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ご 挨 拶 

 

謹啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、格別のご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、この度 、 2023年 7月 22日（土）、23日（日）の 2日間、山形大学小白川キャンパス（山形

県山形市）にて医療薬学フォーラム 2023/第 31回クリニカルファーマシーシンポジウムを開催すること

となりました。 

本フォーラムは、1985年に第 1回が福岡にて開催されて以来、病院薬剤師、薬局薬剤師、薬系大学

の研究者、および薬学生、製薬企業の研究・開発・医療情報担当者が一堂に会して情報交換する場とし

て、その歴史を重ねてきました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、第 28回

（2020年）より現地開催が行われておりませんでしたが、第 31回となる今回は、感染予防対策を徹底

のうえ、活気溢れる議論が対面でできるよう、多くの薬剤師、医療薬科学研究者および学生を開催地で

ある山形市にお迎えするために準備を進めております。 

今回のテーマは、「患者に届け、医療薬科学の力」といたしました。高度化・複雑化する医療におい

て、医療薬科学に関わるすべての薬剤師、研究者、学生が、その最終目的である患者に最適な医療を届

けるために、最新の知識の共有を図り、参加者個々の能力・資質の向上につながる場になることをご期

待申し上げます。 

本フォーラムの開催にあたり、運営費用に関しては、本来ならば参加費を持って賄うべきでありま

す。しかしながら、質素倹約を旨として運営を行いましても、昨今の諸費用高騰のために参加費のみで

の運営は困難となっております。つきましては、甚だ恐縮ではございますが、本フォーラム開催の趣旨

をご理解いただき、是非ともご賛同を賜りたく存じます。本来ならば参上し、拝眉のうえお願いすべき

ところではございますが、本書面を借りてご高配とご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、拠出いただきました共済費につきまして、貴各社が公表されますことを了承いたします。 

末筆ながら、貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。 

 

謹白 

 

2022年 9月吉日 

 

医療薬学フォーラム 2023 

第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

実行委員長 山口 浩明 

山形大学医学部附属病院薬剤部 教授・薬剤部長 
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大 会 概 要 

 

1. 大 会 名 称  医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

2. 会 期 2023年 7月 22日（土）～7月 23日（日） 

3. 会 場 山形大学小白川キャンパス 

〒990-8560 山形市小白川町一丁目 4-12 TEL：023-628-4006 

4. 主 催 公益社団法人日本薬学会医療薬科学部会 

5. 共 催 一般社団法人山形県病院薬剤師会 

 （ 予 定 ）  一般社団法人山形県薬剤師会        

6. 実行委員長       山口  浩明 

  （山形大学医学部附属病院 薬剤部 教授・薬剤部長） 

7. 大会事務局 山形大学医学部附属病院薬剤部内 

    〒990-9585 山形市飯田西 2-2-2 

    TEL：023-628-5830   FAX：023-628-5829 

8. 運営事務局  株式会社日本旅行東北 山形支店 

〒990-0039 山形県山形市香澄町 2-2-36 山形センタービル 1階 

    TEL：023-631-2295  FAX：023-631-2297 

     E-mail：iryoyakugaku_31st@nta.co.jp 

9. ホームページ         https://www.cps2023.org/ 

10. 参 加 者 数 650名（予定） 

11. 開 催 目 的 本学術大会は医療薬学に関する学理及びその応用についての研究発表、

知識の交換、会員相互の交流・連携協力を行うことにより、会員の倫理的及

び学術的水準を高め、科学的根拠に基づいた医療薬学の発展に貢献する

ことを目的とする。ひいては明日の医療を担う医療人としての病院薬剤師の

資質向上やわが国における医療の発展に寄与する。 

 

12. メインテーマ 「患者に届け、医療薬科学の力」 

13. 主なプログラム  特別講演、シンポジウム、一般演題（ポスター）、メディカルセミナー、 

企業展示（医薬品、薬科機器・医療機器、専門図書、その他展示）  
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大 会 役 員 

 

 ◆実行委員長 山口  浩明  山形大学医学部附属病院 

 

