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大会長  ： 折井 孝男（河北総合病院 薬剤部長） 
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  ご挨拶 

 

 このたび、私儀、第 11 回日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11 回学術大会

を 2017 年 5 月 20 日（土）から 21 日（日）までの 2 日間、沖縄・万国津梁館で開催させて頂

くことになりました。誠に大役ではありますが、組織委員一同と力を合わせ、会員諸兄、そ

して周囲のご期待に添えるよう努力してまいりたいと存じます。 

 本学術大会は、学会名が平成 29 年度から日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会に

変わることに伴い、第 11 回大会より最初に述べた日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー

学会学術大会として新たな時期を迎えます。 

 医療の世界は私たちが考えている以上に速い速度で変化しています。このグローバルな変

化に対応するためには、ジェネリック医薬品・バイオシミラーに係わらず、医薬品に従事す

る人たちがスピード感を持ち、世界の中での日本で対応していくことが大切です。パラダイ

ムシフトを意識し、そして、国民の医療に対するニーズなどを知ることも非常に大切なこと

といえます。医療を提供する側も医療を受ける国民の側も限られた資源の有効な利用という

視点に立って医療を見なおしてみることが必要です。このように医療の変化の速度に遅れる

ことなく、的確なジェネリック医薬品・バイオシミラーに係わる情報を捉えるためにも最新

の医療に関する情報を捉えることが必須であると思います。このような考えから、日本ジェ

ネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11 回学術大会のテーマは「ジェネリック医薬品・バ

イオシミラーのより良い提供体制とより良い利活用の方法を求めて ～限りある情報源を有

効利用するために～」とさせて頂いています。 

 本学術大会の運営に当たっては質素を旨とし、会費を中心に自らの及ぶ範囲で行うべきこ

とは当然でありますが、何分にも昨今の厳しい状況かにあっては、いささかままなりません。 

 つきましては、誠に申しあげにくいことではございますが、本学術大会の意義をご賢察頂

き、ご協力とご支援を賜りますようお願い申しあげるしだいです。 

 末筆ながら、各位のご発展をお祈り申しあげます。 

 

 

平成 28 年 12 月吉日 

 

第 11 回日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11 回学術大会 

大会長  折井 孝男 

（河北総合病院 薬剤部） 
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＜ 大 会 概 要 ＞ 

１．大会名称 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11 回学術大会 

２．大会役員 

大   会   長  折井 孝男（河北総合病院） 

プログラム委員長  佐藤  博（新潟大学名誉教授） 

実  行  委 員 長   中島 克佳（東京大学医学部附属病院） 

大  会  事 務 局  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11 回学術大

会事務局 

 

 

３．会   期 

 2017 年（平成 29 年）5 月 20 日（土）･21 日（日） 

４．会   場 

 万国津梁館 

 

５．開催計画の概要 

    ＜テーマ＞ ジェネリック医薬品・バイオシミラーのより良い提供体制と 

より良い利活用の方法を求めて  

～限りある情報源を有効利用するために～ 

  ＜学術プログラム＞ 

1）代表理事講演、特別講演 

      2）シンポジウム 

  3）ポスター展示 

 ＜大会ホームページ＞ 

 

 ＜参加予定者数＞  

  ４００名以上 

 ＜参加対象者＞ 

大学・病院に勤務する医療関係者（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、技師）、

MR、企業関係者等 
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６．収支予算案 平成２８年 １２月現在 

 

◆収入（単位：円） 

科目 予算額 摘要 

参加費収入 3,200,000 事前 5,000 円×500 名、当日 7,000 円×100 名、学生無料 

懇親会参加費 500,000 5,000 円×100 名 

広告収入 1,110,000 12 社を予定 

セミナー企画収入 2,181,600 各種セミナー7 社 

企業展示企画収入 2,160,000 10 社 

協賛金 120,000 寄付 

書籍展示収入 43,200   

コングレスバッグ収入 250,000   

補助金 1,000,000   

準備金 2,000,000   

収入合計 12,564,800   

 

 

 

