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第 29回日本医療薬学会年会
年会長　武田  泰生

（鹿児島大学病院　教授・薬剤部長）

会期：2019 年 11 月 2 日（土）～ 4 日（月・祝）
会場：福岡国際会議場、福岡サンパレス、マリンメッセ福岡、ホテル日航福岡

　第 29 回日本医療薬学会年会を 2019 年 11 月 2 日（土）から 4日（月・祝）にかけて、福
岡国際会議場・マリンメッセ福岡・福岡サンパレス・ホテル日航福岡において、開催する
運びとなりました。
　近年の次世代シークエンサーや分子標的薬の開発に伴うがんゲノム医療の推進、ファー
マコビジランスにおける MID-NET や JADER などの医療ビッグデータの利活用、さらに
近い将来実現するであろう人工知能や情報通信技術を活用した業務支援システムの開発な
ど、今後の医療薬学の展開においては新たな時代に適応した役割が求められています。
　2019 年は年号も変わります。このような新しい時代の幕開けともなる本年会では、メイ
ンテーマを「新しい時代を担う医療薬学のこれから～薬学の英知の結集～」とさせていた
だきました。医療が益々複雑化・高度化していく中において、全国各地から多くの方々に
お集まりいただき、今後の医療薬学に求められることは何かを一緒に考え、新しい時代を
担う医療薬学のこれからについて議論したいと考えています。
　最先端の医療や研究でご活躍されている国内外の先生をお招きし、近年のニーズに即し
た最新のテーマを中心に、特別講演をいただく予定です。さらには、多くの公募シンポジ
ウムや一般演題を企画して、我々薬剤師が、医療薬学関係者が、新しい時代の医療薬学を
いかに担っていくかを議論したいと考えています。本年会が皆さまの意見交換の場となり、
我々薬剤師・医療薬学関係者の未来を築く絆を深めていただく機会となることを願ってお
ります。
　開催地であります福岡は食の宝庫でもあり、学問の神といわれる菅原道真公を祭った太
宰府天満宮をはじめ、大濠公園、五十二万石を抱えた黒田藩福岡城址、元寇防塁跡、漢委
奴国王由来の金印が発掘された志賀島など観光の名所でもあります。また、近隣では吉野
ケ里遺跡（佐賀県）、由布院や別府などの温泉郷（大分県）もございます。秋の九州・福岡
の地にぜひ足を運んでいただき、本会にて熱いご討論をいただくとともに、食と文化が融
合する街、福岡を楽しんでいただければと思います。多くの皆様のご参加を心よりお待ち
申し上げております。

年会長挨拶 The Exhibition at The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmaceutical Health Care and Sciences

新しい時代を担う医療薬学のこれから
～薬学の英知の結集～
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展示募集要項

正 会 員
展示会員

【1小間料金】　195,000円
【1小間料金】　245,000円

（税別）
（税別）

展示出展料

小 間 仕 様

※ただし、４小間～９小間のお申し込みの場合 →１小間あたり 10,000 円、
　１０小間以上のお申し込みの場合 →１小間あたり 15,000 円を上記展示料より割り引きます。
　なお､変則型の床面積をご希望の場合は､基礎小間の面積を基準にした展示料を申し受けます。

展示概要
●名　　称：第 29回日本医療薬学会年会 併催薬科機器展示会

●会　　場：マリンメッセ福岡
〒812-0031　福岡市博多区沖浜町 7-1

●会　　期：2019 年 11月 2日（土）～ 4日（月・祝）

●主　　催：日本薬科機器協会
●後　　援：日本医療薬学会

●来  場  者：全国の病院薬剤部、大学、製薬メーカー等の
日本医療薬学会会員（約 9,000 人）

・間口1,800mm×奥行1,500mm×高さ2,400mm

・パネル、袖パネルはアイボリーホワイトを使用します。
  お申し込みにより、展示台（天板白布、腰紺布）を
  ご用意いたします。

・社名板は黒色書き（統一書体）で白色のプレートを
  設置致します。（日・英併記）

・１小間ごとに蛍光灯40W１灯をパラペット裏に取付けます。

※ 通路を挟んで並列で向かい合わせ希望の場合は､片側5小間
　 以上､合計10小間以上を原則とします。

基 礎 小 間

・間口1,800mm×奥行1,500mm　スペースのみ（4小間以上）
・小間のコーナー（4隅）表示のみ

ブロック小間

1800

1500

The Exhibition at The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmaceutical Health Care and Sciences

