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ご挨拶 
 
謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別なご厚情を賜り厚
く御礼申し上げます。 
さて、この度、第118回日本精神神経学会学術総会を2022（令和4年）年6月16日から18日の
3日間、福岡の地にて開催させていただくことになり、大変嬉しく思っております。福岡大
学医学部主催の本学会の学術総会としては、1984（昭和59年）年、初代教授の⻄園昌久教
授が第80回学術総会大会⻑として開催してから38年ぶりの開催となります。 
2020年の初頭から全世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響
を受け、大規模な集合が開催困難となっており、第116回、第117回につづき、この新型コ
ロナウイルス感染症の勢いは衰えることがなく、第118回もその影響のもとでの開催になり
ます。 
新型コロナウイルスの出現は、世界のさまざまなものを変えました。我々を取り巻く環境が
大きく変化すると共に、精神医学的な課題も日々新たになりそれらに対するわれわれの認識
も変化しています。これらの変化は、コロナ感染症によるものとそうでないものとの大きく
分けて2つがあるだろうと考えられます。オンラインでの交流、対人接触の制限によるコミ
ュニケーションの質の変化、感染症に伴う死別、近年減少していた自殺の増加に対する懸
念、精神療法や診療および治療構造の変化、乳幼児をふくむ若年者、配偶者、高齢者、被介
護者に対する虐待の増加、COVID-19に対応する医療スタッフのメンタルヘルス、社会を覆
う全般的な不安など思いつくだけでも多くの事象があります。加えて、元来の大きな潮流と
して、薬物療法をふくむ身体的療法の急速な発達、生物学的精神医学の興隆、精神病理や心
理的な介入再考の時期、精神医療を取り巻く環境の変化、課題が多い新専門医制度の問題な
どがあり、事態は大変複雑になっています。 
本学会は精神科医の研鑽の場であり、精神科医としてのアイデンティティを確立することに
貢献してきました。また、専門医を目指す若手精神科医にとって、最新の知見に触れる絶好
の機会でもあります。2022年というこの時期にわれわれは本学会を通じて多くの問題に向き
合い、討議をし、今後に立ち向かうことは必須であります。 
大会のテーマは、「変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学」といたしました。以前の
学会と異なり、現地に参集してお互いの交流を深めることは困難かもしれません。しかしな
がら、新型コロナウイルス感染症のもたらした副産物とも言えるかもしれないオンラインや
ハイブリッドでの開催を通して、福岡の地から精神医学の更なる発展、深化に貢献できます
ことを期待しております。  
つきましては、社会状況が低迷し混沌としている中で、大変恐縮ではございますが、本会の
趣旨にご賛同いただき、ぜひともご支援とご助力を賜りますようによろしくお願い申し上げ
ます。本来なら参上し、直接お願い申し上げるべきところ、書面にてのご依頼で大変恐縮で
はございますが、ご高配とご助力を頂けますと大変有難く存じます。 
末筆ではございますが、皆様の益々のご発展をご祈念いたします。 

2021年11月吉日 
第118回日本精神神経学会学術総会 

会⻑ 川嵜 弘詔 
福岡大学医学部精神医学教室 教授 



開催概要 
 
1. 大会名： 第118回日本精神神経学会学術総会 

 The 118th Annual Meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology 
 

2. テーマ： 変わりゆく世界とこころ、見つめる精神医学 
 Psychiatric Perspectives of the Changing World and Minds 

 
3. 会 期： 2022年6月16日（⽊）〜18日（土） 
 
4. 会 場：  福岡国際会議場、福岡サンパレスホテル＆ホール 
 
5. 会 ⻑： 川嵜 弘詔（福岡大学医学部精神医学教室 教授） 
 
6. 副会⻑： 冨松  愈（九州精神科病院協会 会⻑） 

 徳永雄一郎（医療法人社団新光会 不知火病院 理事⻑） 
 
7. 事務局⻑： 衞藤 暢明（福岡大学医学部精神医学教室 講師） 
 
8. ホームページ： https://www.jspn118.org 

 
9. 主催学会： 公益社団法人日本精神神経学会 
 
10. 総会事務局： 

福岡大学医学部精神医学教室 
〒814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1 
TEL 092-801-1011（代表） 

 
11. 運営事務局： 

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部内 
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜1-1-35-4F 
TEL：092-751-3244 FAX：092-751-3250 
E-mail：jspn118@jtbcom.co.jp (運営全般) 

jspn118-sponsor@jtbcom.co.jp (協賛担当) 
 



