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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、モーニングセミナー、スイーツセミナー等 

 

９． 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。 

 

 

10．申込締切日   2022年（令和4年）9月30日（金） 

上記締切日までに、別紙展示・広告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      

 

※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協賛費用

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 



展示募集要項 
 

1）名 称  第 41回日本社会精神医学会  医薬品・医療機器・書籍展示会 

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  

        

出展対象 医療機器、検査機器、医療情報機器、システム、医薬品、書籍 

 

出展物  出展対象に記載された範囲のもの、および事務局の認めたものとします。 

本学術集会の展示としてふさわしくないもの、また本学術集会の趣旨にそぐわ

ないと事務局が判断した場合は、出展をお断りする場合がございますので、予

めご了承下さい。 

 

出展料金 基礎小間  1 小間 220,000 円（税込） 

書籍展示  机（W1800xD450xH700）1 本につき 16,500 円（税込） 

     

募集小間数 基礎小間 5 小間（予定） 

   

小間割  事務局で協議の上、決定いたします。 

薬事法未承認品の展示について 未承認展示許可証を運営事務局に 

ご提出下さい。 

 

説明会  事前の出展社説明会は行いません。小間割、搬入、装飾、管理等に 

ついての詳細は、改めてご担当者にご連絡いたします。 

 

展示中止   申込時と実際の出展物の内容が大幅に違う場合、また参加者や他の出展社の皆

様方に迷惑になるような行為を行ったと事務局が判断した場合、出展後であっ

ても出展を中止していただく場合があります。この場合、出展料の返金は一切

いたしません。 

 

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

生については事務局及び展示事務局は責任を負いません。 

 

会場等の変更 やむを得ない事情により会場および開場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込みを取り消すことはできません。またこれにより生

じた損害は事務局および運営事務局では一切補償しません。 

  



出展社用ネームカード 

出展社には１社につき 3 枚の出展社用ネームカードを配布します。 

出展社用ネームカードで講演会場へはご入場できません。 

講演会場にご入場の場合は、受付で参加証をご購入下さい。 

 

搬入・設営   3 月 15 日（水）15:00～17:00（予定） 

※ 装飾についても上記時間内に行って下さい。 

※ 会場の都合により、各出展社の搬入･設営時間の割り当てをさせていただく

場合があります。 

展示時間   3 月 16 日（木） 9：00～17：00 

3 月 17 日（金） 9：00～16：00（予定） 

 

時間の厳守  上記の搬入・設営時間より前倒しで、会場内に搬入・設営することは一切禁止

いたします。 

 

搬出・撤去   3 月 17 日（金） 16:00～（予定） 

 

小間規格  間口 W1800mm×奥行 D900mm×高さ H2100mm 

① バックパネル（仕切りラインなし、袖パネル、パラペット無し） 

②社名板（40W 蛍光灯付き）  

※ 小間内装飾は、出展社が行って下さい。 

※ 小間施工の必要がなくスペースでお引渡しをご希望の場合、 

床面に墨出しを実施した上でお引渡しいたします。 

※ 展示台はお持ち込みいただくか、リース備品（有料）の 

お申し込みとなります。 

※ 書籍展示は別途運営事務局と相談になります。 

 

特別装飾  特別装飾については、別途有償でお受けいたします。 

          

注意事項  装飾物、展示物の高さは、2.1m に制限します。 

2.1m を越える場合は、事前に事務局の承認が必要となります。 

 

電気工事   電力（100V/200V）ご使用の場合、電源仮設工事費および消費電力は出展社の

ご負担とさせていただき、料金は会期終了後、ご請求いたします。 

照明器具・コンセントを必要とする場合は、有償にて取り付け工事を承ります。 

【ご注意】 電源異常および事故による停電、または電圧降下の為、実演出展物

等を損傷した場合、事務局および運営事務局はその責任を負いません。 

出展社は予め事故防止の為の十分な保護措置をとって下さい。 



小間のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展物の管理 出展物の管理は出展社が行うものとし、会期中の出展物の盗難・紛失・火災・損傷