※ ご用意できる展示台（机）の耐荷重は70kg以下です。
　 これ以上の重量の場合は、出展者様にて展示台の用意をお願いいたします。

※ 指定ロゴがあれば別途有料でおつくりいたします。
　 株式会社は（株）など略称表記となります。

※ ブロック小間は 4小間以上とします。
　 また、通路に面している壁面の 3分の 1は、開放したデザインにしてください。

木製袖パネル

木製背面パネル

2400

900
600 1500

1800

2400

社名板

お申込により、展示台を設置
展示台（W1800×D900×H700）

パラペット（裏：蛍光灯40W×1）

出展の取消し
出展者の都合による出展申込みの取消しは、原則として出来ません。
但し、止むなく取消しを行う際は文書にて事情を明記し、主催者の承認を受けてください。
この場合、以下のようなキャンセル料をお支払い願います。
　開催２ヶ月前まで：出展料の３０％
　開催２ヶ月前以降：出展料の１００％

●学会テーマ：新しい時代を担う　医療薬学のこれから
　　　　　　～薬学の英知の結集～
●年  会  長：武田  泰生 先生（鹿児島大学病院  教授・薬剤部長）



JAPAN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT & MACHINERY ASSOCIATION 

- 4 -

電気について

（１） 提出していただいた申込書の所要量に応じた幹線工事（一次配線工事） を小間の後壁まで行います。
（２） 必要コンセント等の小間内配線（二次配線工事）は、それぞれ、申込書にご記入の上お申し込み
　　 ください。
（３） 一次・二次配線工事費、並びに消費電力料は、別途請求いたします。（出展社負担）
（４） 通夜送電はできません。
（５） 単相 100V・200V の区別を明確に記入してください。

スケジュール

展示小間割当

展示会ガイドの作成

来場者の皆様に展示品とその他の企画（ワークショップ、新技術・新製品セミナー）を広く認知して
いただくために「展示会ガイド」を発行いたします。「展示会ガイド」には、各社の社名（日英併記）、
出展製品、住所、連絡先（TEL・FAX・URL）を掲載いたします。
展示申込書の項目に従って、掲載したい情報と希望部数をお間違いのないようにご記入ください。
開催 1ヶ月から１ヶ月半前を目安に出展者の皆様にお送りいたします。参加者の皆様にご来場頂ける
ようにお配りいただき、営業のアイテムの一つとしてお使いください。

ワークショップ、新技術・新製品セミナー

第 29回日本医療薬学会年会併催薬科機器展示会において、ワークショップ、新技術・新製品セミナー
を開催致しますので、多数のご参加をお願いいたします。詳しい内容は、ワークショップ P6、新技術・
新製品セミナー P7をご覧ください。

2019年6月28日（金）必着

お申込方法・締切

「展示申込書」に必要事項を記載の上、電子メール、またはホームページよりお申し込みください。

なお、締切日は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

ご　請　求

展示料は、申込書到着次第お届けする請求書記載の指定銀行口座にお振り込みください。

※スペースに限りがございますので定数になり次第締め切らせていただきます。

（１） 原則として申込順と致しますが、協会事務局にご一任願います。
（２） 会場に制約があるため、ご希望に沿えない場合があることをご了承ください。
（３） 小間割の決定とともに、「小間割図」「出展マニュアル」をお送り致します。

6月 7月 8月 9月 1 0 月 1 1 月

・ 申込締切
6月28日（金）

・搬 入
11月 1日（金）

・搬 出
11月 4日（月・祝）

・展示ガイド
発送
9月中旬頃

※11月1日（金）の午後からの搬入予定です。
　搬入・搬出に関する詳細は、申込締め切りの後に「出展マニュアル」、「小間割図」にてお知らせいたします。

・小間割り
出展マニュアル
発送
9月下旬頃

・展示会ガイド
（ワークショップ、
　新技術・新製品セミナーのみ）
原稿締切 8月上旬頃
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申込先・問い合わせ先
日本薬科機器協会 展示会事務局
電話 ： 022-388-6151　FAX： 022-388-6155　E-mail：tenji@nyk.gr.jp

