診療所
パネルディスカッションⅡ「栄養ケア・センターと認定栄養ケア・ステーションの役割」
パネラー
演者：上野
俊 公益社団法人東京都栄養士会 栄養ケア・ステーション コーディネーター
田村 清美 公益財団法人東京都保健医療公社東部地域病院 栄養科 科長
森川 志帆 たんぽぽクリニック
原
純也 武蔵野赤十字病院 栄養課 課長
座長：須永 将広 国立病院機構渋川医療センター 栄養管理室長
草間 大生 国家公務員共済組合連合会三宿病院 栄養科 科長
パネルディスカッションⅢ【専門栄養士】
「在宅栄養専門管理栄養士の活躍」
パネラー
演者：小渕 智子 医療法人にのさかクリニック 在宅訪問管理栄養士
水島 美保 在宅栄養管理ステーションもぐもぐ大阪
熊谷 琴美 ながお在宅クリニック
清水 陽平 社会医療法人ジャパンメディカルアライアン海老名メディカルプラザ 栄養科
米山久美子 認定栄養ケア・ステーション eatcoco／地域栄養サポート自由が丘
花本美奈子 栄養ケアサポート LINK のぼりと
座長：井上 啓子 至学館大学健康栄養学部 栄養科学科 教授
吉田 陽子 公益社団法人沖縄県栄養士会 理事／地域活動事業部会長
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ワークショップ「多職種による歩み寄り」
演者：濱田 美紀 公益社団法人大分県栄養士会 理事
小川 豊美 株式会社とよみ 代表取締役
石橋 幸滋 石橋クリニック 院長
青木 慶司 社会福祉法人緑風会緑風荘病院
介護老人保健施設グリーン・ボイス リハビリテーション室 統括主任
渡邉 啓子 公立学校共済組合 九州中央病院
富田 基子 公益社団法人東京都歯科衛生士会 会長
進行兼コメンテーター：
小野沢 滋 みその生活支援クリニック 院長
教育講演
「経営マネジメント」
演者：工藤
高 株式会社ＭＭオフィス 代表取締役／関東学院大学大学院経済学研究科 非常勤講師
「慢性腎臓病」
演者：藤原 恵子 社会福祉法人緑風会緑風荘病院 栄養室
「低栄養」
演者：草間 大生 国家公務員共済組合連合会三宿病院 栄養科 科長
「精神疾患・認知症関連」
演者：井戸由美子 梅花女子大学食文化学部 管理栄養学科 教授
ランチョンセミナー
調理セミナー
フィジカルアセスメントセミナー

7

収支予算書積算内訳

【収入内訳】
費用項目

金額

積算内訳

事前受付参加者会費収入

4,000,000 円

@8,000(正会員)×500 人

当日受付参加者会費収入

5,600,000 円

@10,000(正)×200 人、@12,000(非)×300 人

学生参加費

100,000 円

@1,000×100 人

懇親会費

720,000 円

@6,000×120 人

抄録等販売収入

300,000 円

@1,000×300 部

共催団体助成金

300,000 円

勇美記念財団

広告費収入

500,000 円

共催事業収入

5,000,000 円

合計

16,520,000 円

ランチョンセミナー(10 社)、展示企業（40 社）、
特別講演協賛、調理実習協賛等

正会員：事前 8,000 円、当日 10,000 円、非会員：当日のみ 12,000 円、学生：1,000 円（大学院生は除く）
懇親会費：6,000 円
展示料：賛助 30 社×30,000 円、非賛助 10 社×60,000 円
ランチョンセミナー：
展示：賛助 30 社、非賛助 10 社
調理実習、フィジカルアセスメントセミナー協賛：4 社×100,000 円