収支予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



企業展示募集要項 
 
1. 展示会場： 福岡国際会議場 5F ロビー 

※会場変更の可能性がございますので予めご了承ください。 
 
2. 開催日時（予定） 

搬入： 2022年6月15日（水） 18：00〜21：00  
展示： 2022年6月16日（⽊） 9：00〜17：00 

2022年6月17日（金） 9：00〜17：00 
2022年6月18日（土） 9：00〜17：00 

搬出： 2022年6月18日（土） 17：00以降 
 
3. 出展資格 

大会および展示会の趣旨をご理解いただける医療機器を取り扱う企業・団体、および申
込み後、学術総会企画委員会ならびに理事会にて承認を得た、薬品・試薬、食品などを
製造または取り扱う企業・団体。 
※ 薬品・試薬、食品などを製造または取り扱う企業・団体につきましては、学術的か

つ教育的な内容を取り入れた展示の場合のみ許可します。これらの企業・団体につ
きましては、学術総会企画委員会を経たのち日本精神神経学会理事会にて、出展資
格の審査を行います。お申込み時に併せて展示内容のわかる企画書、イメージ図
（パース）、配布物・資材一覧をご提出ください。審査結果により企画書の再提出
をお願いする場合や、出展をお断りさせていただく場合もございますので、予めご
了承ください。 

※ 上記に関わらず展示物等が本学会の主旨にそぐわない場合、出展をお断りすること
もあります。 

 
4. 小間タイプ・出展料： 

出展形式 仕様 出展料(税込) 枠数 

スペース渡し 
間口1.8m×奥行0.9m 
（スペースのみ） 

220,000円/小間 40小間 
パッケージ渡し 

間口1.8m×奥行0.9m×高さ2.1m 
（詳細は次ページ参照） 

書籍展示 
机1本：間口1.8m×奥行0.9m×高さ0.7m 

（白布付・3P2口コンセント付※消費電
力が500W未満は無料） 

22,000円/本 応相談 

 



5. 小間仕様 ＜パッケージ渡し＞ 
・バックパネルにはベニアパネルを使用 
・高さ 2,100 ㎜のパネル加工紙表装（白）で設置 
・バックパネルに蛍光灯を 1 灯設置 
・社名板は巾 200 ㎜×900 ㎜の白地ウッドラック、⿊⽂字、各ゴシック体で表示 
（株式会社、有限会社などは、（株）、(有)と表示） 

※ ロゴ指定の場合は別途料金がかかりますので、予めご了承ください。 
・1 小間につきコンセント 3P2 口（500W）を設置 

※ 消費電力が 500W 未満は無料、500W 以上の場合は追加 500Ｗごとに 
5,500 円（税込）の追加電源工事料がかかります。 

※ 1,500W 以上は別途お見積りいたします。 
・机 1 本（白布付き）を設置。（W1800 ㎜×D900 ㎜×H700 ㎜） 

※ 机が不要な場合は予め事務局へ机不要の指示をお願いいたします。 
            
 
                        
 

                                    
  

 
 
 
 
 

・書籍展示 
机 1 本：間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 0.7m をご準備します。（机の本数は応相談） 
付属品：白布付・3P2 口（500W）コンセント付 

※ 消費電力が 500W 未満は無料、500W 以上の場合は追加 500Ｗごとに 
5,500 円（税込）の追加電源工事料がかかります。 

※ 1,500W 以上は別途お見積りいたします。 
 
 
 
 

 

机（白布付き） 

(W1800×D900×H700) 

3P2 口コンセント(500w) 

社名板 

(200mm×900mm) 

 

蛍光灯 

2100mm 

900mm 

1800mm 



6. 出展料のお支払い 
出展料の請求書は、申込締切後にお送りします。 
請求書が届きましてから、期日までに指定の銀行口座にお振込みください。 
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
 

【振込先銀行】   
銀 行 名：みずほ銀行 本郷支店 
支店番号：075 
口座番号：（普）2913897 
口座名義：公益社団法人 日本精神神経学会 
（コウエキシヤダンホウジンニホンセイシンシンケイガツカイ) 
 

7. 出展申込の解約  
出展申込の正式受理後は、主催者が不可抗力と認めた事故以外の取消しは出来ません。
一旦お振込みいただいた出展料の返金はいたしかねますので予めご了承の程お願いいた
します。 

 
注）万が一、学会開催時期にコロナ感染拡大となり、学会の開催形態を完全 WEB 開催

に変更した場合は、展示会につきましては WEB 展示会という形で開催をさせてい
ただきます。ただし、企業様のご事情もあるかと存じますので、出展辞退のお申し
出があった場合は、事務手数料・振込手数料を差し引き、出展料を返金いたしま
す。 
※ 事務手数料はご辞退の時期により変動いたしますので要望が出た時点で算出い