お申込方法

「展示申込書」、「ワークショップ参加申込書」、「新技術・新製品セミナー参加申込書」に必要事項を記入
の上、下記展示会事務局までお申し込みください。申込期限は 2019 年 6月 28日（金）となります。

出展社懇親会について

11 月 2日（開催初日）出展社懇親会を予定しております。
詳細のご案内は出展申込み締切後、出展マニュアルと共にお送りいたします。

小間関係注意事項

展示品の輸送

下記運輸会社と一括輸送を特約しておりますので、ご希望の方は直接同社へお申し込みください。
同社が一括して引き受けますが、運送料については、各社で直接お申込みください。

展示品の受取り、管理
展示品の受け取り、管理は、展示する会社が必ず会場に係員を派遣して当たってください。防犯上の
点から、展示品を会場へ直送されても、事務局による代理受取りはいたしません。
事故防止のため、時間外の会場への立ち入りは禁止いたします。

給排水、ガスについて

給排水、ガスなどは使用できません。なお、水を使用される方は、ポリバケツ等をご用意ください。

音響装置と音量規制

（１） 小間内のマイク用スピーカーは、内側に向けて設置してください。
（２） マイクの音量は、常識の範囲内（小間前面２ｍ、高さ１ｍで計測して７０ホン以下とする。）で
　　 極力制限すること。なお７０ホン以下でも近隣の出展者よりクレームがあった場合､協会事務局
　　 の指示に従い､直ちに音量を下げてください。

富島海運　株式会社（橋本 政宏）　　〒136-0082　東京都江東区新木場１－８－１７
電話：03-3521-8011　FAX：03-3521-8016　E-mail：hashimoto@tomijimakaiun.com

【 通路使用禁止 】
出展会社の展示、装飾、印刷物の配布等は、すべて自社小間内で行うものとします。自社スペースを
はみ出した受付台・机・いす等の設置、通路部分へのカーペットの敷設、通路での印刷物の配布等は
一切禁止いたします。また、カタログ等の保管スペースは､各小間内に確保してください。

保険契約

事故防止には最善を尽くしますが、盗難、火災、災害等の損害に対しては一切責任を負いません。
各社で保険契約をしていただくようお勧め致します。

小間の譲渡・貸与・相互交換の禁止

出展社は割り当てられた小間の全部又は一部を、有償無償を問わず第三者に譲渡、貸与もしくは、相互
交換する事はできません。

変更・中止について

主催者は、不可抗力または、やむを得ない事情により、会期・開催時間の変更、または開催を中止す
る場合があります。中止の場合は、出展料は返金致しますが準備に要した費用は、お申し込み小間数
に応じて、出展者にご負担頂く場合がございますのでご了承ください。

終了時間と撤収について

展示会の終了時間を厳守し、終了前に片付け始めることのないようにしてください。
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第 29回日本医療薬学会年会併催薬科機器展示会において、下記のワークショップを開催致しますので、
多数のご参加をお願いいたします。

記

■テーマ：（１） 最新の技術を用いた薬科機器による医療薬剤業務の効率化と医療安全について
（２） 抗がん剤調製について
（３） その他

■内　　容：参加者が実習できるスタイルが望ましいが、特に規定しない。
■開催期日：2019 年 11 月 2日・3日・4日
■場　　所：マリンメッセ福岡

会場の都合により、変更される場合があることをご了承ください。
■発表時間：３０分～２時間（内容により変更可能）
■参加資格：出展会社に限る
■参加料：無料
■申込方法：別紙申込書に、発表タイトルとその内容をご記入の上、事務局へお申し込みください。

■日程及び時間割：
申込締切り後、協会事務局において調整の上、ご連絡いたします。
発表は 11月 2日・3日・4日を予定していますが、協会事務局において調整いたしま
すのでご了承ください。
当ワークショップの日程、時間割は、「展示会ガイド」「協会HP」及び医療薬学会年会組織
委員会発行の「講演要旨集」等に掲載し、ＰＲする予定です。

