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     令和 5 年 1 月吉日 

 

 

関係者各位 

 

第 10 回日本予防理学療法学会学術大会 

第６回日本産業理学療法研究会学術大会 

企業協賛趣意書 
 

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 予防理学療法の主な対象として高齢期におけるフレイルが挙げられます。フレイルは関連する要

素が多面的であり、学問分野も多岐にわたることが知られています。また、予防理学療法自体も

その領域を高齢期にかぎらず、小児から成人も含み、健康増進、スポーツによる傷害予防、再発

予防に資する運動習慣・行動変容など幅広い領域を対象としています。そのような特徴から、予

防理学療法を発展させていくためには理学療法による知見のみでなく、多職種および多くの学問

分野との協同が必要といった考えのもと、本学術大会のテーマを「予防理学療法学の学際性」とし

て開催準備を鋭意進めているところです。 

学術大会開催地となる函館市は人口 24 万人超の北海道の中核市であり、東京から約 1 時間

20 分で訪れることができます。会場は数々の大規模イベントが開催されてきた函館市民会館お

よび函館アリーナとなっており、函館空港から所要時間 20 分程度とアクセスも良好です。また、

周知のとおり函館市には世界三大夜景の一つに数えられる函館山をはじめ、古くからの港町とし

て栄えた美しい街並みなど観光名所が多いことでも有名です。これまで COVID-19 の影響によ

り本学術大会では、第 7 回から第 9 回まで WEB 開催、もしくは WEB 開催を併用したハイブリ

ッドで学術大会を開催してきました。しかし、第 10 回を迎える本学術大会では完全対面での開催

を決定しております。これまで対面での学術大会参加を待ち望んでいた方も多いことを見込んで

おり、さらに「学際性」というテーマからも全国から理学療法士以外の多くの専門職種の参加を見

込み、演題数 360 演題、参加者 1200 名を予定しております。現在も約４年ぶりの完全対面での

学術大会開催の成功を目指すとともに、より一層の予防理学療法学の発展へと貢献するべく準

備委員一同、開催の成功に向けて意気込んでおります。 

つきましては、関係者各位へ本会の趣意を改めてご理解頂き、企画講演への後援についてご検

討を賜りたくご案内差し上げます。 

引き続き倍旧のご厚情を賜りたくお願い申し上げます。 

謹白 

 

第 10 回日本予防理学療法学会 

大会長 大渕 修一 

第６回日本産業理学療法研究会学術大会  

大会長 佐藤 友則 
  



開催概要 
 

 

１．名  称  第 10回日本予防理学療法学会学術大会 

        第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 

２．会  期  2023年 10月 28日（土曜日）～10月 29日（日曜日） 

 

３．会  場  函館市民会館（北海道函館市湯川町 1丁目 32-1） 

函館アリーナ （北海道函館市湯川町 1丁目 32-2） 

 

４．学術大会長・テーマ 

学術大会長   大渕 修一（東京都健康長寿医療センター研究所） 

佐藤 友則（東北労災病院治療就労両立支援センター） 

 

テーマ     予防理学療法学の学際性 

 

５．準備委員長   森山 武 （市立函館病院） 

            河合 恒 （東京都健康長寿医療センター研究所） 

 

６．予定参加人数  1,200人 

 

７．一般演題  360演題程度 （口述 90題程度，ポスター 180題程度） 

  オーガナイズドセッション 90 題程度 

 

８．情報開示 

  本会は各社が策定する「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に従っ

て、資金提供の情報が各社のウェブサイト等を通じて公開されることを承諾いたしま

す。 

 

９．事務局  東京都健康長寿医療センター研究所 河合 恒 

       TEL：03-3964-3241 E-mail：hkawai@tmig.or.jp 

 

10．プログラム（予定） 

大会長基調講演、シンポジウム 11題、 

一般演題（口述・ポスター）270題、 

オーガナイズドセッション 15題、 

展示（企業展示、書籍展示）、 

スポンサードセミナー12題、 

市民公開講座 

その他（特別講演、教育講演など） 
 

mailto:hkawai@tmig.or.jp


スポンサードセミナー 募集要項 

１．企画の名称 
 ① 第 10回日本予防理学療法学会学術大会 スポンサードセミナー（10枠を予定） 

② 第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 スポンサードセミナー（2枠を予定） 

 

