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ご挨拶 
 

拝啓 貴社益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。 

この度、「現在における社会精神医学の存在意義とこれから～不安に満ちた現在社会

といかに向き合い、いかに貢献がしうるのか～」をテーマに、神戸商工会議所会館に

おいて、2023 年（令和5 年）3 月16 日（木）17 日（金）の2 日間、第41 回日本社

会精神医学会を開催する運びとなりました。 

 

日本社会精神医学会は、疫学的手法や社会科学的手法を用いて、社会的文脈からこ

ころの健康問題の予防、疾患の診断・治療・リハビリテーション、社会保障制度のあ

り方等の研究を学術的に行う精神医学の一分野です。それは精神保健学、地域精神医

学、精神障害リハビリテーション学、産業精神医学、文化精神医学、司法精神医学等

の学問分野と広く重なり、さらには看護学、心理学、社会学、教育学、公衆衛生学等

多くの関連学問分野と関心を共有しています。今回は、コロナ感染症の拡大、ウクラ

イナ情勢など、現存の不安定要因も鑑み、現在社会に蔓延する不安やその影響に対し、

社会精神医学がいかに貢献しうるか、今後どうあるべきかを中心に、今を生きる人々

のメンタルヘルスに関わる問題や対応を幅広く多角的観点から議論できればと考えて

おります。 

 

例年、日本社会精神医学会大会では、全国の大学や行政機関より500 人を越す研究

者、医療機関関係者等が参加しております。第41 回神戸大会は、新神戸駅や三宮駅、

あるいは神戸空港からも近い交通至便のポートアイランドの会場で開催されます。飛

行機でも新幹線でもアクセスがよい会場ですので、県外を含めた多くの参加者が期待

されます。また本大会は市民にも広く広報されますので、ランチョンセミナー、展示、

広告へのご支援は、大会参加者だけでなく社会的にも、貴社の名声を高めるものと期

待されます。 

これまでの大会の活力を引継ぎ、ご支援ご協力を賜れば幸いです。何卒よろしくお

願い申し上げます。 

謹白 

第 41回日本社会精神医学会 

大会長  松永 寿人 

 兵庫医科大学 精神科神経科学 主任教授 

副大会長 松井 徳造 

兵庫医科大学 リハビリテーション学部 教授 



開 催 概 要 
 

1. 会議の名称 

第 41回日本社会精神医学会 

 

２．テーマ 

「現在における社会精神医学の存在意義とこれから 

～不安に満ちた現在社会といかに向き合い、いかに貢献がしうるのか～」 

 

３．大会長   松永 寿人（兵庫医科大学 精神科神経科学 主任教授） 

副大会長 松井 徳造（兵庫医科大学 リハビリテーション学部 教授） 

事務局長 林田 和久（兵庫医科大学 精神科神経科学 講師） 

 

４．会 期 2023年（令和 5年）3月 16日（木）・17日（金） 

 

５．会 場 神戸商工会議所会館 

〒650-8543 神戸市中央区港島中町 6丁目 1番地   

 

６．規 模 参加予定者 600名 

 

７．対 象 精神科医、保健師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、薬剤師、 

      養護教員、臨床心理関係者 等 

 

８．大会の構成（予定） 

特別講演、会長講演、シンポジウム、一般演題（口演、ポスター）、 

ランチョンセミナー、スポンサードセミナー等 

 

９． 集枠数  6枠  ランションセミナー  2日間 6枠 

スポンサードセミナー 2日間 4枠 

 

10． 費  用    別記 

※参加申込（FAX等による申し込み受理）後は、原則、参加登録の取り消しはできません。 

従って参加費の返金はお受けできませんので、ご了承の上、申し込み願います。 

 

 

11． 申込締切日   2022年（令和4年）9月30日（金） 

演題、演者、内容等が未定の場合でも上記締切日までに別紙共催セミナー申込書を

下記申込先までFAXまたはE-mailにてご返送下さい。 

Fax：06-6376-2362  E-mail：jssp41@intergroup.co.jp 

  



備  考      

・このランチョン・スポンサードセミナーは、第41回日本社会精神医学会と参加各社

との共催といたします。 

  

・上記申込先に参加申込書をご送付ください。第41回大会実行委員会で内容を検討さ

せていただき、演題等のご案内をプログラム・予稿集に掲載いたします。 

 

※企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関

および医療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を、製薬企

業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、各社が当学会に対して行う共催費用

の支払いに関し、各社ウェブサイトで公開されることに同意します。 

 

 