■取り消し及び削除：
日程、時間割決定後の参加取り消し、及びテーマの削減には応じかねますのでご了承ください。

■発表に必要な備品カタログ・テキストについて：
１）当協会で用意する備品
　　マイク、スピーカー、プロジェクター、スクリーン（3:4）、レーザーポインター、
　　タイトル（めくり）、受付用机等。
　　※会場で用意できる接続端子はD-Sub15 ピンのみとなります。
２）発表会社で用意していただくもの
       イ）予稿集、テキストまたはカタログなど聴講者に配布するもの。
　　ロ）実演に必要な装置、器具類。
　　ハ）外国語で発表する場合は、通訳を同行してください。
　　　　＊ＰＣは、各社でご用意ください。

■申込締切日： 2019 年 6月 28日（金）（必着）

■申込先・問い合わせ先：
日本薬科機器協会展示会事務局
 電話 ： 022-388-6151　  FAX： 022-388-6155
 E-mail： tenji@nyk.gr.jp

■ＰＲと聴講者の募集について：
１）当協会では、ホームページへの掲載、展示会場での「展示会ガイド」の配布等、ワーク
　　ショップの開催について広くＰＲいたしますが、発表各社においても､自社発表時の聴講
　　者の動員について本「展示会ガイド」などを利用して積極的なご勧誘をお願いいたします。
２）当協会では「展示会ガイド」に発表日時、会社名、テーマ、内容、写真などを記載し、
　　発表会社に配布いたします。ご希望の場合は、展示申込書の所定欄に希望部数をご記入
　　ください。

ワークショップについて The Exhibition at The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmaceutical Health Care and Sciences
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■テーマ：①　病院調剤・製剤に使用する､機器・システム・機材・施設
②　医療薬学に使用する､分析・研究機器・システム・機材・施設
③　医薬品情報システム
④　その他薬学研究・教育に使用する､機器・システム・機材・施設

■セミナー期日：2019 年 11 月 2日・3日・4日
■場　　所：マリンメッセ福岡

会場の都合により、変更される場合があることをご了承ください。
■発表時間：２０分以内
■参加資格：出展会社に限る
■参加料：正 会 員

展示会員
3タイトルまで無料（4タイトル目から､30,000 円 ( 税別 ) ／ 1タイトル）
30,000 円 ( 税別 ) ／ 1タイトル

■申込方法：別紙申込書に､テーマ番号､発表タイトルとその内容をご記入の上、事務局へお申し込みくだ
さい。

■日程並びに時間割：
申込締切り後、協会事務局において調整の上、ご連絡いたします。
発表は 11月 2日・3日・4日を予定していますが、申込多数の場合は、申込順、テーマなど
を考慮し協会事務局において調整いたしますのでご了承ください。
当新技術・新製品セミナーの日程、時間割は、「展示会ガイド」「協会HP」及び医療薬学会年会
組織委員会発行の「講演要旨集」等に掲載され、ＰＲする予定です。

■取り消し及び削除：
日程、時間割決定後の参加取り消し、及びテーマの削減には応じかねますのでご了承くだ
さい。また、時間の延長にも応じかねますのでご了承ください。

■発表に必要な備品カタログ・テキストについて：
１）当協会で用意する備品
　　マイク、スピーカー、プロジェクター、スクリーン（3:4）、レーザーポインター、
　　タイトル（めくり）、受付用机等。
　　※会場で用意できる接続端子はD-Sub15 ピンのみとなります。
２）発表会社で用意していただくもの
　イ）予稿集、テキストまたはカタログなど聴講者に配布するもの。
　ロ）外国語で発表する場合は、通訳を同行してください。
　　　＊ＰＣは、各社でご用意ください。

記

第 29回日本医療薬学会年会併催薬科機器展示会において、下記の新技術・新製品セミナーを開催いたし
ます。出展機器に対するより詳しい説明､あるいは出展機器を用いた実験結果の説明など､展示ブースでは
不可能なプレゼンテーションにご利用ください。多数の参加申込みをお待ちしております。