たします。 
※ WEB 展示会の開催要項につきましては、変更になった時点で改めて趣意書を

発行いたします。 
 

8. 出展物の管理   
出展物の管理は、出展者が責任を持つものとし、出展期間中の出展物の盗難・紛失・災
害・損害など不可抗力による出展物に対して補償等の責任は主催者側では負いかねま
す。予めご了承ください。 

 
9. オプション手配について   

電気を含むオプション手配のご注⽂は、開催約 1 ヵ月前頃にご案内します「当日運営実
施要項」にてご確認ください。 

 
 
 



10. お申込み方法 
オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://www.jspn118.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申込みください。 

 
申 込 締 切 日： 
・スペース渡し/パッケージ渡し 2022年1月11日（火） 2022年1月24日（月） 
・書籍展示   2022年2月25日（金） 
 
企画書提出締切日：  2022年1月11日（火） 2022年1月24日（月） 
 

※ 薬品・試薬、食品などを製造または取り扱う企業・団体におかれましては、項目3：
出展資格に記載のとおり、学術的かつ教育的な内容を取り入れた展示内容の企画書を
事前にご提出いただきます。イメージ図（パース）や配布物・資材一覧についても、
申込締切日までにご提出ください。結果は２月上旬を目途にメールで通知いたしま
す。 
 

企画書の提出先 
・提出書類一式をZIPファイル1つにおまとめいただき、ファイル名を必ず以下の形式で

設定の上、以下URLに投稿をお願いいたします。 
 協賛申込システムの「マイページ MENU」にも以下URLのリンクがございます。 

 
ファイル名： 企業展示企画書_貴社名_申込担当者名 
（例：企業展示企画書_㈱JCD_山田太郎） 

 
 企業展示企画書アップロードURL 
https://jtbcom.app.box.com/f/e511ba410c82466c9abf5c422fdb1417 

 
【重要】 

受領通知は配信されませんので、資料送付の際には事務局（jspn118-sponsor@jtbcom.co.jp）
へ必ずご一報ください。 

 
11. その他 

・ 小間の割り当ては出展物の種類、小間数・小間構成・実演の有無などを考慮し、申込
締切後に総会事務局にて決定し､運営事務局より各出展者へ通知いたします。出展者
はこの割り当てに対する異議申立てはできませんのでご了承ください。 

・ 出展者が主催者の承諾なく、小間の全部または一部の譲渡・交換を行うことはご遠慮
ください。 

・ 開催会場、展示期間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので予めご了
承ください。 

・ 出展者説明会は行いません。開催約 1 ヵ月前頃に改めて詳細を連絡いたします。 
 



12. 情報公開への同意について 
日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき
「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会
等の会合開催にかかる費用を公開することについて了承いたします。（日本ジェネリッ
ク製薬協会への公開も同様とします） 

 
13. お申込み・お問合せ窓口 

【第 118 回日本精神神経学会学術総会 運営事務局】  
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 事業共創部  
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ビル４F 
TEL：092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 
E-mail：jspn118-sponsor@jtbcom.co.jp (協賛担当) 
※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

  



広告募集要項（プログラム集・抄録集） 
 
1. 発行概要 

 発行日 発行部数 規格 作成費用 
プログラム集 2022年5月 20,000部(予定) B5版 6,300,000円(税込) 

抄録集 2022年6月 500部(予定) B5版 4,800,000円(税込) 
 
2. 請求について 

お申込み後、運営事務局より請求書を発行いたします。請求書到着後１ヵ月以 
内に会期前に下記指定銀行口座までお振込みください。銀行発行の振込控をもって、 
当方の領収書に代えさせていただきます。 
 
【振込先銀行】   
銀 行 名：みずほ銀行 本郷支店 
支店番号：075 
口座番号：（普）2913897 
口座名義：公益社団法人 日本精神神経学会 
（コウエキシヤダンホウジンニホンセイシンシンケイガツカイ) 

 
3. 広告掲載料 

種類 
プログラム集 抄録集 

金額（税込） 募集数 金額（税込） 募集数 
表2（カラー） 495,000円 1枠 ― ― 
表3（カラー） 440,000円 1枠 ― ― 
表4（カラー） 660,000円 1枠 495,000円 1枠 

後付1頁（ﾓﾉｸﾛ） 220,000円 8枠 165,000円 4枠 
後付1/2頁（ﾓﾉｸﾛ） 165,000円 4枠 110,000円 8枠 

プログラム集募集金額計：4,015,000円 
抄録集募集金額計：2,035,000円 

※ お申込み多数の場合は総会事務局にて調整させていただく場合もございますので 
ご了承ください。 

 
4. 配布対象 

本学術集会参加者および関係機関 
 



5. 入稿形態 
原稿はEPS データ（Illustrator）もしくはPDFデータで入稿ください。 
※事務局では版下の作成はいたしません。 
※ページ割は、総会事務局にご一任くださいますようお願い申し上げます。 
※イラストレーターデータの場合はアウトライン処理の上、出力見本を添付ください。 
※集稿した広告が仕様と異なる場合は、プログラム集および抄録集のサイズに合わせて

