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趣 意 書 

 
謹 啓 
 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 さて、（社）日本薬学会 環境・衛生部会は、疾病予防や健康維持・増進に関する学術・

研究の推進に目標を置き、関連する基礎および応用分野の研究者の研究発表、知識の交換

ならびに研究者相互間の連携の場を提供することを目的として活動を行っております。本

部会におきましては、近年の予防医薬学の重要性や健康志向の高まりを認識して、生体内

外の健康障害性物質や微生物の問題を主要な研究課題として位置づけると共に、ヒトを含

めた多様な生物種の共存に必要な環境問題にも鋭意取り組んでおります。本部会では、重

要な活動の一つとして、毎年「フォーラム：衛生薬学・環境トキシコロジー」を開催して

おります。本フォーラムは健康と環境に関わる大学、行政および企業等の研究者が一堂に

会し、最新の知見について報告し、意見を交換することにより自己の研鑽に努め、広く社

会に貢献することを目的としております。これの実現には、この領域を支える次世代研究

者の養成も不可欠ですが、例年の上記フォーラムでは多くの大学院学生・学部学生による

研究成果発表がなされており、優秀者を顕彰して人材育成に役立てております。また、毎

回のフォーラムは韓国の薬学とも密接に連携しており、数十にも及ぶ研究成果発表（英語）

を得て、学術・交流および若手人材養成の観点から極めて有意義な場となっております。 
 （社）日本薬学会 環境・衛生部会の学術集会は、過去３８回にわたり多数の内外研究

者の参加により有意義に開催されてきましたが、第３９回目となる本フォーラムでは実行

委員長に熊谷嘉人（筑波大学医学医療系 環境生物学分野・教授）が指名され、平成２６年

９月１９日、２０日の両日につくば国際会議場において開催される予定です。現在、本フ

ォーラムを成功裡に開催すべく鋭意準備に当っておりますが、開催費用の一部を展示・広

告・寄付金にて充当させていただきたいと存じます。昨今の企業をめぐる環境は厳しいも

のがあることを十分承知致しており、可能な限り質素な運営を心がけますが、本フォーラ

ムの趣旨をご理解いただきまして、ご協力ご支援賜りますようお願い申し上げる次第です。

尚、本年は企業ブースの展示も可能とさせていただきますのでぜひご参加いただけますと

幸甚に存じます。 
以上の趣旨をご理解の上、何卒よろしくご協力ご支援賜りますよう伏してお願い申し上

げます。 
謹 白 

平成２６年２月吉日 

フォーラム２０１４：衛生薬学・環境トキシコロジー 

実行委員長  熊谷 嘉人 

筑波大学医学医療系 環境生物学分野・教授 
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フォーラム開催概要 

 

 
１．会議の名称：「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」 
 
２．会議のテーマ：環境と健康の未来を探る 

 
３．主催機関： 日本薬学会（環境・衛生部会） 
 
４．協賛機関 ： 環境ホルモン学会、日本衛生学会、日本化学会、日本環境変異原学会、 
        日本生化学会、日本毒性学会、日本分析化学会、日本薬物動態学会、 

日本薬理学会 
 
５．代表責任者： 実行委員長 熊谷 嘉人  

（筑波大学医学医療系 環境生物学分野・教授） 
 
６．会  期： 平成２６年９月１９日（金）、２０日（土） 
 
７．会  場： つくば国際会議場  （茨城県つくば市竹園 2-20-3） 
 
８．内  容： ・特別講演 ２題  

 ・教育講演 １題 

・フォーラム I〜IV の４討論課題 

・日韓次世代シンポジウム 

 ・一般演題（口頭発表とポスター 合計 約２００題） 
 
９．参加予定数： 約３５０名（国内３２０名、国外３０名） 
 
１０．事 務 局：〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1 
        筑波大学医学医療系 環境生物学分野内 
 「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」事務局 
        電話：029-853-2394（あるいは 3297）, FAX：029-853-2394 
 e-mail： ya_shinkai@md.tsukuba.ac.jp（新開泰弘 助教） 
  あるいは 
  forum2014eisei@gmail.com（学会公式アドレス） 
  

（予定） 

（五十音順） 
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寄付金募集要領 

 
 

１．目的 

 

フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジーの準備および運営資金の補助 

 

２．寄付金 

 

  １口 ２０，０００円（できましたら２口以上でお願いいたします） 

 
３．申込方法 

 

  別紙の寄付金申込書に必要事項をご記入の上、平成２６年９月２０日迄に事務局に

e-mail 添付でご連絡下さい。 

    
 事務局 e-mail：  ya_shinkai@md.tsukuba.ac.jp（新開泰弘 助教） 
  あるいは 
     forum2014eisei@gmail.com（学会公式アドレス） 

 

４．寄付金の振込先 

 

  平成２６年９月２０日迄に下記の銀行口座へお願いいたします。なお、大変恐縮です

が、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願いいたします。 

    