【支出内訳】
費用項目

金額

人件費

1,500,000 円

旅費交通費

500,000 円

通信運搬費

1,500,000 円

運営費

4,000,000 円

懇親会費

720,000 円

積算内訳
アルバイト代等

事務管理代行費、設営・撤去費、
受付造作費、機材借用費

協賛・ランチョンセミナー（弁当付）

2,000,000 円

お弁当

印刷費

3,200,000 円

ポスター、要旨集、看板、ホームページ等

講師謝金

1,500,000 円 講師謝礼、交通費等

会場費

600,000 円 駒沢女子大学

会議費

1,000,000 円 実行委員会等

合計

16,520,000 円
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ランチョンセミナー募集要項
◇開催概要
１．名 称：第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会
２．会 期：2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）
３．会 場：駒沢女子大学（〒206-8511 東京都稲城市坂浜 238 番地）
◇運営要綱
１．開催形式
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会への協賛
＜チラシなどへの記載例＞
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会
協賛：○○○○株式会社
２．プログラム編成
演者、座長、
テーマなどにつきましては、プログラム案を事務局へ事前にお送りください。
最終決定に関しましては、会長に一任とさせていただきます。
３．演者、及び座長への依頼状
演者、及び座長には、御社よりご依頼ください。
４．協賛費用負担について
＜協賛費用に含まれているもの＞
１）セミナー参加者用弁当（お茶付） ２）演者・座長打合せ時のお弁当（4 個）
３）会場費（講演会場費、講師控室料、音響設備、プロジェクター、レーザーポインター）
＜協賛費用に含まれていないもの＞
１）演者、座長の謝礼、交通宿泊費

２）聴講券・弁当・資料配付の人件費

３）チラシ作製の費用

４）会場内の表示、掲示物

５）追加機材

６）Mac 用変換アダプター

※外部入力は、RGB D-Sub15 ピン（VGA 端子）
、HDMI が使用できます
５．申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「併設展示出展、ランチョン・調理セミナー、特別講演・シンポジウム申込書」
（別
紙）をご記入のうえ、FAX、またはメールの添付にてお申し込みください。申込の対象者は、本会
の目的にご賛同いただける企業・団体とします。お申込みと同時に賛助会員への入会へも可能です。
詳しくはホームページを参照願います。
６．申込締切
2019 年 3 月 22 日（金）
但し募集セミナー数に達した場合には、締め切らせていただくことがございますのでご了承くださ
い。
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７．協賛費のご入金
ご請求書をお送りいたしますので、開催日の 1 週間前までに請求書に記載にされている指定口座に
お振込をお願いします。期日までのお振込が困難な場合は事務局にご一報願います。なお、誠に勝
手ながら振込手数料につきましては貴社負担にてお願いいたします。請求書発行後のキャンセルは、
原則として受け付けられませんのでご了承ください。
８．協賛費一覧
開催日