運営事務局にて拡大/縮小させていただきます。予めご了承ください。 
※ご提供いただいたデータおよびメディアは、使用後事務局で破棄させていただきます

のでご了承ください。 
 

版下データの入稿先 
版下データを以下URLよりアップロードをお願いいたします。 
協賛申込システムの「マイページ MENU」にも以下URLのリンクがございます。 

 
Illustratorデータなどで複数のファイルがある場合は1つのZIPファイルにした上で投稿
してください。 
投稿いただく際は、ファイル名を必ず以下の形式で設定してください。 

 
ファイル名： 
“プログラム集広告”または“抄録集広告”_貴社名_申込者担当者名_掲載枠 

 
例：プログラム集広告_㈱JCD_山田太郎_後付1-2頁 

抄録集広告_㈱JCD_山田花子_表4 
 

 プログラム集 広告版下アップロードURL 
https://jtbcom.app.box.com/f/9d757522b39c4469a797580a269a97be 

 
 抄録集 アップロードURL 
https://jtbcom.app.box.com/f/d4d9acc41a6547d89a7b356c47a65672 

 
【重要】 
・「プログラム集広告」と「抄録集広告」はアップロードURLが異なりますのでご注意

ください。 
・プログラム集広告と抄録集広告の両方をお申込みになる場合で同じ広告版下をご使用

になる場合も、お手数ですがファイル名を上記の形式で設定いただき、それぞれの
URLにアップロードをお願いします。 

・いずれも受領通知は配信されませんので、資料送付の際には運営事務局（jspn118-
sponsor@jtbcom.co.jp）へ必ずご一報ください。 

  

プログラム集用 
広告はこちら 

抄録集用 
広告はこちら 



6. お申込み方法・お申込み期限 
オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://www.jspn118.org/）の 
[協賛申込]ページよりお申込みください。 
 

 申 込 締 切 日：2022年2月25日（金） 
版下提出締切日：2022年3月11日（金）必着 

 
7. 情報公開への同意について 

日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき
「共催企業様と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、大会
等の会合開催にかかる費用を公開することについて了承いたします。（日本ジェネリッ
ク製薬協会への公開も同様とします） 
 

 
8. お申込み・データ入稿・お問合せ窓口 
 

【第118回日本精神神経学会学術総会 運営事務局】  
株式会社JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部  
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜1-1-35 新KBCビル４F 
TEL：092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 
E-mail：jspn118-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 
※メールでのお問合せにご協力をお願いいたします。 

  



オンライン申込み[協賛申込（企業展示・広告募集）]について 
 
第 118 回日本精神神経学会学術総会の各種協賛申込みはオンラインによる受付とさせていただき
ます。 
 
ホームページ公開後、第 118 回日本精神神経学会学術総会の「協賛申込」ページより、オンライ
ンにてお申込みをお願いいたします。 
 
インターネット環境がない場合やオンラインによる登録が不可能な場合は、下記運営事務局（協
賛担当）までお問合せください。 
 
＜お申込みの流れ＞ 

① 第 118 回日本精神神経学会学術総会ホームページ（https://www.jspn118.org/）の、 
「各種協賛申込」ページへアクセス 

※推奨ブラウザ：Internet Explorer 11 以降、Firefox 23.0 以降、Chrome 28.0 以降 
 

② [協賛申込]より担当者情報登録 
登録後、申込 ID がメールで届きます。 
 

③  マイページへログイン 
メールで届いた申込 ID と設定したパスワードを入力してログインしてください。 
 

④  マイページ内、メインメニューより各種申込み登録 
ご希望の協賛内容を選択し、必要事項を入力の上、ご登録をお願いいたします。 
各種お申込み完了後、確認メールが届きます。 
※確認メールが届かない場合は、登録が正常に完了していない可能性があります。必ず、確認
メールの受信を確認してください。 

 
※個人情報の利用目的 
お名前、メールアドレス等の個人情報は、本件に関する目的以外には利用いたしません。また、
個人情報は第三者へは開示いたしません。 
 
【第118回日本精神神経学会学術総会 運営事務局】  

株式会社JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部  
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜1-1-35 新KBCビル４F 
TEL：092-751-3244 ＦAX：092-751-3250 
E-mail：jspn118-sponsor@jtbcom.co.jp（協賛担当） 


