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第 36 回日本ストレス学会学術総会ご協賛のお願い 

  

 

謹啓 貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 さて、このたび第 36 回

日本ストレス学会学術総会を、2020 年 10 月 24 日（土）・25 日（日）から 1 か月程度、オンライン

（一部は北里大学相模原キャンパス）において、メインテーマ「ライフコースの視点から見たストレス

科学」のもと、開催する運びとなりました。わが国のストレス学を率いてきた本学術集会を開催でき

ますことを大変光栄に思っています。 

日本ストレス学会は、「ストレス問題に近代科学のメスを加える」を目標とし、その具体的な研究の

場として、昭和 60 年に設立されました。私達は、人文科学、自然科学、社会科学を総合した学際

的な視野のもとに、急激な技術革新と社会経済の変動、価値基準の変化などによって生ずるストレ

スの問題に、深く近代科学のメスを加え、新しい発想を模索する学際的研究団体をめざし、現在ま

で活発に活動を続けてまいりました。 

私たちが経験するストレスは、ライフステージによって異なります。また、あるライフステージで経

験したストレスの影響が、その後のライフステージで発生することもあります。そういうことから、ライフ

コースで捉えたストレスの長期的な影響とその制御に関して、本学術集会では学ぶ機会を提供し

たいと考えております。また、日本医師会認定産業医制度産業医学研修会を本年も、学術総会時

に開催致します。 

現在、多方面からのご意見を参考にして、参加者にとって魅力的なプログラムになるよう、また、

日ごろより本領域の発展に寄与していただいている製薬企業や医療機器製造企業、EAP 企業の

皆さまにとりましても充実した学術集会となるよう、鋭意企画を進めているところでございます。つき

ましては、貴社におかれましても本総会の主旨をご理解いただき、成功にご協力いただきたく、ご

協賛をお願い申し上げる次第です。  

  

謹白  

2020 年 6 月吉日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

開催概要 

 

 

1. 会議の名称 第 36 回日本ストレス学会学術総会 

  

2. 会長 堤明純 （北里大学 医学部 公衆衛生学） 

 

3. 会期  2020 年 10 月 24 日（土）・25 日（日）から 1 か月程度  

  

4. 開催場所 オンライン、一部は北里大学 相模原キャンパス臨床教育研究棟（IPE 棟） 

（〒252-0373 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1）  

  

5. プログラムの概要 

 (1) テーマ 

「ライフコースの視点から見たストレス科学」  

 

 (2) プログラム 

・会長講演 

・特別講演 

・教育講演 

・シンポジウム 

・一般演題 

・ランチョンセミナー 

・ 市民公開講座   

・ 一般演題 （ポスター）   など  

            

6. 参加者数 約 800 名（予定）  

  

7. 事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 

TEL 042-778-9352  FAX 042-778-9257 

E-mail info.stress36@gmail.com 

事務局長 可知悠子 

  



第 36 回日本ストレス学会学術総会 

共催セミナー 募集要項 

 

 

1. 共催セミナー開催内容（予定） 

 

種別 開催日 会場 募集数 共催費 

（税抜） 

共催セミナーA 

（締め切りました） 

10 月 25 日（日） オンライン 1 \350,000 

共催セミナーB 10 月 25 日（日） オンライン 1 \350,000 

＊協賛費には、食事代（座長と演者用弁当・飲み物）と座長・演者への謝礼、交通費、宿泊費

を含みます。 

＊広告動画ならびにバナー広告をお付けします。 

＊演者の先生への抄録のご執筆依頼ついては、事務局と応相談とさせていただきます。 

 

2. セミナーテーマ、座長・演者の選定について 

原則として協賛企業様にお任せいたしますが、内容・座長・演者の人選につきましては事務局

にて調整をさせていただき、場合によっては変更をお願いする場合もございます。内諾を得て

いただくのは事務局からの連絡があるまで、お待ちいただくようお願いいたします。 

 

3. 申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、E-mail または FAX にて運営事務局宛にお送りくだ

さい。実施日時につきましては共催企業様のご希望をお伺いし、調整させていただきます。 

 

4. 申込締切 

2020 年 6 月 30 日（火） 

 

 

 

5. 共催費の振込先 

申込書受領後、運営事務局より請求書をお送りさせていただきます。請求書発行日より 1 ヶ月

以内に所定の口座にお振込みください。 

   指定銀行口座 

【銀行名】   三菱 UFJ 銀行  

【支店】   新百合ヶ丘支店（店番 075） 



【口座番号】 （普通）1055628 

【口座名義】 第 36 回日本ストレス学会学術総会事務局長可知悠子 

（ダイサンジユウロクカイニホンストレスガツカイガクジユツソウカイカチユウコ） 

※手数料は貴社にてご負担ください。 

※金融機関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。 

 