等、出展物の滅失・毀損による出展社の損害については、事務局および運営事務局は一切の責任

を負いませんので予めご了承下さい。また、出展社の行為により事故が発生した場合は、当該出

展社の責任において解決するものとし、事務局および運営事務局は一切の責任を負いません。 

 

日時の変更・中止  

天災・その他のやむを得ない事情、ならびに事務局および運営事務局の責任に帰し得ない原因に

より、展示会開催日時の変更する場合があります。この変更により生じた出展社の損害は補償で

きません。 

また、出展社はこの変更を理由とする出展申込の取り消し、または契約の解消をすることはでき

ません。 

 

お申込み方法 出展申込書に所定の必要事項を記載のうえ、FAX または E-mail でお申し込み

下さい。 

申込締切  2022 年（令和 4 年）9 月 30 日（金） 

 

申込先  運営事務局（株式会社インターグループ内） 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   

E-mail：jssp41@intergroup.co.jp 

 

出展料の支払い 申込書受領後、出展内容を確認の上、運営事務局より請求書をお送りします。 

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。会期前日までに入金が確認できない場合は、事務局は出展を許可

しない場合がございます。 

 

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） 

 

申込取り消し 出展社のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできませんので、 

予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 



広告募集要項 
 

媒体名  第 41回日本社会精神医学会  プログラム・予稿集 

発行時期 2023 年（令和 5 年）2 月（予定） 

発行部数 プログラム・予稿集 1,000 冊（予定） 

作成費  プログラム・予稿集 1,100,000 円 

仕様  プログラム・予稿集 A4 版 

募集企業 プログラム・予稿集 約 7 社 （製薬・医療機器・医書出版等） 

 

広告料金（税込）  

プログラム・抄録集 

（1）表 4（モノクロ） ※ 裏表紙   220,000 円（1 社） 

（2）表 2（モノクロ） ※ 表紙内側  220,000 円（1 社） 

（3）表 3（モノクロ） ※ 裏表紙内側 220,000 円（1 社） 

（4）後付 1 頁 （モノクロ）   77,000 円（3 社） 

（5）後付１/2 頁（モノクロ）   55,000 円（3 社） 

 

申込方法 申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX または E-mail でお申し込み下さい。 

申込受付締切 2022 年（令和 4 年）9 月 30 日（金） 

原稿提出締切 2022 年（令和 4 年）11 月 25 日（金） 

 

原稿提出方法 

データ入稿 ※ 以下の条件を必ずお守り下さい。 

①CD-R にコピー ②イラストレータデータ（※ アウトライン要） ③出力見本の添付  

※ 縮小・拡大の必要があるものは不可とさせていただきます。 

 

広告掲載料のお支払いについて 

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） 

 

お申込み・原稿送付先 

運営事務局（株式会社インターグループ内） 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   

E-mail：jssp41@intergroup.co.jp 

  



寄附金募集要項 

 

１．寄付目標額 500,000 円 

 
２．寄付金募集期間 2022 年 5 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで 

 
３．寄付金の使途 第 41 回日本社会精神医学会 

 開催の準備、運営の為の諸費用 

 
４．寄付金申込および払込方法 

別紙「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局宛に FAX または E mail に

てご提出の上、下記にてご提出の上、下記銀行口座へお振込みをお願いいたします。 

 

５．振込先 

 

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．開催費用の調達及び寄付金を必要とする理由 

本学会には約 600 名の参加が予想され、学会開催の準備・運営に要する費用は、総

額 13,000,000 円が見込まれています。これらの費用は、本来参加者の会費で賄う

べきではありますが、参加者の会費には限度がありますので、経費の相当額は、諸

団体および諸会社からの浄財に頼らざるを得ないのが実情であります。13,000,000

円の内 500,000 円を寄附金によって充当したく、諸費ご多端の折柄誠に恐縮では

ございますが、本寄附趣意書をご高覧の上、何卒ご高配の程、お願い申し上げま

す。 

 

 

※日本製薬工業協会のおよび日本医療機器産業連合会の「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「協賛会社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、学会等の会合開催にかかる費用を「学会名」「協賛名」

の通りに、貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 

 