■申込先・問い合わせ先： 日本薬科機器協会展示会事務局
 電話 ： 022-388-6151　  FAX： 022-388-6155
 E-mail： tenji@nyk.gr.jp

■申込締切日： 2019 年 6月 28日（金）（必着）

新技術・新製品セミナーについて The Exhibition at The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmaceutical Health Care and Sciences

■ＰＲと聴講者の募集について：
１）当協会では、ホームページへの掲載、展示会場での「展示会ガイド」の配布等、ワーク
　　ショップの開催について広くＰＲいたしますが、発表各社においても､自社発表時の聴講
　　者の動員について本「展示会ガイド」などを利用して積極的なご勧誘をお願いいたします。
２）当協会では「展示会ガイド」に発表日時、会社名、テーマ、内容、写真などを記載し、
　　発表会社に配布いたします。ご希望の場合は、展示申込書の所定欄に希望部数をご記入
　　ください。
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前回出展状況
第 28 回日本医療薬学会年会併催薬科機器展示会
■会　　場：神戸国際展示場（3 号館 1 階）
■会　　期：平成 30 年 11 月 23 日（金・祝）～25 日（日）
■展示規模：21 社 /97 小間
■登録者数：9,420 名

【参考】来場者数推移グラフ

S-05

S-04

S-03

S-01

1

2
5 6 7

89
12 13 14

15
16

34

S-02

1011

9,257 名
9,219 名 9,229 名

9,420 名

第25回
パシフィコ横浜
（横浜）

第26回
国立京都国際会館
（京都）

第27回
幕張メッセ
（千葉）

第28回
神戸国際展示場
（神戸）

9000

8500

9500

出展社名 （50 音順）

13. 馬野化学容器（株）
09.（株）Ｓ＆Ｓエンジニアリング
03. エムアイケミカル（株）
12. 河淳（株）
S-01. 小西医療器（株）
02. サカセ化学工業（株）
06.（株）シンキー
S-01. すみれ分包機（株）

S-01.（株）タカゾノ

05. 丸三製薬バイオテック（株）

S-03.（株）トーショー
07. 日科ミクロン（株）
14.（株）日本医化器械製作所
S-02. 日本ベクトン・ディッキンソン（株）
S-05. ＰＨＣ（株）／旧 パナソニック ヘルスケア
08.（株）ＶＩＰグローバル

01.（株）未在ADシステムズ
04. 三田理化工業（株）
S-04.（株）湯山製作所

10. インフォコム（株）
11.（公財）MR認定センター

機器展示

文献情報検索システム
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前回開催状況
ワークショップの開催（11 月 24 日（土））

広報・PR 活動
　「展示会ガイド」を１２，０００部発行し、事前登録者全員に送付するとともに、当日の
参加者にも積極的に配布した。一方、ホームページや協会誌「やげん」でも展示会の予告
情報を逐次配信した。

The Exhibition at The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmaceutical Health Care and Sciences

■ワークショップ会場風景

ワークショップ 10:00～12:00YWS-1

神戸大学医学部附属病院 腎・血液浄化センター／（株）湯山製作所
各種病棟で管理すべき腎機能の基準を薬剤業務支援システムで考える

ワークショップ 13:30～15:30YWS-2

東北大学病院 薬剤部／三田理化工業（株）
抗がん剤調製支援システムを活用した新人薬剤師への教育実習

■展示会ガイド
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電子メールによる申込（メールに添付した入力フォーム型式）

＜入力手順＞

※記入いただいたデータは印刷し、展示会が終わるまで保管をお願い致します。
※ご不明な点はご連絡ください。

チェックがついていなければクリック

色がついている箇所を
クリックして入力できます
色がついている箇所を
クリックして入力できます

❷申込書（入力フォーム形式）の PDF を開いていただき、
    入力フォームに従いましてご入力ください。
※PDF を開いたとき、1回目は入力箇所がハイライト表示に
    なっていない場合がございます。その際は、画面右上の
    「既存のフィールドをハイライト表示」をクリックし、
    色のついた箇所をクリックしてご記入ください。