7 月 13 日（土）

7 月 14 日（日）

セッション名

人

数

金

額

ランチョンセミナー1-1

300 名

賛助会員：600,000 円

非会員：650,000 円

ランチョンセミナー1-2

250 名

賛助会員：500,000 円

非会員：550,000 円

ランチョンセミナー1-3

220 名

賛助会員：440,000 円

非会員：490,000 円

ランチョンセミナー1-4

120 名

賛助会員：240,000 円

非会員：290,000 円

ランチョンセミナー1-5

70 名

賛助会員：140,000 円

非会員：190,000 円

ランチョンセミナー2-1

300 名

賛助会員：600,000 円

非会員：650,000 円

ランチョンセミナー2-2

250 名

賛助会員：500,000 円

非会員：550,000 円

ランチョンセミナー2-3

220 名

賛助会員：440,000 円

非会員：490,000 円

ランチョンセミナー2-4

120 名

賛助会員：240,000 円

非会員：290,000 円

ランチョンセミナー2-5

70 名

賛助会員：140,000 円

非会員：190,000 円

◇協賛セミナー・ランチョンセミナー参加方法
両日とも 9:10 には参加券を配付できるようにご準備願います。
聴講券配付は、ランチョンセミナー協賛者が所定の場所で配付してください。
ランチョンセミナー用のお弁当は、納品場所より会場までの移動をお願いします。
◇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。
◇会期・開催時間の変更
やむを得ない事情により会期及び開催時間を変更する場合があります。
この変更を理由としてランチョンセミナー申し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のでご了承ください。
◇本学会への参加資格について
ランチョンセミナー協賛者には、第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会のランチョンセミナー協賛証
を受付にて 6 名様までお渡しします。7 名様以上は参加費をお支払いただきます。
◇申込先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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調理セミナー協賛募集要項
◇開催概要
１．名 称：第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会
２．会 期：2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）
３．会 場：駒沢女子大学（〒206-8511 東京都稲城市坂浜 238 番地）
◇運営要網
１．開催形式
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会への協賛
＜チラシなどへの記載例＞
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会 協賛：○○○○株式会社
２．クッキングルームの概要
調理台：10 台
定 員：60 名
３．セミナー内容
1 日の回数・講師・内容などを企画して頂き、プログラム案を事務局にお送り下さい。
実施内容は実行委員会と相談の上決定してください。
＜企画例＞
45 分を 2 コマで同じ内容を 2 回実施するなど、1 日の中で準備・撤収も含めご計画願
います。
４．調理セミナー協賛費用負担について
＜調理セミナー協賛費用に含まれているもの＞
１）会場費
２）企業展示 1 小間分の出展料
３）会場設置の調理器具（お申込者にリストをお渡しします）
４）教員助手 1 名、学生 5 名の補助員
５）プレゼン用備品
⚫

受講者用固定モニター5 台

⚫

外部入力は RGB D-Sub15 ピン（VGA 端子）と HDMI

＜協賛費用に含まれていないもの＞
１）講師の謝礼、交通宿泊費
２）聴講券・資料配付の人件費
３）チラシ作製の費用
４）会場内の表示、掲示物
５）調味料、食材費
６）追加機材（会場備品以外の調理器具、食器等を使用する場合）
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５．申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「併設展示出展、ランチョン・調理・フィジカルアセスメントセミナー、特別講演・
シンポジウム申込書」（別紙）をご記入のうえ、FAX、またはメールの添付にてお申し込みくださ
い。申込の対象者は、本会の目的にご賛同いただける企業・団体とします。お申込みと同時に賛助
会員への入会へも可能です。詳しくはホームページを参照願います。
６．申込締切
2019 年 3 月 22 日（金）
但し募集セミナー数に達した場合には、締め切らせていただくことがございますのでご了承くださ
い。
７．協賛費のご入金
ご請求書をお送りいたしますので、開催日の 1 週間前までに請求書に記載にされている指定口座に
お振込をお願いします。期日までのお振込が困難な場合は事務局にご一報願います。なお、誠に勝
手ながら振込手数料につきましては貴社負担にてお願いいたします。請求書発行後のキャンセルは、
原則として受け付けられませんのでご了承ください。
８．協賛費
開催日
7 月 13 日（土）