◆支出（単位：円） 

科目 予算額 摘要 

会場費 1,800,000   

運営費 4,300,000 機材借用費、表示看板、当日運営人件費等 

学会大会抄録集 1,200,000 講演要旨集印刷製本 1,500 円×700 部、事務費 

印刷費 150,000 会告案内、プログラム、募金趣意書等 

広報費 780,000 案内状（ポスター、チラシ）、プレスリリース、その他広報誌等 

通信費 200,000   

招聘関係費 1,800,000 シンポジスト、座長、謝金、旅費、宿泊費 

会議費 450,000 150,000 円×3 回（出席者交通費を含む） 

懇親会費 600,000 5,000 円×120 名（招待者 20名分含む） 

コングレスバッグ 250,000   

物品費 150,000 ドリンク代等 

事務経費 884,800 消耗品費、事前準備人件費等 

収入合計 12,564,800   
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＜ ランチョンセミナーＡ募集要項 ＞ 

 

1.目 的  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会の参加者への啓蒙

となる講演 

 

2.日  時  2017年 5月 20日（土） 12:00 ～ 13:00 2セッション 

       2017年 5月 21日（日） 11:20 ～ 12:20 2セッション 

 

3.場  所  万国津梁館 オーシャンホール A、オーシャンホール B+C 

       （沖縄県名護市喜瀬 1792番地） 

 

4.募集金額  １セッション 270,000円（うち税 2万円）（110名規模）：計 4セッション 

 ※料金には、講演会会場費、機材費、音響関係費、照明関係費を含んでおります。 

         お弁当代は上記とは別に各社でのご負担とさせていただきます。 

※会場等は大会事務局で調整させていただきますので、ご了承下さい。 

※講演者・座長用として学術大会参加証（2枚）を準備いたします。 

※講演者・座長用以外の学術大会参加証は含まれておりません。 

 

5.申込方法  別紙の「申込書」に必要事項をご記入の上 

下記大会事務局まで郵送もしくは FAXでお申込み下さい。 

 

6.申込期限  2017年 4月 10日（月） 

 

7.お支払い  「申込書」を確認後、「請求書」を大会事務局よりお送りいたします。 

また、お弁当代、オプション機器等については別途請求させていただき 

ます。 
 

 
申込み先・問合せ先： 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第 11回学術大会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401 

有限会社クリックトライ内 

TEL：03-5840-8528  FAX：03-5684-1022 

E-mail: jge1 E-mail: jge11@clicktry.jp       担当：大黒 

 

8.その他  ・お申込は先着順となっております。 

・昼食のお弁当代は 2,700円（税込／業務管理費含む）を予定しており、各 

会場同一の内容を手配します。 

・運営費用（人員、看板装飾等）および講師への交通・宿泊費や謝礼、講演 

料については、参加企業様のご負担とさせて頂きます。 

・4月中旬頃に実施会場ならびに委細のご案内をいたします。 
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＜ ランチョンセミナーB 募集要項 ＞ 

 

1.目 的  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会の参加者への啓蒙

となる講演 

 

2.日  時  2017年 5月 21日（日） 11:20 ～ 12:20 1セッション 

 

3.場  所  万国津梁館 サミットホール 

       （沖縄県名護市喜瀬 1792番地） 

 

4.募集金額  １セッション 345,600円（うち税 2.56万円）（160名規模）：計 1セッション 

 ※料金には、講演会会場費、機材費、音響関係費、照明関係費を含んでおります。 

         お弁当代は上記とは別に各社でのご負担とさせていただきます。 

※会場等は大会事務局で調整させていただきますので、ご了承下さい。 

※講演者・座長用として学術大会参加証（2枚）を準備いたします。 

※講演者・座長用以外の学術大会参加証は含まれておりません。 

 

5.申込方法  別紙の「申込書」に必要事項をご記入の上 

下記大会事務局まで郵送もしくは FAXでお申込み下さい。 
 

 

6.申込期限  2017年 4月 10日（月） 

 

7.お支払い  「申込書」を確認後、「請求書」を大会事務局よりお送りいたします。 

また、お弁当代、オプション機器等については別途請求させていただき 

ます。 
 

 
申込み先・問合せ先： 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第 11回学術大会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401 

有限会社クリックトライ内 

TEL：03-5840-8528  FAX：03-5684-1022 

E-mail: jge1 E-mail: jge11@clicktry.jp       担当：大黒 

 

8.その他  ・お申込は先着順となっております。 

・昼食のお弁当代は 2,700円（税込／業務管理費含む）を予定しており、各 

会場同一の内容を手配します。 

・運営費用（人員、看板装飾等）および講師への交通・宿泊費や謝礼、講演 

料については、参加企業様のご負担とさせて頂きます。 

      ・4月中旬頃に委細のご案内をいたします。 
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＜ スポンサードシンポジウム募集要項 ＞ 

 

1.目 的  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会の参加者への啓蒙

となる講演 

 

