
 

 

 

 

 

開催趣意書・各種募集要項 

 

・ホームページバナー広告掲載募集要項 

・協賛金募集要項 

・企業展示募集要項 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術集会長：中山 恭秀（東京慈恵会医科大学附属第三病院） 

学術大会長：菅原 憲一（神奈川県立保健福祉大学） 

           会期：平成 27 年 11 月 14 日（土）～15 日（日） 

             会場：神奈川県立保健福祉大学 

     ホームページ：http://www.jpta-jptf-congress.jp/2015/ 

 

http://www.jpta-jptf-congress.jp/2015/


開催に関する趣意書 

謹啓  

時下，貴社いよいよご隆昌のこととお喜び申し上げます． 

 さて，この度，  第 2回 日本基礎理学療法学会学術集会， 日本基礎理学療法学会 

第 20回学術大会 合同学会を 2015年 11月 14日（土）～15日（日）に神奈川県立保

健福祉大学に於いて開催することとなりました． 

 本合同学会では，長年にわたり理学療法士の観点から解剖学を研究されております河

上敬介先生を教育講演に，生体工学的観点から筋バイオメカニクスの研究されておられ

る藤川智彦先生を特別講演にお招きいたします．引き続き大会二日目に「筋バイオメカ

ニクス研究の最前線」と題したシンポジウムを企画いたします．さらに，基礎理学療法

学の４つの領域におけるミニシンポジウム，基礎研究の入門編としての研究基礎講座，

女性研究者のキャリアについて考える男女共同参画企画を実施します．これら合同学会

企画以外にも，一般演題として，口述発表とポスター発表を実施いたします． 

本合同学会は、疾患領域に基づく縦断的な研究体系に対して，理学療法学における横

断的かつ学際的な学問統合の基盤の場として資することを通し，臨床における理学療法

効果の根拠となる知見を得るための場として，約 300名の参加者が見込まれており，理

学療法学の更なる発展・向上と，参加者にとって実りの多い学術大会となるよう関係者

一同鋭意準備を進めているところです． 

 本合同学会におけます企業展示は，受付からメイン会場へ至るスペースを予定してお

り，多くの参加者が展示を目にすることが出来る場所となります．  

 また，広告を掲載いたしますプログラム集は参加者に配布するだけでなく，合同学会

ホームページからダウンロード配信を行なう予定です．参加者や多くの関係者が閲覧い

たします本合同学会のホームページにはバナー広告を掲載する予定です． 

 学会運営はもとより，学会出席者からの参加費で運営すべく格別の努力を重ねる所存

でございますが，別紙の予算書のごとく相当額の不足が見込まれます．別紙の企画と予

算を十分考慮いただき本会成功のためお力添え賜りたく存じます．  

何卒事情ご賢察の上，上記趣意にご賛同賜り，ご協賛賜りますようご案内申し上げま

す．  

謹白 

平成 27 年 6 月吉日 

        第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会） 

学術集会長 中山 恭秀（東京慈恵会医科大学附属第三病院） 

日本基礎理学療法学会 第 20 回学術大会 

学術大会長 菅原 憲一（神奈川県立保健福祉大学） 



開催概要 

 

１．学会名称  第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会 

日本基礎理学療法学会 第 20 回学術大会 合同学会 

２．テーマ  「研究から臨床へ～基礎理学療法学の挑戦～」 

３．会期    2015 年 11 月 14 日（土）～15 日（日） 

４．会場    神奈川県立保健福祉大学 

        〒238-8522 神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 

５．参加人数   300 名（予定） 

６．責任者     第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会） 

学術集会長 中山 恭秀（東京慈恵会医科大学附属第三病院） 

日本基礎理学療法学会 第 20 回学術大会 

学術大会長 菅原 憲一（神奈川県立保健福祉大学） 

７．主催    日本基礎理学療法学会（（公社）日本理学療法士協会） 

         日本基礎理学療法学会 

８．事務局     第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会） 

事務局  北地 雄 

〒165-0022 東京都中野区江古田 3-15-2 

総合東京病院リハビリテーション科  

TEL 03-3387-5119（直通）、FAX 03-3387-5403（直通） 

E-mail  jimu@jpta-jptf-congress.jp  

９．ホームページ http://www.jpta-jptf-congress.jp/2015/ 

１０．プログラム 

学術集会長基調講演 

学術大会長基調講演 

特別講演 

教育講演 

シンポジウム 

男女共同参画企画 

領域別ミニシンポジウム 

研究基礎講座 

一般演題（口述、ポスター） 
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１１．収支予算書 

 