❸入力が完了しましたら、データを別名で保存していただき
    ファイル名に貴社名を入力して展示会事務局
　（tenji@nyk.gr.jp）までご返送ください。

こちらに貴社名をご入力ください

ファイル名：機器 _第 29 回日本医療薬学会年会 _併催展示会 _展示申込書＜●●●●＞.pdf

記入前記入前 記入後記入後

別名保存別名保存

※記入後のデータを
ご返送ください。
※記入後のデータを
ご返送ください。

❶メールに添付されている申込書（入力フォーム形式）を
    ご自身の PC（デスクトップ等）に保存してください。

保存

展示申込書提出方法について The Exhibition at The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmaceutical Health Care and Sciences
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＜入力手順＞

※申込受付内容のメールは展示会が終わるまで保管をお願い致します。
※ご不明な点はご連絡ください。

❷展示会ページ内の一番下にある「出展申込み」より、
　お申し込みをするカテゴリを選択してください。
　（薬科機器協会正会員の方は、会員ページに
　 ログイン後に開いてください）

❸各種項目にしたがって、お申し込み内容を入力してください。

　「出展製品」の項目につきましては、展示品のサイズと重量を
　すべてご入力ください。ポスターやチラシなどの小型のものに
　つきましては、例えば「0.1」などの小さな数値をご入力いただ
　ければ結構です。
　（空欄だとお申し込みが受理できません）

❹入力が完了しましたら、一番下の「お申込内容を送信」を
　クリックしてください。
　※確認画面はございませんのでご注意ください。

　送信後、お申し込みいただいた E-mail アドレスに、
　日本薬科機器協会 展示会事務局（tenji@nyk.gr.jp）より
　申込受付内容のメールを自動で送信いたします。

❶日本薬科機器協会のホームページにアクセスし、
　「展示会情報」の中の該当展示会のページを開きます。

展示会情報

http://www.nyk.gr.jp/

ホームページによる申込

展示申込書提出方法について The Exhibition at The 29th Annual Meeting of the Japanese Society of  Pharmaceutical Health Care and Sciences
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アクセス概要図 TEL：092-262-3111

■電車でお越しのお客様
地下鉄呉服町駅より徒歩17分・地下鉄中洲川端駅より徒歩18分・西鉄天神駅より徒歩25分・
地下鉄天神駅より徒歩25分・JR博多駅より徒歩30分

■バスでお越しのお客様

■自家用車／タクシーでお越しのお客様

〒812-0031　福岡市博多区沖浜町7-1

出発地

JR博多駅
（博多口）

博多駅シティ銀行前
Fのりば　99番 【博多ふ頭行】

国際センター
サンパレス前

下車

【中央ふ頭行】
マリンメッセ
前下車

マリンメッセ
福岡ソラリアステージ前

2Aのりば　80番

呉服町（都市高速・蔵本方面）
88番 約10分

約12分

約15分

約15分

徒歩すぐ

博多駅シティ銀行前
Fのりば　88番

西鉄・地下鉄
天神駅

地下鉄
呉服町駅

乗車バス停・バス番号 降車バス停

東浜ランプ

マリンメッセ
福岡

約3分

約15分

約10分

約6分

自家用車
福岡市の西側（唐津方面）から

福岡市の南側（太宰府方面）から

福岡市の東側（北九州方面）から

福岡空港から

博多駅から

天神から

タクシー

都市高速利用

マリンメッセ前
Marine Messe Mae

P
P

PP

P

駐車場C
（162台）

駐車場B
（280台）駐車場A

（342台）ぴあトピア
駐車場

一般
駐車場

福岡国際会議場
福岡国際センター

福岡サンパレス

エキシビション
パーク

（189台）

国際センター・サンパレス前
Kokusai Center-Sun Palace mae国際センター・サンパレス前

Kokusai Center-Sun Palace mae

イベントパース

ベイサイドプレイス
博多埠頭

博多
ポートタワー

タクシー・
バスプール

ぴあトピアトンネル （福岡都市高速道路）
至 香椎

ベイサイド
パーキング

至 百道

博多湾

築港ランプ

（福岡都市高速道路）