 ◆組織委員会 伊藤  秀悦  篠田総合病院 

   委 員 岡嵜千賀子  エイブル薬局 

片山   潤 石巻市立病院 

工藤  賢三  岩手医科大学附属病院 

黒田  純子  福島県立医科大学附属病院 

佐藤  茂樹  アカシヤ薬局 

田村  健悦  八戸市立市民病院 

新岡  丈典  弘前大学医学部附属病院 

羽太  光範  山形済生病院 

平泉  達哉  湖東厚生病院 

眞野  成康  東北大学病院 

三浦  昌朋  秋田大学大学院医学系研究科 

渡邊   茂 米沢市立病院 

渡辺   剛 星総合病院 

 

 ◆実行委員会 

   委 員 石川  大介  日本海総合病院院 

板垣  有紀  山形済生病院 

   市川  勇貴  篠田藏合病院 

   大泉   崇 山形県立新庄病院 

小倉  次郎  山形大学医学部附属病院 

   金野   昇 山形大学医学部附属病院 

   小島  俊彦 公立置賜総合病院 

佐藤  一真  山形大学医学部附属病院 

志田  敏宏  山形大学医学部附属病院 

   菅原  拓也 山形市立病院済生館 

田中  大輔  鶴岡市立荘内病院 

中村   新 三友堂病院 

畠山  史朗  山形大学医学部附属病院 

服部   豊 北村山公立病院 

横枕   史  山形大学医学部附属病院 
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収 支 予 算 案 

収入 

科目 予算額 摘要 

参加費 ¥4,990,000 一般会員事前登録 ¥8,000×550 名 = ¥4,400,000 

学生会員事前登録 ¥3,000×50 名= ¥150,000 

一般および非会員 ¥10,000×40 名= ¥400,000 

学生 ¥4,000×10 名= ¥40,000 

企業展示 ¥473,000 機器展示 ¥110,000×4 小間 = ¥440,000 

書籍展示 ¥33,000 ×1 小間 = ¥33,000 

広告掲載料 ¥1,166,000 裏表紙 ¥132,000×1 件 = ¥132,000 

表紙裏 ¥110,000×1 件 = ¥110,000 

裏表紙裏 ¥110,000×1 件 = ¥110,000 

後付 1 頁 ¥88,000×3 件 = ¥264,000 

後付 1/2 頁 ¥55,000×10 件 = ¥550,000 

メディカルセミナー ¥2,420,000 第 1, 2 会場 (280 席) ¥440,000×4 件 = ¥1,760,000 

第 3 会場 (180 席) ¥330,000×2 件 = ¥660,000 

スポンサードシンポジウム ¥220,000 第 1 会場 (280 席) ¥220,000×1 件=¥220,000 

寄附金 ¥50,000  

補助金 ¥500,000 日本薬学会 ¥200,000 

山形県コンベンションビューロー ¥300,000 

収入合計 ¥9,819,000  

支出 

科目 予算額 摘要 

会場使用料 ¥750,000  

機材関係費 ¥3,000,000  

学会運営委託費 ¥1,750,000  

各種印刷費・ホームページ経費 ¥2,100,000 ポスター¥200,000，抄録集¥1,200,000， 

ホームページ経費¥550,000，看板¥150,000 

講師謝金 ¥250,000 特別講演¥100,000×1 名， 

シンポジスト¥10,000×15名 

講師交通費・宿泊費 ¥1,350,000  

運営会議費 ¥150,000  

事務局経費 ¥100,000  

予備費 ¥369,000  

支出合計 ¥9,819,000  
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医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

寄附金募集要項 

 

 

◆大 会 名 称 医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

◆会 期 2023年 7月 22日（土）～7月 23日（日） 

◆募金目標額 50,000円 （1口 10,000円） 

◆募金の期間 2022年 8月 1日（月）～2023年 7月 21日（金） 

◆寄附金の用途 医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム開催に係る

運営資金 

◆募金責任者 実行委員長 山口 浩明 

◆申 込 方 法 専用の申込サイト(URL：https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top) 

よりお申込みください。 

◆振 込 先 上記、申込サイトからお振込みください。 

また、ご要望に合わせて、クレジット払い、またはコンビニ支払いも選択いただけます。

なお、振込手数料は貴社のご負担とさせていただきますのでご了承ください。 

請求書、領収書は申込サイトで自動発行されます。 

 

◆振 込 期 日 2023年 7月 21日（金） 

 