2.日  時  2017年 5月 20日（土） 17:10 ～ 18:25 2セッション 

                  

3.場  所  万国津梁館 オーシャンホール A、オーシャンホール B+C 

       （沖縄県名護市喜瀬 1792番地） 

 

4.募集金額  １セッション 378,000円（うち税 2.8万円）（130名規模）：計 2 セッション 

 ※料金には、講演会会場費、機材費、音響関係費、照明関係費を含んでおります。 

※会場等は事務局で調整させていただきますので、予めご了承下さい。 

※講演者・座長用として学術大会参加証（2枚）を準備いたします。 

※講演者・座長用以外の学術大会参加証は含まれておりません。 

        ※会場（実施場所）は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 

 

5.申込方法  別紙の「申込書」に必要事項をご記入の上 

下記大会事務局まで郵送もしくは FAXでお申込み下さい。 
 
 

6.申込期限  2017年 4月 10日（月） 

 

7.お支払い  「申込書」を確認後、「請求書」を大会事務局よりお送りいたします。 

また、オプション機器等については別途請求させていただきます。 
 

 
申込み先・問合せ先： 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第 11回学術大会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401 

有限会社クリックトライ内 

TEL：03-5840-8528  FAX：03-5684-1022 

E-mail: jge1 E-mail: jge11@clicktry.jp       担当：大黒 

 

8.その他  ・お申込は先着順となっております。 

・運営費用（人員、看板装飾等）および講師への交通・宿泊費や謝礼、講演 

料については、参加企業様のご負担とさせて頂きます。 

・4月中旬頃に委細のご案内をいたします。 
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＜ 企業展示募集要項 ＞ 

 

1.目 的  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会の参加者への啓蒙

となる展示 

 

2.日  時  2017年 5月 20日（土）  13:00 ～ 17:00  

           5月 21日（日）   9:00 ～ 12:30 

 

3.場  所  万国津梁館 サミットホールロビー 

       （沖縄県名護市喜瀬 1792番地） 

 

4.募集金額  企業展示（募集小間総数：10小間） 

１小間（2日間） 216,000円（うち税 1.6万円） 

※料金には、バックパネル（W1800/H2100）１式、机１台（W1800/D450）が含まれます。 

 また、バックパネル掲示面積は上部の W1800/H1300です（サイズ変更の可能性あり）。 

※小間位置は事務局で調整させていただきますので、予めご了承下さい。 

※学術大会参加証は含まれておりません。展示用のスタッフ証を 3枚用意いたします。 

        ※会場（出展場所）は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 

 

5.申込方法  別紙「申込書」に必要事項をご記入の上 

下記大会事務局まで郵送もしくは FAXでお申込み下さい。 
 

 

6.申込期限  2017年 4月 10日（月） 

 

 

7.お支払い  「申込書」を確認後、「請求書」を大会事務局よりお送りいたします。 

また、オプション備品等については別途請求させていただきます。 
 

 
申込み先・問合せ先： 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第 11回学術大会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401 

有限会社クリックトライ内 

TEL：03-5840-8528  FAX：03-5684-1022 

E-mail: jge1 E-mail: jge11@clicktry.jp       担当：大黒 

 

 

8.その他  ・お申込は先着順となっております。 

      ・料金に含まれないオプション備品等については、参加企業様のご負担とさ 

せて頂きます。 

・4月中旬頃に小間位置のご案内をいたします。 
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＜ 書籍展示募集要項 ＞ 

 

1.目 的  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会の参加者への啓蒙

となる書籍展示 

 

2.日  時  2017年 5月 20日（土）  13:00 ～ 17:00  

           5月 21日（日）   9:00 ～ 12:30 

 

3.場  所  万国津梁館 サミットホールロビー 

       （沖縄県名護市喜瀬 1792番地） 

 

4.募集金額  書籍展示（募集小間総数：2小間） 

１小間 21,600円（うち税 0.16万円） 

 ※料金には、机 2台分（W1800/D900）が含まれます。 

※小間位置は事務局で調整させていただきますので、ご了承下さい。 

※学術大会参加証は含まれておりません。展示会用のスタッフ証を 2枚用意いたします。 

 

5.申込方法  別紙「申込書」に必要事項をご記入の上 

下記大会事務局まで郵送もしくは FAXでお申込み下さい。 
 

 

6.申込期限  2017年 4月 28日（金） 

 

 