 

 



① 広告掲載募集要項 

○ 募集概要（プログラム集/抄録集の広告） 

  合同学会プログラム集および抄録集に広告を掲載いたします。合同学会プログラム集

および抄録集は合同学会ホームページのトップページにも掲載いたします

http://www.jpta-jptf-congress.jp/2015/ 

○ 掲載料金： A4     40,000 円（消費税含む） 

         A4 1/2 20,000 円（消費税含む） 

■広告掲載頁決定 

(1)各広告掲載のページ割等は、申込締め切り後に主催者（事務局）で決定いたします。 

(2)申込者が主催者の許可無くスペースの全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしく

は申込者同士において交換することはできません。 

※原稿は完全版下、データーを運営事務局までご送付ください（当方では版下の作成

はいたしません）。 

○ 募集概要（合同学会ホームページのバナー広告） 

  合同学会ホームページのトップページにバナー広告を掲載いたします。 

  ■大きさ   縦 70 pixels×横 230 pixels 程度 

  ■画像データ（拡張子）は GIF 形式、JPEG 形式 

○ ホームページバナー広告料金 

         20,000 円（消費税含む） 

○ 掲載期間（プログラム集/抄録集およびホームページバナーで同様） 

  平成 27 年 9 月下旬 ～ 平成 28 年 1 月末まで（予定） 

○ 申込方法： 

 別紙の申込書に必要事項をご記入の上、大会事務局まで e-mail または FAX でご提出くだ

さい。大会事務局で記載内容確認後、請求書をお送りします。 

請求書に基づき支払い期限までに請求書記載の指定口座にお振込みください。 

なお、振込み手数料は申込社様にてご負担願います。 

○ 申込締切：2015 年 8 月末日 

○ 申込先：   第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会） 

事務局  北地 雄 

〒165-0022 東京都中野区江古田 3-15-2 

総合東京病院 リハビリテーション科 

TEL 03-3387-5119（直通）、FAX 03-3387-5403（直通） 

E-mail  jimu@jpta-jptf-congress.jp  

 



 

 

 

 

 

申込み締切：2015年8月末日

第2回日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会）

事務局　北地　雄　宛

申込み年月日

御社名

ご住所

担当者ご芳名

ご連絡先 電話：

E-mailアドレス

ホームページＵＲＬ

申込合計金額

広告内容

第2回日本基礎理学療法学会学術集会・日本基礎理学療法学会 第20回学術大会　合同学会
　広告掲載（プログラム集/抄録集）申込書

　年　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　日

　　　　　□　　A4　1頁　   申込みます（40,000円　消費税込み）

　　　　　□　　A4　1/2頁　申込みます（20,000円　消費税込み）

申込広告

　　　http://

　〒　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



 

 

申込み締切：2015年8月末日

第2回日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会）

事務局　北地　雄　宛

申込み年月日

御社名

ご住所

担当者ご芳名

ご連絡先 電話：

E-mailアドレス

ホームページＵＲＬ

申込合計金額

広告内容

　　□　　大　縦70×横230 pixels程度   申込みます（20,000円　消費税込み）

第2回日本基礎理学療法学会学術集会・日本基礎理学療法学会 第20回学術大会　合同学会
　広告掲載（ホームページバナー）申込書

　年　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　日

　〒　

　　　http://

申込広告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



 