◆連 絡 先 株式会社日本旅行東北 山形支店 

    〒990-0039 山形県山形市香澄町 2-2-36 山形センタービル 1階 

    TEL：023-631-2295  FAX：023-631-2297 

E-mail：iryoyakugaku_31st@nta.co.jp 

  

https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top
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医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

企業展示募集要項 

 

◆展示日時   2023年 7月 22日（土） 9：00～17：00 

（予定）   2023年 7月 23日（日） 9：00～15：00 

    ※大会プログラムにより、開催時間が若干変更となる場合があります。 
 

◆展示会場 山形大学小白川キャンパス 基盤教育棟 3号館 1階 311番教室 
 

◆小間仕様 【機器・医薬品等展示】 

    1小間 （幅 1800 mm ×奥行 900 mm ×バックパネル 2100 mm） 

    ※ただし下部 900 mmは足のみ 

  【書籍展示】 

    1小間：展示台 1台（幅 1800 mm ×奥行 900 mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出 展 料 【機器・医薬品等展示】 1小間 110,000円（税込み） 

  【書籍展示】  1小間  33,000円（税込み）  
 

◆募集目標 5社 
 

◆申込期日 2023年 1月 31日（火） 締切  2023年 2月 28日（火） 締切 

           2023年 3月 31日（金） 締切 

    ※予定の展示スペースがなくなり次第締切といたします。 
 

◆申込方法 専用の申込サイト(URL：https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top) 

よりお申込みください。 
 

◆振 込 先 上記、申込サイトからのお振込みとなります。 

また、ご要望に合わせて、クレジット払い、またはコンビニ支払いも選択いただけます。

なお、振込手数料は貴社のご負担とさせていただきますのでご了承ください。 

請求書、領収書は申込サイトで自動発行されます。 
 

◆振 込 期 日 2023年 2月 10日（金） 
 

◆連 絡 先 株式会社日本旅行東北 山形支店 

    〒990-0039 山形県山形市香澄町 2-2-36 山形センタービル 1階 

    TEL：023-631-2295  FAX：023-631-2297 

E-mail：iryoyakugaku_31st@nta.co.jp   

【機器・医薬品等展示】 

【書籍展示】 

2100 社名板

バックパネル

白布付展示台 白布付展示台

1800

700

900

1800

700

900

https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top
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医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

広告募集要項 

 

◆誌 名 『医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 講演要旨集』 

◆規 格 A4版（297 mm×210 mm）・白黒・100頁 

◆広 告 原 稿 1頁、1/2頁 

◆印 刷 方 法 CTPオフセット印刷 

◆発 行 部 数 800部 

◆配 布 対 象 演者、座長、参加者等 

◆媒体製作費 1,200,000円 

◆広告料総額 1,166,000円 

◆掲 載 料  

掲載頁 単価（税込み） 募集目標 

表 4（裏表紙） 1頁 132,000円    1社 

表 2（表紙裏） 1頁 110,000円    1社 

表 3（裏表紙裏） 1頁 110,000円    1社 

後付 1頁 88,000円   3社 

後付 1/2頁 55,000円   10社 

◆申 込 期 日 2023年 3月 31日（金）締切 

◆版 下 送 付 2023年 4月  7日（金）必着 

◆申込方法 専用の申込サイト(URL：https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top) 

よりお申込みください。 
 

◆振 込 先 上記、申込サイトからのお振込みとなります。 

また、ご要望に合わせて、クレジット払い、またはコンビニ支払いも選択いただけます。

なお、振込手数料は貴社のご負担とさせていただきますのでご了承ください。 

請求書、領収書は申込サイトで自動発行されます。 

 

◆振 込 期 日 2023年 4月 7日（金） 
 

◆連 絡 先 株式会社日本旅行東北 山形支店 

    〒990-0039 山形県山形市香澄町 2-2-36 山形センタービル 1階 

    TEL：023-631-2295  FAX：023-631-2297 

E-mail：iryoyakugaku_31st@nta.co.jp   

https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top
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医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

メディカルセミナー募集要項 

 