7 月 14 日（日）

セッション名

定

員

金

額

調理セミナー1-1

60 名

賛助会員：150,000 円

非会員：200,000 円

調理セミナー1-2

60 名

賛助会員：150,000 円

非会員：200,000 円

調理セミナー2-1

60 名

賛助会員：150,000 円

非会員：200,000 円

調理セミナー2-2

60 名

賛助会員：150,000 円

非会員：200,000 円

◇調理セミナー参加方法
両日とも 9:10 には聴講券を配付できるようにご準備願います。
聴講券配付は、調理セミナー協賛者が所定の場所で配付してください。
◇会場の管理と注意事項
・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、紛失における人的災害の発生については責任を負いません。
・ごみは協賛者での処分をお願いいたします。
・会場、備品は現状復帰で終了してください。
・使用した備品は洗って元の場所へ戻してください。
・備品を破損した場合は実費をご請求させていただきます。
・刃物などの扱いには十分注意するよう受講者にも徹底してください。ケガなどに関しては学会は責
任を負いかねます。
◇会期・開催時間の変更
やむを得ない事情により会期及び開催時間を変更する場合があります。
この変更を理由として調理セミナー申し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のでご了承ください。
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◇本学会への参加資格について
調理セミナー協賛者には、第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会の介護食セミナー協賛証を受付に
て 6 名様までお渡しします。7 名様以上は参加費をお支払いただきます。
◇申込先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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フィジカルアセスメントセミナー協賛募集要項
◇開催概要
１．名 称：第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会
２．会 期：2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）
３．会 場：駒沢女子大学（〒206-8511 東京都稲城市坂浜 238 番地）
◇運営要網
１．開催形式
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会への協賛
＜チラシなどへの記載例＞
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会 協賛：○○○○株式会社
２．実習室の概要
実習台：6 台
定 員：42 名
３．セミナー内容
1 日の回数・講師・内容などを企画して頂き、プログラム案を事務局にお送り下さい。
実施内容は、実行委員会と相談の上決定してください。
＜企画例＞
45 分を 2 コマで同じ内容を 2 回実施するなど、1 日の中で準備・撤収も含めご計画願います。
４．セミナー協賛費用負担について
＜セミナー協賛費用に含まれているもの＞
１）会場費
２）企業展示 1 小間分の出展料
３）会場設置の備品（お申込者にリストをお渡しします）
４）教員助手 1 名、学生 1 名補助員
５）プレゼン用備品
⚫

プロジェクター、スクリーン

⚫

RGB D-Sub15 ピン（VGA 端子）

＜協賛費用に含まれていないもの＞
１）講師の謝礼、交通宿泊費
２）聴講券・資料配付の人件費
３）チラシ作製の費用
４）会場内の表示、掲示物
５）実習に用いる消耗品
６）追加機材
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５．申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「併設展示出展、ランチョン・調理・フィジカルアセスメントセミナー、特別講演・
シンポジウム申込書」（別紙）をご記入のうえ、FAX、またはメールの添付にてお申し込みくださ
い。申込の対象者は、本会の目的にご賛同いただける企業・団体とします。お申込みと同時に賛助
会員への入会へも可能です。詳しくはホームページを参照願います。
６．申込締切
2019 年 3 月 22 日（金）
但し募集セミナー数に達した場合には、締め切らせていただくことがございますのでご了承くださ
い。
７．協賛費のご入金
ご請求書をお送りいたしますので、開催日の 1 週間前までに請求書に記載にされている指定口座に
お振込をお願いします。期日までのお振込が困難な場合は事務局にご一報願います。なお、誠に勝
手ながら振込手数料につきましては貴社負担にてお願いいたします。請求書発行後のキャンセルは、
原則として受け付けられませんのでご了承ください。
８．協賛費

開催日

セッション名

定

員

金

額

7 月 13 日（土）

フィジカルアセスメントセミナー1

42 名

賛助会員：100,000 円

非会員：150,000 円

7 月 14 日（日）

フィジカルアセスメントセミナー2

42 名

賛助会員：100,000 円

非会員：150,000 円

◇フィジカルアセスメントセミナー参加方法
両日とも 9:10 には聴講券を配付できるようにご準備願います。
聴講券配付は、協賛者が所定の場所で配付してください。
◇会場の管理と注意事項
・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、紛失における人的災害の発生については責任を負いません。
・ごみは協賛者での処分をお願いいたします。
・会場、備品は現状復帰で終了してください。
・使用した備品は洗って元の場所へ戻してください。
・備品を破損した場合は実費をご請求させていただきます。
・刃物などの扱いには十分注意するよう受講者にも徹底してください。ケガなどに関しては学会は責
任を負いかねます。
◇会期・開催時間の変更
やむを得ない事情により会期及び開催時間を変更する場合があります。
この変更を理由としてフィジカルアセスメントセミナー申し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のでご了承ください。
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◇本学会への参加資格について
フィジカルアセスメントセミナー協賛者には、第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会の介護食セミナ
ー協賛証を受付に
て 6 名様までお渡しします。7 名様以上は参加費をお支払いただきます。
◇申込先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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セッション枠協賛募集要項
（特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、教育講演）