２．申し込み期間 
  2023 年１月 10日（火曜日）～2023年 3月 31日（月曜日）まで 

※セミナーの枠数に限りがございますので、先着順とさせていただきます 

※なお、支払い期限は、開催の 1ヶ月前までとさせていただきます。 

 

３．開催時間および時間枠 
  1枠 1時間 開催期間（2023 年 10 月 28日（土）～29日（日））の 2日間で最大 12枠を予定 

 

４．会場 
 ・ 函館アリーナ 多目的会議室 A（166m2）または、多目的会議室 B（177m2） 

 ・ 各会場 100席を予定 

 

５．セミナーテーマ・内容 
 原則としてセミナーテーマや内容、講師選定は主催者にお任せしますが、予防理学療法学会・産業理

学療法研究会のいずれかに関わるものとしてください。なお、スポンサードセミナーの抄録は事前に提

出いただき学会抄録に掲載の予定です。 

  

６．共催金、開催費用およびセミナーチケット 
共催金として 99,000円（消費税込）を申し受けます。共催金には会場利用料とセミナーチケット※が

含まれます。以下は主催企業様の負担となりますのでご了承ください。 

● セミナー座長・講師に関わる諸経費（交通費・宿泊費・謝金など） 

● セミナーの企画・運営に関わる機材費と人件費（電源使用料、アシスタント人件費など） 

● 広告宣伝に関わる諸経費（ポスター及び共催セミナー案内状・看板の制作、印刷費等） 

 

※セミナーチケット： 当該のセミナーと企業展示だけに参加できるチケットです。 

当該のセミナーのみに参加を希望されるお客様への周知にご活用ください。 

 

７．その他 
● 本スポンサードセミナーの企画は、第 10 回日本予防理学療法学会学術大会・第６回日本産業理

学療法研究会学術大会と参加企業との共催です。 

● 提出期限 

抄録につきましては下記の期日までにご提出ください。 

ご講演抄録      令和 5年 5月 8日（月曜日） 

 

 

８．お申込み・お問い合わせ 
次の URLの協賛申し込みフォームよりお申込み下さい。 

協賛申し込みフォーム https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation 

 

問い合わせ先 

第 10回日本予防理学療法学会学術大会 

第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 

事務局 河合 恒（東京都健康長寿医療センター研究所） 

TEL：03-3964-3241（内線 4243） E-mail：hkawai@tmig.or.jp

http://www.zaidan-hakodate.com/arena/gaiyou.html
https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation
mailto:hkawai@tmig.or.jp


企業展示 募集要項 

１．企画の名称 
 ① 第 10回日本予防理学療法学会学術大会 企業展示 

② 第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 企業展示 

 

２．申し込み期限 
  2023 年 5月 8日（月曜日）まで 

  ※ ただし、予定の募集小間数を超えた場合は、その時点で締め切らせていただきます。 

 

３．開催スケジュール（予定） 
 搬入・設営日時 2023年 10月 28日（土）10：00～ 

 展示実施日時  2023年 10月 28日（土）13：00～10月 29日（日）15：00 

 搬出・撤去日時 2023年 10月 29日（日）15：00以降 

 

４．会場 
 ・ 函館アリーナ メインアリーナ（2,860m2）のうちポスター会場と休憩室等を除いた部分を予定。 

 

５．展示面積規模・募集小間数 
 企業展示 48～96小間を予定 

 他、休憩コーナーなどの設置を予定 

  

６．出展資格 
第 10回日本予防理学療法学会学術大会および第 6回日本産業理学療法研究会学術大会の趣旨をご理解

いただける医療・介護・福祉関連の機器・サービス等を製造又はそれらを取り扱う企業・団体 

（注 展示内容等が本学術大会の主旨にそぐわないと判断した場合、出展をお断りする場合がござい

ます。） 

 

７．条件 
 展示単位 
  ・基礎 1小間（約 W1800ｍｍ（横幅） ×D1200ｍｍ（奥行）） 

  ・最低申込単位は 2小間以上となります。 

  ・床面に墨出しの上、お引渡しいたします。 

  ・隣接する小間の状況により、パネルで仕切りを入れる場合がございます。 

  ・出展申込書の小間取り希望欄に単列、複列をご記入ください。なお、複列をご希望の場合には、

最低申込単位が 4 小間以上となります。 

 
 

 出展料 
  ・ 2小間あたり 55,000円（消費税込） 

  ・ 出展料に含まれるもの：展示の準備から終了までの現場管理諸費用、 

展示期間中及び設営・撤去時のスペース利用料 

 