◆開催日時、開催場所、共催費用（予定）                                               
 

枠番号 開催日時 会場名 会場席数 共催費用 

M1 
7月 22日（土）

12:00～12:45 

221番教室 280席 440,000円（税込み） 

M2 222番教室 280席 440,000円（税込み） 

M3 312番教室 180席 330,000円（税込み） 

M4 
7月 23日（日）

12:00～12:45 

221番教室 280席 440,000円（税込み） 

M5 222番教室 280席 440,000円（税込み） 

M6 312番教室 180席 330,000円（税込み） 
 
 

※大会プログラムにより、開催日時、開催場所、会場席数が若干変更になる場合があります。 

※口演会場はシアター形式で投影機材は大会事務局でご用意いたします。 

※共催費用に含まれないもの 

  ・当日運営スタッフ（会場内進行係、弁当配布係など） 

  ・座長、演者交通費、謝金・宿泊費などの接遇費 

  ・看板、チラシなどの製作費 

   ・参加者お弁当代 

※セミナーの内容や座長及び講演者の選出については、貴社に一任いたしますが、企画内容や講師が

重複している場合は調整をお願いする場合がございます。予め、ご了承ください。 

※最終的な会場の割り振りにつきましては大会事務局にご一任くださいますようお願いいたします。 

※お弁当の提供は COVID-19感染状況を考慮して判断いたします。 
 

◆申込期日 2023年 1月 31日（火） 締切  2023年 2月 28日（火） 締切 

※会場が埋まり次第締切といたします。 締め切りました 
 

◆申込方法 専用の申込サイト(URL：https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top) 

よりお申込みください。 
 

◆振 込 先 上記、申込サイトからのお振込みとなります。 

また、ご要望に合わせて、クレジット払い、またはコンビニ支払いも選択いただけます。

なお、振込手数料は貴社のご負担とさせていただきますのでご了承ください。 

請求書、領収書は申込サイトで自動発行されます。 
 

◆振 込 期 日 2023年 2月 10日（金） 
 

◆連 絡 先 株式会社日本旅行東北 山形支店 

    〒990-0039 山形県山形市香澄町 2-2-36 山形センタービル 1階 

    TEL：023-631-2295  FAX：023-631-2297 

E-mail：iryoyakugaku_31st@nta.co.jp 

  

https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top
mailto:iryoyakugaku_31st@nta.co.jp
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医療薬学フォーラム 2023／第 31回クリニカルファーマシーシンポジウム 

スポンサードシンポジウム募集要項 

 

◆開催日時、開催場所、共催費用（予定）                                               
 

枠番号 開催日時 会場名 会場席数 共催費用 

SS1 
7月 22日（土）

15:45～17:45 
221番教室 280席 220,000円（税込み） 

 
 

※大会プログラムにより、開催日時、開催場所、会場席数が若干変更になる場合があります。 

※口演会場はシアター形式で投影機材は大会事務局でご用意いたします。 

※共催費用に含まれないもの 

  ・当日運営スタッフ（会場内進行係、弁当配布係など） 

  ・座長、演者交通費、謝金・宿泊費などの接遇費 

  ・看板、チラシなどの製作費 

※セミナーの内容や座長及び講演者の選出については、貴社に一任いたしますが、企画内容や講師が

重複している場合は調整をお願いする場合がございます。予め、ご了承ください。 

※最終的な会場の割り振りにつきましては大会事務局にご一任くださいますようお願いいたします。 

 

◆申込期日 2023年 1月 31日（火）締切  

※会場が埋まり次第締切といたします。 締め切りました 
 

◆申込方法 専用の申込サイト(URL：https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top) 

よりお申込みください。 
 

◆振 込 先 上記、申込サイトからのお振込みとなります。 

また、ご要望に合わせて、クレジット払い、またはコンビニ支払いも選択いただけます。

なお、振込手数料は貴社のご負担とさせていただきますのでご了承ください。 

請求書、領収書は申込サイトで自動発行されます。 
 

◆振 込 期 日 2023年 2月 10日（金） 
 

◆連 絡 先 株式会社日本旅行東北 山形支店 

    〒990-0039 山形県山形市香澄町 2-2-36 山形センタービル 1階 

    TEL：023-631-2295  FAX：023-631-2297 

E-mail：iryoyakugaku_31st@nta.co.jp 

 

https://va.apollon.nta.co.jp/iryoyakugaku31st/joho?MODE=top