       銀行名 ： 常陽銀行 研究学園都市支店 

       預金種目：  普通 

口座番号： 3752057 

       口座名義： フォーラム２０１４ 代表 熊谷 嘉人 
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ランチョンセミナー募集要項 

 

１．スケジュール（予定） 

平成２６年９月１９日（金）１２：００～１３：００ 

９月２０日（土）１１：５０～１２：５０ 

  ※上記時間は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。最終的な詳細スケ

ジュールは事前に別途ご連絡いたします。 

 

２．会場・席数 

  つくば国際会議場 

  平成２６年９月１９日（金）：C 会場 63 席（椅子のみ／机あり） 

  平成２６年９月２０日（土）：B 会場 144 席（椅子のみ／机あり） 

 

３．共催費 

  １枠： C 会場   ５０，０００円（税込） 

      B 会場 １００，０００円（税込） 

 

４．共催費に含まれるもの 

  ・講演会場費 

・音響照明舞台等付帯設備費、機材関係費（本会で使用している設備） 

・PC オペレータ 1 名 ※発表は全て PC プレゼンテーションです 

・セミナー会場用スタッフ証（セミナー会場内への出入りが可能）：3 枚 
※セミナー会場用スタッフ証は、他の講演会場・懇親会場への入場はできません。 

  【下記は含まれませんので、別途貴社にてご負担をお願いいたします】 

・飲食費（お弁当） 

・座長、セミナー講師関係費（謝礼、旅費交通費、発表用の PC 等） 

・看板装飾費、チラシ等印刷関係費 

・控室関係費（会場費、飲食費、備品等） 

・運営人件費（受付、弁当配布、進行・アナウンス等） 

・既設以外の機材、音響照明舞台設備費等 
※飲食費、控室、看板、追加機材等に関しては、運営事務局からお申込み後に別途ご案内を

お送りいたしますので、ご希望をご連絡ください。 
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５．お申込み方法 
申込用紙に必要事項をご記入の上、平成２６年７月３１日（木）までにe-mailかFAX

でフォーラム運営事務局宛にお送り下さい。 
 

６．お申込み後の流れ 

・当日手配関係のご案内：会期の 1～2 ヶ月前にご連絡させていただきます。 

・セミナーテーマ、座長、セミナー講師の情報はプログラム要旨集に掲載させていた

だきますので、事前に運営事務局までお知らせください。 

 

７．共催費のお支払い 

お申込み後、請求書をお送りしますので、期日（1 ヵ月以内）までに指定口座（請求

書に記載）にお振り込み下さい。なお、振込手数料は貴社にてご負担いただきますよう

お願いいたします。入金をもってお申し込みの正式受理とさせていただきます。 

 

８．取り消し・解約 

お申込み後の取り消しは、お受けできませんので予めご了承下さい。また、主催者が

不可抗力と認めた事故以外は、共催費の返金はいたしかねますので、予めご了承下さい。 

 

９．フォーラム事務局 
〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1 

  筑波大学医学医療系 環境生物学分野内  
「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」事務局 
電話：029-853-2394（あるいは 3297）, FAX：029-853-2394 
e-mail：ya_shinkai@md.tsukuba.ac.jp（新開泰弘 助教） 

 あるいは 
   forum2014eisei@gmail.com（学会公式アドレス） 

 

１０．お申込み、お問合せ先 

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-4-2  

株式会社仙台共同印刷内 

「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」運営事務局 

担当：長谷川竹志、長谷川美貴 

電話：022-236-7161 FAX：022-236-7163   

e-mail：tox_forum2014@senkyo.co.jp 
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企業展示募集要項 

 

１．展示スケジュール（予定） 

平成２６年９月１９日（金）午前９時～１８時 

９月２０日（土）午前９時～１７時 

搬入：平成２６年９月１８日（木）夕方 

  搬出：平成２６年９月２０日（土）夕方 

  ※上記時間は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。最終的な詳細スケ

ジュールは事前に別途ご連絡いたします。 

 

２．展示会場 

  つくば国際会議場 

 

３．出展料 

  １小間： １００，０００円（税込） 

 

４．展示形式 

  パネル（ホワイトボード）：１枚 

  机：           １本 

  ※詳細は事前に別途ご連絡いたします。 

  ※電気供給、備品につきましては、別途費用になります。 

 

５．お申込み方法 
申込用紙に必要事項をご記入の上、平成２６年７月３１日（木）8 月 7 日（木）まで

にe-mailかFAXでフォーラム運営事務局宛にお送り下さい。 
 

６．場所の割り当て 

お申込みをいただいた順に、主催者にて小間を割り当てさせていただきます。詳細は

事前に別途ご連絡いたします。 

 

７．出展料のお支払い 

お申込み後、請求書をお送りしますので、期日（1 ヵ月以内）までに指定口座（請求

書に記載）にお振り込み下さい。なお、振込手数料は貴社にてご負担いただきますよう

お願いいたします。入金をもってお申し込みの正式受理とさせていただきます。 
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８．出展の取り消し・解約 