 支払方法 

http://www.zaidan-hakodate.com/arena/gaiyou.html


  ・ 申し込み受け付け後、請求書を送付いたします。 

 

 備品・電源の使用及び特別装飾展示ブース 

  ・ 社名板、机、椅子等の備品が必要な場合は、別途リース費用が発生します。 

  ・ 電源が必要となる場合は、別途費用を負担していただきます。 

  ・ 特殊配線、特殊なレイアウト、特殊設備など特別の仕様を希望される場合、展示品の搬入搬出

作業を委託される場合等には、別途費用を負担していただくことになります。なお、会場の関

係から対応ができない仕様もございますので、あらかじめご相談ください。 

  ・ その他、事前に確認が必要な事項がございましたらご連絡ください。 

 

 小間の割り当て 
  ・ 小間の割り当ては出展物の種類、小間数・小間構成・実演の有無などを考慮し、申し込み締め

切り後に主催者が決定し、各出展者へ通知いたします。 

  ・ 割り当てに対する異議申し立ては受け付けませんのでご了承ください。 

  ・ 出展者が主催者の承諾なく、小間の全部または一部の譲渡・交換を行うことは禁止します。 

 

 会場の管理 
  ・会場および出展物の保全について、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、学会事務局、学会運営 

事務局は責任を負いません。 

 

 出展の取り消し 

  ・ 申し込み後の取り消しは、原則として受けかねます。 

  ・ 自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、

行政機関の指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を

制限・停止することとした場合、催事に関する申し込み料金の一部または全部を返金しない場

合があります。あらかじめ、ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

 

 その他 

  ・ 展示品の重量が過大、汚染の可能性によっては出展をご遠慮いただくことがあります。 

  ・ 危険物の持ち込み、汚染の可能性がある場合には、あらかじめお問い合わせください。 

  ・ 展示会場入場用の出展社パスをお渡しいたします。お渡しするパスでは第 10回日本予防理学

療法学会学術大会／第 6回日本産業理学療法研究会学術大会の講演会場および関連プログラム

への参加はできません。学会プログラム聴講をご希望の場合は、別途参加証をご購入下さい。 

 

８．お申込み・お問い合わせ 
次の URLの協賛申し込みフォームよりお申込み下さい。 

協賛申し込みフォーム https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation 

 

問い合わせ先 

第 10回日本予防理学療法学会学術大会 

第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 

運営部長 斉藤 亨（介護老人保健施設やわらぎ苑西桔梗） 

TEL：0138-49-8555（内線 80） E-mail：saito_228@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

  

https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation
mailto:saito_228@yahoo.co.jp


 

書籍展示 募集要項 

１．企画の名称 
 ① 第 10回日本予防理学療法学会学術大会 書籍展示 

② 第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 書籍展示 
 

２．申し込み期限 
  2023 年 5月 8日（月曜日）まで 

  ※ ただし、予定の募集数を超えた場合は、その時点で締め切らせていただきます。 

 

３．開催スケジュール（予定） 
 搬入・設営日時 2023年 10月 28日（土）10：00～ 

 展示実施日時  2023年 10月 28日（土）13：00～10月 29日（日）15：00 

 搬出・撤去日時 2023年 10月 29日（日）15：00以降 

 

４．会場 
 ・ 函館アリーナ メインアリーナ（2,860m2）のうちポスター会場と企業展示を除いた部分を予定。 

 

５．出展料 

 

 
 

６．お申込み・お問い合わせ 
次の URLの協賛申し込みフォームよりお申込み下さい。 

協賛申し込みフォーム https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation 

 

問い合わせ先 

第 10回日本予防理学療法学会学術大会 

第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 

運営部長 斉藤 亨（介護老人保健施設やわらぎ苑西桔梗） 

 TEL：0138-49-8555（内線 80） E-mail：saito_228@yahoo.co.jp 

http://www.zaidan-hakodate.com/arena/gaiyou.html
https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation
mailto:saito_228@yahoo.co.jp


広告 募集要項 

1. 広告掲載媒体 
学術大会プログラム集、学術大会ホームページ  

 

2. 配布対象 
学会員・関係者および対象参加者  

 

3. 配布部数（判型） 
約 1700 部（A4 判/PDF 版）  

 

4. 媒体制作費 
1,200,000 円 

 

5. 広告料総額 
176,000 円（消費税込み）  

 