7.お支払い  「申込書」を確認後、「請求書」を大会事務局よりお送りいたします。 

また、オプション備品等については別途請求させていただきます。 
 

 
申込み先・問合せ先： 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第 11回学術大会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401 

有限会社クリックトライ内 

TEL：03-5840-8528  FAX：03-5684-1022 

E-mail: jge11@clicktry.jp       担当：大黒 
 

 

8.その他  ・お申込は先着順となっております。 

      ・料金に含まれないオプション備品等については、参加企業様のご負担とさ 

せて頂きます。 

・5月上旬頃に小間位置のご案内をいたします。 
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日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会事務局 行き     

FAX：03-5684-1022 

各種セミナー、企業展示、書籍展示申込書 

   年   月   日 

 

「日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会」に賛同し、下

記企画の開催を申し込みます。（下記いずれかの□にチェックしてください） 
 

□ ランチョンセミナーA       \270,000-（税込） 
□ ランチョンセミナーB       \345,600-（税込） 
□ スポンサードシンポジウム     \378,000-（税込） 
□ 企業展示（１小間/２日）      \216,000-（税込） 
□ 書籍展示（１小間/２日）       \21,600-（税込） 

 

 
ご芳名／団体名                         印  

 
  ご連絡先住所 〒                             
 
  ご担当者名  氏名：             （担当部署）        
 
         TEL：             FAX：            
 
         E-mail：                          
 
  内容（※ランチョンセミナーは、仮題または正式演題名、展示は展示内容の記入必須） 

 
 
 
 

【ご注意】  本申込書を受理してから請求書を発行いたします。 

        振込先は請求書発行の際、ご連絡いたしますので、指定された請求締切日まで

にお振込くださいますようお願い申し上げます。 

なお、振込手数料は貴社にてのご負担とさせていただきます。 
 

 
申込先：日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 第 11回学術大会事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401 

     有限会社クリックトライ内 

     TEL：03-5840-8528  FAX：03-5684-1022 

         E-mail: jge11@clicktry.jp 

                           担当：大黒 
 

 事務局欄 受付日    年   月    日  受付番号      備考 
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＜ 募金要項 ＞ 

 

【募金の名称】 

  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会 寄附金 

 

【募金目標額】 

  12万円（経費総額約 1,200万円） 

 

【募金期間】 

  2017年 1月 10日（火）～2017年 5月 15日（月） 

 

【寄付金の使途】 

  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会（準備と当日運営）の費用に

充当させていただきます。 

 

【申込み方法】 

    ◆方法： 別紙の申込書をご利用の上、下記事務局までお申込みください。 

         その後、領収書をお送りいたします。 

 

【お申込み・お問合せ先】 

 

 

【お振込み先】 

  ご協賛にあたりましては、下記の口座にお振込みいただければ幸いに存じます。 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会事務局 

担当：大黒 

有限会社クリックトライ内 

113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401   

TEL：03-5840-8528 FAX：5684-1022 E-mail：jge11@clicktry.jp 

■振込み 

三菱東京ＵＦＪ銀行 浜松町支店 

普通口座 0028252 

口座名義： シャ）ニホンジェネリックイヤクヒンガッカイ 

◆大変恐縮に存じますが、振込み手数料は貴社にてご負担願います。 
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日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会事務局 行き    

 Fax：03-5684-1022 

寄 付 申 込 書 

年  月  日 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会 

大会長 折井 孝男 殿 

 

このたびの学術大会の趣旨に賛同し、下記の金額を寄付いたします。 

 

金額 
 

金              円也 

 

 

※寄付者が法人の場合、必ず法人としての寄付が確認できる印（登記印・代表者印・会社印等）

を捺印してください。 

 

支払い方法（チェックしてください） 

  □         銀行         支店を通じて別途払い込みました。 

  □         銀行         支店を通じて  月  日頃払い込みます。 

 

 

■日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会事務局 

 担当： 大黒 

113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401 有限会社クリックトライ内 

 Tel：03-5840-8528  Fax：03-5684-1022  E-mail：jge11@clicktry.jp 

ご芳名 

（貴社名） 

 

ご住所 
 

代表者 

職・氏名 

 

担当者 

職・氏名 

 

E-mail 
 

TEL 
 

FAX 
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＜ 学術大会抄録集 広告募集要項 ＞ 

 