お申込み後の取り消しは、お受けできませんので予めご了承下さい。また、主催者が

不可抗力と認めた事故以外は、出展料の返金はいたしかねますので、予めご了承下さい。 

 

９．フォーラム事務局 
〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1 

  筑波大学医学医療系 環境生物学分野内  
「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」事務局 
電話：029-853-2394（あるいは 3297）, FAX：029-853-2394 
e-mail：ya_shinkai@md.tsukuba.ac.jp（新開泰弘 助教） 

 あるいは 
   forum2014eisei@gmail.com（学会公式アドレス） 

 

１０．お申込み、お問合せ先 

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-4-2  

株式会社仙台共同印刷内 

「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」運営事務局 

担当：長谷川竹志、長谷川美貴 

電話：022-236-7161 FAX：022-236-7163   

e-mail：tox_forum2014@senkyo.co.jp 
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広告募集要項 

 

【要旨集への広告】 

１．概要（予定） 

・部数：      ６００部 

  ・体裁：      Ａ４ 

  ・配布対象：  事前参加登録者、当日参加者、他 

  ・発行予定日：平成２６年８月下旬 

  ・媒体制作費：約６００，０００円 

  ・広告料総額：約３００，０００円 

  ・依頼社数：  約２００社 

 

２．広告掲載料 

表紙３（裏表紙の裏 カラー／白黒）１ページ １００，０００円（税込） 

後付（白黒）            １ページ    ５０，０００円（税込） 

後付（白黒）         １／２ページ   ３０，０００円（税込） 

 

３．広告原稿 

  ・入稿（データ）形式 

完全版下電子データで、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下さい（画像解像度は 350dpi 以上

の CMYK のデータ）。PDF でも可能です。すべてのデータについて出力見本（プリン

トしたもの）をご用意下さい。また、フィルム・紙焼き・清刷でも受け付けは可能で

す。 

・広告原稿送付方法 

データ：CD-R をご郵送いただくか、e-mail にてお送り下さい。 

フィルム・紙焼き・清刷：ご郵送下さい。 

・送付締切：平成２６年７月３１日（木）8 月 7 日（木） 

 

４． お申込み方法 

申込用紙に必要事項をご記入の上、平成２６年７月３１日（木）8 月 7 日（木）まで

にe-mailかFAXでフォーラム運営事務局宛にお送り下さい。 
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５．特典 

1 社につき 1 冊講演要旨集を配布いたします。 

 

 

【ホームページへのバナー広告】 

１．概要 

・広告媒体名：     フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー  

ホームページ 

・URL：        http://www.senkyo.co.jp/eiseiforum2014/ 

・ジャンル：      薬学系専門サイト 

・主要コンテンツ：   開催概要、プログラム、演題・参加登録、交通・宿泊案内等 

・ユーザープロフィール：薬学研究の関係者 

・広告方法：      バナー画像のローテーション表示及び指定 URL へのリンク 

 

２．バナー広告掲載料 

１件：  １５，０００円（税込） 

 

３．バナー広告原稿 

・サイズ：      上下 50×左右 180pixels、50KB 以内。 

・入稿（データ）形式：GIF もしくは JPEG 形式、アニメ、無限ループ可。 

・データ送付方法：  CD-R をご郵送いただくか、e-mail にてお送り下さい。 

・掲載期間：     データをいただいてから１週間後～平成２６年９月末 

 

４．お申込み方法 

申込用紙に必要事項をご記入の上、平成２６年９月１日（月）までにe-mailかFAXでフ

ォーラム運営事務局宛にお送り下さい。 
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【要旨集掲載広告・ホームページバナー広告 共通】 

１．広告掲載料のお支払い 

お申込み後、請求書をお送りしますので、期日（1 ヵ月以内）までに指定口座（請求

書に記載）にお振り込み下さい。なお、振込手数料は貴社にてご負担いただきますよう

お願いいたします。入金をもってお申し込みの正式受理とさせていただきます。 

 

２．広告掲載料の取り消し・解約 

お申込み後の取り消しは、お受けできませんので予めご了承下さい。また、主催者が

不可抗力と認めた事故以外は、掲載料の返金はいたしかねますので、予めご了承下さい。 

 

３．フォーラム事務局 
〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1 

  筑波大学医学医療系 環境生物学分野内  
「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」事務局 
電話：029-853-2394（あるいは 3297）, FAX：029-853-2394 
e-mail：ya_shinkai@md.tsukuba.ac.jp（新開泰弘 助教） 

 あるいは 
   forum2014eisei@gmail.com（学会公式アドレス） 

 

４．お申込み、お問合せ先 

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-4-2  

株式会社仙台共同印刷内 

「フォーラム 2014：衛生薬学・環境トキシコロジー」運営事務局 

担当：長谷川竹志、長谷川美貴 

電話：022-236-7161 FAX：022-236-7163   

e-mail：tox_forum2014@senkyo.co.jp 
 

 

 

 

 
 