◇開催概要
１．名 称：第7回日本在宅栄養管理学会学術集会
２．会 期：2019年7月13日（土）～14日（日）
３．会 場：駒沢女子大学（〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地）
◇運営要綱
１．開催形式
第7回日本在宅栄養管理学会学術集会への協賛
＜チラシなどへの記載例＞
第7回日本在宅栄養管理学会学術集会
協賛：○○○○株式会社
２．プログラム内容
P4～7を参照下さい。
３．演者、及び座長への依頼状
演者、座長へは本会より依頼状を送付します。
※講演内容、演者は学会の趣旨に基づいて選出しています。協賛企業の意向を反映した講演内容、
演者を選定することはできません。
４．会場協賛内容について
１）会場費として下記の金額の協賛金を申し受けます
50,000円（税別）／特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ
1セッションあたり
30,000円（税別）／教育講演 1セッションあたり
２）ご協賛の表記
・プログラム（ホームページ・要旨集）に協賛企業名、または企業ロゴマークを明記します。
・開催の際に協賛企業による会場協賛である旨をアナウンスします。
５．申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「併設展示出展、ランチョン・調理・フィジカルアセスメントセミナー、特別講演・
シンポジウム申込書」（別紙）をご記入のうえ、FAX、またはメールの添付にてお申し込みください。
申込の対象者は、本会の目的に賛同いただける企業・団体とします。お申込みと同時に賛助会員への
入会へも可能です。詳しくはホームページを参照願います。
６．申込締切
2019年3月22日（金）
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但し募集セミナー数に達した場合には、締め切らせていただくことがございますのでご了承ください。
◇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。
◇会期・開催時間の変更
やむを得ない事情により会期及び開催時間を変更する場合があります。
この変更を理由として会場協賛の申し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のでご了承ください。
◇本学会への参加資格について
会場協賛者には、第7回日本在宅栄養管理学会学術集会の参加証を受付にて5名様までお渡しします。
◇申込先
第7回日本在宅栄養管理学会学術集会 事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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企業展示募集要項
１．名 称：第7回日本在宅栄養管理学会学術集会併設展示会
２．会 期：2019年7月13日（土）～14日（日）
３．会 場：駒沢女子大学（〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地）
搬入・設営 ：2019 年 7 月 13 日（土） 9：00～11：00
展示時間

：2019 年 7 月 13 日（土）12：30～16：30
2019 年 7 月 14 日（日） 9：00～15：00

撤去・搬出 ：2019 年 7 月 14 日（日）15：30～
※時間は予定です。
◇会場
駒沢女子大学
◇出展対象
食品、医薬品、医療機器、健康機器など
◇出展料金