【発行概要】 

   ■発行    2017年 5月 20日（土） 

   ■部数    700 部（および正会員向けには PDFで配信） 

   ■ページ数  全 60ページ程度 

   ■サイズ   A4 

   ■予定内容  ・学術大会概要 

          ・招待講演 

          ・代表理事講演 

          ・シンポジウム 

          ・ランチョンセミナー 

          ・スポンサードシンポジウム 

・一般演題事例研究発表 

 

【広告協賛】 

   ■広告枠・料金  表４カラー          \150,000-     1枠 

            表２カラー          \135,000-     1枠 

            表３カラー          \120,000-     1枠 

表２対向カラー        \120,000-     1枠 

目次対向カラー        \105,000-     1枠 

表３対向カラー        \105,000-     1枠 

            中面カラー１ページ       \95,000-     1枠 

中面モノクロ１ページ     \ 80,000-     1枠 

            中面モノクロ 1/2ページ    \ 50,000-     4枠 

 

   ●コングレスバッグ               \250,000-     1枠 

    （片面に申込み企業様のロゴ掲出／もう１方の片面は大会名記載の予定） 

    ロゴデータを支給ください。 

※上記料金には別途消費税がかかります。 

表紙 

 

表２ 
表２ 

対向 

 

目次 

対向 
目次 以降、本文 

 

中面 1/2 中面 1/2 
  

中面 

モノクロ 

中面 

カラー 

 

表３ 

対向 
表３  表４ 

中面 1/2 中面 1/2 

■掲載誌 3部進呈いたします。 
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【スケジュール】 

    ■お申込み締切日    2017年 4月 10日（月） 

    ■枠決定        ※お申込み順に、順次ご案内いたします。 

    ■原稿締切       2017年 4月 20日（木） 

    ■発行・納品      2017年 5月 20日（土） 

 

【お申込み方法・お問合せ先】 

  日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会では、学術大会の運営とともに、抄録集の広

告協賛に関わるお申込み・お問合せ・入稿・納品などの一切の業務を、有限会社クリックトラ

イに委託しています。 

つきましては、別紙お申込書にて、下記担当者窓口宛までにお申込みいただきますよう、お願

い申し上げます。 

また、本件に関するお問合せも、下記担当窓口宛にお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意点】 

以下の点について、事前にご了承ください。 

 ■広告料金のご請求は、掲載申込み締切日（4 月末付け）に、日本ジェネリック医薬品・バイ

オシミラー学会第 11 回学術大会事務局より行わせていただきます。翌々7 月末日までに指定

の銀行口座にお振込みください。 

 ■広告枠に限りがございますので、ご容赦の程、お願い申し上げます。 

 ■お申込み先着順により、広告出稿枠が決定となります。 

 ■広告データは、印刷で用いる Adobe Illustratorで扱える AI形式、或いは EPS形式のベクタ

ーデータにてご支給ください。 

 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会事務局 

担当：大黒 

有限会社クリックトライ内 

113-0033 東京都文京区本郷 3-37-3 富士見ビル 401   

TEL：03-5840-8528 FAX：5684-1022 

E-mail：jge11@clicktry.jp 



 14 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会第 11回学術大会事務局 行き     

FAX：03-5684-1022 

■お申込み締切日：2017年 4月 10日（月） 

広告協賛概要や注意事項等を了解し、下記内容にて広告出稿を申し込みます。 

 

■会社名                                   印   

 

■住 所   〒 

                                     

 

                                            

 

■申込者氏名                                      

 

■部署・役職                                      

 

■TEL／FAX TEL                 FAX                  

 

■E-mail                                        

 

 サプルメント 

第１希望枠 
 

第２希望枠 
 

第３希望枠 
 

 

枠名 金額 枠数

表4カラー 150,000 1枠

表2カラー 135,000 1枠

表3カラー 120,000 1枠

表2対向カラー 120,000 1枠

目次対向カラー 105,000 1枠

表3対向カラー 105,000 1枠

中面カラー1ページ 95,000 1枠

中面モノクロ1ページ 80,000 1枠

中面モノクロ1/2ページ 50,000 4枠

コングレスバッグ 250,000 1枠

サプルメント

 
 

※ご希望の広告枠は、申込み先着順にて決定し、順位

が上のお申し込みを優先させていただきますので、予

めご了承ください。 

※左記金額に別途消費税がかかります。 

 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会 

第 11回学術大会事務局 

担当：大黒 

有限会社クリックトライ内 

TEL：03-5840-8528 FAX：03-5684-1022 

E-mail：jge11@clicktry.jp 

日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会誌 

「第 11 回学術大会抄録集」 

広 告 掲 載 申 込 書 