② 協賛金募集要項 

○ 名称：  第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会 

日本基礎理学療法学会 第 20 回学術大会 合同学会 

○ 会期：2015 年 11 月 14 日（土）～15 日（日） 

○ 学術集会長 中山恭秀（東京慈恵会医科大学附属第三病院） 

学術大会長 菅原 憲一（神奈川県立保健福祉大学） 

○ 大会テーマ：「研究から臨床へ ～基礎理学療法学の挑戦～」 

○ 会場：神奈川県立保健福祉大学 

     〒238-8522 神奈川県横須賀市平成町 1-10-1 

○ 大会の概要：       

学術集会長基調講演 

              学術大会長基調講演 

特別講演 

教育講演 

              シンポジウム 

              男女共同参画企画 

              ミニシンポジウム 

              研究基礎講座 

              一般演題        

（http://www.jpta-jptf-congress.jp/2015/参照） 

○ 協賛の規模： 1 口 50,000 円 

○ 申込方法： 

 別紙の申込書に必要事項をご記入の上、大会事務局まで e-mail または FAX でご提出くだ

さい。大会事務局で記載内容確認後、振込み先をご連絡します。 

記載された支払い期日までに指定口座にお振込みください。 

なお、振込み手数料は申込社様にてご負担願います。 

○ 申込締切：2015 年 8 月末日 

○ 申込先： 第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会） 

事務局  北地 雄 

〒165-0022 東京都中野区江古田 3-15-2 

総合東京病院 リハビリテーション科  

TEL 03-3387-5119（直通）、FAX 03-3387-5403（直通） 

E-mail  jimu@jpta-jptf-congress.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

申込み締切：2015年8月末日

第2回日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会）

事務局　北地　雄　宛

申込み年月日

御社名

ご住所

担当者ご芳名

ご連絡先 電話： FAX:

E-mailアドレス

協賛金

請求書

ご入金予定日

＜備考＞その他、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円也（　　　　　　　　口）

　　　　必要　　　　　　　　　　不要　　　　　（どちらかを○で囲んでください）

　年　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　日

第2回日本基礎理学療法学会学術集会・日本基礎理学療法学会 第20回学術大会　合同学会
　協賛金申込書

　年　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　日

　〒　



③ 企業展示募集要項 

○ 企業展示概要 

 開催時間：2015 年 11 月 14 日（土） 11:30 ～ 17:20 

      2015 年 11 月 15 日（日）  8:30 ～ 15:00 

 展示会場：神奈川県立保健福祉大学 管理図書館棟 1Ｆロビー 

 (1)小間使用と料金 

   間口 1,800mm×奥行 1,800mm：100,000 円（消費税含む） 

 (2)小間姿図（1 小間） 

①1 小間のスペースは、間口 1,800mm×奥行 1,800mm です。 

②バックパネルを立てます。 

③パネルに社名を設置します。 

④展示台 1 台（間口 1,800mm×奥行 900mm・白布付）を用意します。 

⑤コンセント等、標準装備に含まれないものに関しましては改めて事務局よりご案内させ

ていただきます。 

○ 小間の配置 

(1) 各社小間（スペース）の割当は、申込締切後に主催者（事務局）で決定いたします。 

 (2) 出展社が主催者の許可無くスペースの全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは

出展社同士において交換することはできません。 

  (3) 申込締切後、レイアウト等の兼ね合いから申込スペースの調整をする場合もあります

のでご了承ください。 

○ 補償 

 出展社およびその委託業者が、他社の小間・展示物、主催者の設備および人身等に損害

を与えた場合は、 その補償は出展社が責任を負うものとします。  

展示会場および出展申込状況等の理由による展示規模や仕様の変更、または展示会の延

期・中止における 出展社への影響や発生する費用は、出展社の責任において対処くださ

いますようお願いいたします。 

○ 搬入出スケジュール 

(1) 搬入・展示装飾 2015 年 11 月 14 日（土） 9:00 ～ 11:00（予定）  

  (2) 搬出・撤去     2015 年 11 月 15 日（日）15:00 ～ 17:00（予定）  

○ 申込方法： 

 別紙の申込書に必要事項をご記入の上、大会事務局まで e-mail または FAX でご提出くだ

さい。大会事務局で記載内容確認後、振込み先をご連絡します。 

記載された支払い期日までに指定口座にお振込みください。 

なお、振込み手数料は申込社様にてご負担願います。 

○ 申込締切：2015 年 8 月末日 



○ 申込先： 第 2 回 日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会） 

事務局  北地 雄 

〒165-0022 東京都中野区江古田 3-15-2 

総合東京病院 リハビリテーション科  

TEL 03-3387-5119（直通）、FAX 03-3387-5403（直通） 

E-mail  jimu@jpta-jptf-congress.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

申込み締切：2015年8月末日

第2回日本基礎理学療法学会学術集会（（公社）日本理学療法士協会）

事務局　北地　雄　宛

申込み年月日

御社名

ご住所

担当者ご芳名

ご連絡先 電話： FAX:

E-mailアドレス

申込記入欄

＜備考＞その他、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

　　　　□　　　企業展示を申込みます（100,000円　消費税込み）

第2回日本基礎理学療法学会学術集会・日本基礎理学療法学会 第20回学術大会　合同学会
　企業展示申込書

　年　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　日

　〒　