◇出展小間数
40 小間程度
◇小間配置
出展の申込は締め切り後、本会事務局が決定いたします。
◇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。
◇出展社へのご案内
出展社説明は予定しておりません。机本数、配置、搬入出、装飾、管理等については、開催１ヶ月前頃
に詳細な出展要項をご案内いたします。
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◇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します。
◇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。
◇会期・開催時間の変更
やむを得ない事情により会期及び開催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し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のでご了承ください。
◇本学会への参加資格について
出展社には、第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会の展示企業協賛証を受付にてお渡しします(但し、4
名様までは無料、5 名様以上は参加費をお支払いただきます)。昼食は必要個数（有料）を申込み下さ
い。後日申込書を送付します。
◇申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「併設展示出展、ランチョン・調理・フィジカルアセスメントセミナー、特別講演・シン
ポジウム申込書」
（別紙）をご記入のうえ、FAX、またはメールの添付にてお申し込みください。申込
の対象者は、本会の目的に賛同いただける企業・団体とします。お申込みと同時に賛助会員への入会へ
も可能です。詳しくはホームページを参照願います。
◇申込締め切り
2019 年 3 月 22 日（金）
但し募集小間数に達した場合には、締め切らせていただくことがございますのでご了承ください。
◇電気
出展社の希望により電源を展示小間まで供給させて頂きます。費用は 8,000 円／500W（税別）です。
◇その他
プロパンガス、圧縮空気の仕様は、原則的には禁止させていただきます。
◇ご請求
お申し出頂きました企業様には、申込書受領後に請求書をお送りいたしますので、請求書発行日より 1
ヶ月以内に請求書に記載されている指定口座にお振込みください。
なお、誠に勝手ながら振込手数料につきましては貴社負担にてお願いいたします。
※請求書発行後のキャンセルは、原則として受け付けられませんのでご了承ください。
・小間数に限りがございますので、定数になり次第締切らせていただきます。
・出店内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合、主催者はその受付を保留・拒否する場合があります。
◇申込先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会 事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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学会誌（講演要旨集）広告募集要項
◇広告媒体名
日本在宅栄養管理学会誌（Vol.6 No.1）
◇印刷予定部数
3,000 部
◇印刷予定費用
3,000,000 円
◇発行予定日
2019 年 6 月上旬
◇申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「学会ホームページ・学会誌 広告申込書」
（別紙）をご記入のうえ、FAX、またはメール
の添付にてお申し込みください。申込の対象者は、本会の目的に賛同いただける企業・団体とします。
お申込みと同時に賛助会員への入会へも可能です。詳しくはホームページを参照願います。
◇広告申込締め切り
2019 年 3 月 22 日（金）
◇広告料金（税別）
広告掲載場所

金

額（税別）

賛助会員

広告受付数

備

考

非会員

表 3（裏表紙の内側 1 頁）

40,000 円

50,000 円

1社

カラーの場合は 4 万円増

表 3 対向（表 3 の向かい頁）

30,000 円

40,000 円

1社

モノクロ

後付 1 頁

20,000 円

30,000 円

－

モノクロ

◇広告原稿
広告原稿は、版下データにて、2019 年 3 月 22 日（金）までに第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会
事務局にご提出ください（原稿の返却をご希望の場合には、切手を貼付した返信用封筒を同封ください）
。
データは A4 判（サイズ縦 297mm×横 210mm）とし、EPS データ（Illustrator、Photoshop も可）
で入稿ください。
なお、フォント崩れを防ぐため、文字は必ずアウトライン化をお願いいたします。
◇ご請求
お申し出頂きました企業様には、申込書受領後に請求書をお送りいたしますので、請求書発行日より
1 ヶ月以内に掲載料を請求書に記載されている指定口座にお振込みください。
なお、誠に勝手ながら振込手数料につきましては貴社負担にてお願いいたします。
※お申込み後のキャンセルは、原則として受け付けられませんのでご了承ください。
◇申込先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会 事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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学会ホームページ バナー広告募集要項
◇広告媒体名
第 7 回日本栄在宅栄養管理学会学術集会 公式ウェブサイト
◇掲載箇所
第7回日本栄在宅栄養管理学会学術総会公式ウェブサイト トップページ内
※掲載配置については事務局にご一任ください。
◇掲載要領
１．URL:http://jhnms-congre.jp/
２．ジャンル: 栄養学系サイト、学会サイト
３．対象: 栄養士、栄養管理士、栄養関連施設の教員、医師、看護師、その他学会関係者等
４．主要コンテンツ: 開催概要、プログラム、演題募集、会場案内等
５．広告セールス方式：貴社指定マークから貴社ホームページへ リンクを設定
◇広告料（税別）
賛助会員：30,000 円 非会員 50,000 円
◇広告規格
サイズ（ピクセル）、画像形式、容量等はお申し込み後に、ご連絡いたします。
◇申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「学会ホームページ・学会誌 広告申込書」
（別紙）をご記入のうえ、FAX、またはメール
の添付にてお申し込みください。申込の対象者は、本会の目的に賛同いただける企業・団体とします。
お申込みと同時に賛助会員への入会へも可能です。詳しくはホームページを参照願います。
◇申込期限
2019年3月22日（金）
◇ご請求について
申込書を受領後、請求書を発行いたします。 請求書記載の指定口座までお振込みください。
なお、まことに勝手ながら振込手数料は貴社負担とさせていただきます。また、請求書発行後のキャ
ンセルは、原則として受け付けません。
◇申込先ならびにお問合せ先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会 事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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飲料物等サンプル提供募集要項
◇会