お問い合わせ先： 

第41回日本社会精神医学会 運営事務局 

株式会社インターグループ 担当：中山、佐藤 

〒531－0072 大阪市北区豊崎3－20－1インターグループビル 

TEL：06-6372-9345  Fax：06-6376-2362 

Email：jssp41@intergroup.co.jp 



募 集 要 項 
 

1）名 称  第 41 回日本社会精神医学会 

2）会 期  2023 年（令和 5 年）3 月 16 日（木）・17 日（金） 

3）会 場  神戸商工会議所会館 

〒650-8543 神戸市中央区港島中町 6 丁目 1 番地  

        

4）共催金額 

【参考】第 1会場 神戸商工会議所会館 3F「神商ホール A」(シアター形式 260 席) 

    第 2会場 神戸商工会議所会館 3F「神商ホール B」(シアター形式 182 席) 

    第 3会場 神戸商工会議所会館 3F「第 1・２会議室」(シアター形式 150 席) 

    名称 開催日/会場 共催費（税込） 

ランチョンセミナー１ 3月 16日（木）第 1会場 1,500,000 円 

ランチョンセミナー２ 3月 16日（木）第 2会場 1,300,000 円 

ランチョンセミナー３ 3月 16日（木）第 2会場 1,100,000 円 

スポンサードセミナー１ 3月 16日（木）第 3会場 1,300,000 円 

スポンサードセミナー２ 3月 16日（木）第 2会場 1,100,000 円 

ランチョンセミナー４ 3月 17日（金）第 1会場 1,500,000 円 

ランチョンセミナー５ 3月 17日（金）第 2会場 1,300,000 円 

ランチョンセミナー６ 3月 17日（金）第 3会場 1,100,000 円 

スポンサードセミナー３ 3月 17日（金）第 1会場 1,300,000 円 

スポンサードセミナー４ 3月 17日（金）第 2会場 1,100,000 円 

 

※開催日につきましては、貴社開催希望日を元に、主催者側にて決定させてい

ただきます。予めご了承ください。 

 

5）共催費のお支払方法 

申込用紙受領後、請求書を発行させていただきます。 

請求書が届きましたら下記口座にお振込み下さい。口座情報は請求書にも記載

いたします。 

 

三井住友銀行 西宮支店（店番：370） 普通預金番号 8921767 

第 41回日本社会精神医学会 大会長  松永 寿人 

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳｲﾂｶｲﾆﾎﾝｼﾔｶｲｾｲｼﾝｲｶﾞﾂｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋｻﾄ） 

 

6）プログラム編成について 

テーマ、座長、演者の選定については、貴社と第 41回大会実行委員会との 

合意の上で決定することといたします。 

  



7）共催費に含まれるもの 

●セミナー会場・控室借上費 

●PC（Windows）および周辺機器（スイッチャー、モニター、ケーブル等）  

●ビデオプロジェクター ●メインスクリーン ●デジタル計時回線  

●手元灯（座長席・演台・進行席） ●レーザーポインター  

●音響関係機材（座長マイク、演台マイク、フロア質問用マイク） ●会場エンジニア 1 名 

 

※基本機材以外の機材、備品（氏名掲示、会場前看板、控室前看板等）をご使用の場合は、

後日送付の開催要項をご参照のうえ、別途ご発注ください。 

 

8）共催費に含まれないもの 

●座長、講師の謝礼 座長、講師の謝礼は、貴社より直接お支払い下さい。 

●座長、講師の宿泊手配 貴社でご手配下さい。 

●参加者用昼食弁当代  

※お弁当の取りまとめは全て運営事務局（株式会社インターグループ）で承ります。 

●配布資料印刷製作費 

※チラシや当日配布資料などの制作は貴社でお願いします。 

運営事務局でも有料で承りますのでご希望の場合はお問い合わせ下さい。 

●運営人件費 (会場エンジニア以外) 

受付、アナウンス、照明、計時進行などの運営スタッフおよび通訳の手配については貴社

でご手配下さい。有料でも承りますので運営事務局までお問い合わせ下さい。 

●追加機材 

会場内に設置済の機材以外で追加機材の手配をご希望の場合は、運営事務局にお問い合わ

せ下さい。自社持込も結構ですが、事前にご連絡をお願いします。 

※ 収録、同時通訳、控室試写、控室付エンジニア等 

 

9）ネームカード（参加証）について 

協賛企業には１社につき、5枚の共催セミナー用ネームカードを当日配布します。 

会場内ではネームカードを必ずご着用下さい。 

共催セミナー用のネームカードでは他会場のプログラムへはご参加いただけま

せん。ご入場の場合は、受付で参加証をご購入下さい。 

 

10）原稿締切日について 

プログラム・予稿集に演題・演者名・要旨を掲載いたします。原稿の手配をお

願いいたします。2022年11月末日頃を原稿の締切日に予定しております。 

 

 