6. 募集数計 
11 口  

 

7. 広告掲載料金  
 

No.  仕様 料金（税込） 

1  広告プラン 2 万円セット 募集口数（5 口）  

① 学会ホームページ内のバナー掲載 

② 抄録集内の広告掲載（A4 判 1 ページ、スミ一色） 

22,000 円 

2 広告プラン 1 万円セット 募集口数（6 口）  

① 学会ホームページ内のバナー掲載、 

または② 抄録集内の広告掲載 （A4 判 1 ページ、スミ一色）  

※①、②どちらか一方をお選びください。 

11,000 円 

 

注）掲載場所は学会ホームページ「トップページ」の「お知らせ」下部に掲載します。 

  応募者多数の場合は、原則先着順とさせていただきます。 

  詳細な掲載場所については主催者に一任とさせていただきます。 

  バナーのサイズは 幅 × 高さ ：500px × 120px 

 

8. 広告申込締め切り 
2023年 7月 31日  

 

９. 抄録集内の広告版下送付締め切り 
2023年 8月 15日  

 注）版下は完全版下（可能な限り電子データ）で送付ください。 

 

10. 広告料振込先 
  銀行名 三菱 UFJ 銀行 神楽坂(かぐらざか)支店 

  口座番号 普通 0781806 

  口座名 一般社団法人日本予防理学療法学会 



  口座名(カナ) イツパンシヤダンホウジンニホンヨボウリガクリヨウホウガツカイ 

  注）広告料は原則、上記指定口座へ大会前にお振込みください。 

 

  ※ ご請求は協賛が確定した後に＜確定メール＞と【請求書】をお送りいたします。 

  ※ 請求書到着後 1か月以内に請求書に記載されている指定口座にお振込みください 

  ※ 料金の支払いは銀行振り込みとし、振込手数料はご負担ください。 

  ※ 銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

11. お申し込み・お問い合わせ  
次の URLの協賛申し込みフォームよりお申込み下さい。 

協賛申し込みフォーム https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation 

 

問い合わせ先 

第 10回日本予防理学療法学会学術大会 

第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 

広報部長 白部 麻樹（東京都健康長寿医療センター研究所） 

E-mail：mshirobe@tmig.or.jp 

 

https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation
mailto:mshirobe@tmig.or.jp


企業協賛金 募集要項 

１．企業協賛金の目的と使途 
  第 10 回日本予防理学療法学会学術大会準備、並びに運営に関する費用に充当します。 

 

２．企業協賛金の名称 
  第 10 回日本予防理学療法学会学術大会企業協賛金 

 

３．企業協賛金の目標額 
  5,000,000 円(1口 100,000円) 

 

４．企業協賛受付期間 
  2023年 1月 10日（火曜日）～2023 年 6月 30日（金曜日）まで 

 

6．企業協賛金振込方法 
<振込先> 

銀行名:三菱 UFJ 銀行 神楽坂(かぐらざか)支店 

口座番号:普通 0781806 

口座名 :一般社団法人日本予防理学療法学会 

口座名(カナ):イツパンシヤダンホウジンニホンヨボウリガクリヨウホウガツカイ 

 

7. 税法上の扱い 
免税措置は、特にありません。 

 

8.透明性ガイドラインに関する同意について 
本学会では、本学会に要した費用に関して各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラ

インに関する指針」に基づいて情報公開することに同意いたします。別途同意書への押印・サイン

は控えさせていただきますので、予めご了承ください。 

 

9.取消 
企業協賛金お申込み後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。従って、企

業協賛金の返却もいたしかねますのでご了承ください。 

 

10.企業協賛金募集の責任者 
氏名: 大渕 修一(独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所) 

住所:〒173-0015 東京都板橋区栄町 35番 2号 

TEL: 03-3964-3241 

 

11.お申込み・お問い合わせ 
 次の URLの協賛申し込みフォームよりお申込み下さい。 

 協賛申し込みフォーム https://10congress.webgakkai.com/sponsorship-donation 

 

 尚、お申込みいただきました場合、本学術大会の抄録集並びにホームページにご芳名を掲載させて 

いただきます。 

 

問い合わせ先 

第 10回日本予防理学療法学会学術大会 

第 6回日本産業理学療法研究会学術大会 

財務部長 植田 拓也（東京都健康長寿医療センター研究所） 

 TEL：03-5926-8236 E-mail：ueda@tmig-scplofec.org 
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