期

2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）
◇会

場

駒沢女子大学（〒206-8511 東京都稲城市坂浜 238 番地）
◇参加予定人数
約900名
◇提供希望品
飲料・スナック・その他
◇提供方法
会場内ドリンクコーナー等
◇申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「飲料物等サンプル、ネームホルダー、コングレスバック申込書」
（別紙）をご記入のう
え、FAX、またはメールの添付にてお申し込みください。申込の対象者は、本会の目的に賛同いただけ
る企業・団体とします。お申込みと同時に賛助会員への入会へも可能です。詳しくはホームページを参
照願います。
◇申込期限
2019年3月22日（金）
◇納品日
2019年7月12日（金）午後着でお願いします。送付先の詳細については後日ご連絡します。
◇機器類の使用
冷蔵庫等貴社・貴団体ご用意の機器類の使用を希望される場合は、申込書に必ずご記入ください。
なお、設置場所等の関係で個別に相談させていただく場合がございます。
◇提供社名の掲載
締切りまでにお申し込みいただいた場合は、ご協力企業・団体として 「学会誌 Vol.6 No.1（講演要旨
集）
」にお名前を掲載させていただきます。
◇飲料等サンプル提供に関するお問合せ先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会 事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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ネームホルダー・コングレスバック提供企業・団体募集要項
◇会

期

2019 年 7 月 13 日（土）～14 日（日）
◇会

場

駒沢女子大学（〒206-8511 東京都稲城市坂浜 238 番地）
◇参加予定人数
約900名
◇提供希望品
ネームホルダー、コングレスバック
●ネームホルダー：ストラップ付きネームカードケース
（ストラップの部分に社名やロゴマークが入っていても差し支えありません）
●コングレスバック：Ａ4サイズ以上の資料が入るバック
（バックに社名やロゴマークが入っていても差し支えありません）
◇配付対象
第7回日本在宅栄養管理学会学術総会参加者、学会関係者 約900名
◇配付方法
学術総会当日、参加者全員に受付で配付します。
◇申込方法、対象企業・団体
本案内添付の「飲料物等サンプル、ネームホルダー、コングレスバック申込書」
（別紙）をご記入のう
え、FAX、またはメールの添付にてお申し込みください。申込の対象者は、本会の目的に賛同いただけ
る企業・団体とします。お申込みと同時に賛助会員への入会へも可能です。詳しくはホームページを参
照願います。
◇申込締切
2019年3月22日（金）
◇提供品の納品
後日ご連絡させていただきます。
◇提供社名の掲載
締切りまでにお申し込みいただいた場合は、協力企業・団体として「学会誌 Vol.6 No.1（講演要旨集）
」
にお名前を掲載させていただきます。
◇ネームホルダー・コングレスバックに関するお問合わせ先
第 7 回日本在宅栄養管理学会学術集会 事務局
〒171-0031 東京都豊島区目白 2-5-24 第二平ビル 学際企画株式会社内
（TEL）03-3981-7281 又は 050-5530-1160（IP 電話）
（FAX）03-3981-7284
（E-mail）houeiken@gakusai.co.jp
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