6. 申し込み・問い合わせ先 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 

TEL 042-778-9352  FAX 042-778-9257 

E-mail info.stress36@gmail.com 

  



第 36 回日本ストレス学会学術総会 

抄録集広告 募集要項 

 

 

1. 媒体名： 第 36 回日本ストレス学会学術総会 抄録集 

2. 発行部数： 800 部 

3. 発行予定日: 2020 年 9 月下旬 

4. 配布先: 学会参加者および関連団体 

5. 原稿サイズ: B5 

6. 広告料総額（予定額）：\500,000 

 種類 タイプ 金額（税抜き） 募集枠数 

1 表 4 モノクロ 1 頁 \100,000 1 

2 表 3 モノクロ 1 頁 \75,000 1 

3 表 2 モノクロ 1 頁 \75,000 1 

4 後付 1 頁 モノクロ 1 頁 \50,000 2 

5 後付 1/2 頁 モノクロ 1/2 頁 \25,000 6 

 

7. 申込締切 

2020 年 7 月 31 日（金） 

 

8. 振込先 

   指定銀行口座 

【銀行名】   三菱 UFJ 銀行  

【支店】   新百合ヶ丘支店（店番 075） 

【口座番号】 （普通）1055628 

【口座名義】 第 36 回日本ストレス学会学術総会事務局長可知悠子 

（ダイサンジユウロクカイニホンストレスガツカイガクジユツソウカイカチユウコ） 

※手数料は貴社にてご負担ください。 

※金融機関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。 

 

9. 原稿送付締切 

2020 年 7 月 31 日（金） 

 

10. 申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、E-mail または FAX にて運営事務局宛にお送りくだ

さい。申込内容を確認後、追って請求書を郵送いたします。 



 

11. 広告原稿 

版下データ（完成版イラストレーター）または紙焼きを運営事務局へお送りください。 

（版下データは E-mail 添付または CD-R 郵送にて、紙焼きは郵送にてお送りください） 

 

12. 申し込み・問い合わせ先 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 

TEL 042-778-9352  FAX 042-778-9257 

E-mail info.stress36@gmail.com 

  



第 36 回日本ストレス学会学術総会 

バナー広告 募集要項 

 

1. 媒体名： 第 36 回日本ストレス学会学術総会 ホームページのトップページ 

2. URL： http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~publichealth/stress36/ 

3. 掲載期間: データ受信後（随時～会期終了頃まで） 

4. 依頼社数: 20 社 

5. 規 格: 幅 190×高 55 ピクセルの内におさまるもの１点、10KB 以内 

ファイル形式 GIF（アニメーション可）、JPEG、PNG 

6. 広告料： \30,000 

7. 申込締切 

2020 年 9 月 30 日（水） 

 

8. 振込先 

   指定銀行口座 

【銀行名】   三菱 UFJ 銀行  

【支店】   新百合ヶ丘支店（店番 075） 

【口座番号】 （普通）1055628 

【口座名義】 第 36 回日本ストレス学会学術総会事務局長可知悠子 

（ダイサンジユウロクカイニホンストレスガツカイガクジユツソウカイカチユウコ） 

※手数料は貴社にてご負担ください。 

※金融機関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。 

 

9. 申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、E-mail または FAX にて運営事務局宛にお送りくだ

さい。申込内容を確認後、追って請求書を郵送いたします。 

 

10. バナーデータ 

バナーデータは貴社にてご作成の上、事務局までメール添付にてご送付ください。また、受領

いたしましたデータはご返却いたしませんので、予めご了承ください。 

 

11. 申し込み・問い合わせ先 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 

TEL 042-778-9352  FAX 042-778-9257 

E-mail info.stress36@gmail.com  



第 36 回日本ストレス学会学術総会 

オンライン書籍展示 募集要項 

 

1. 媒体名： 第 36 回日本ストレス学会学術総会 ホームページのトップページ 

2. URL： http://www.med.kitasato-u.ac.jp/~publichealth/stress36/ 

3. 掲載期間: ファイル受信後（随時～会期終了頃まで） 

4. 依頼社数: 5 社 

5. 展示方法: 商品案内のリーフレット(PDF)と案内文を掲載します。 

PDF は A4 サイズ、10 ページ以内でご準備ください。 

6. 広告料： \30,000 

7. 申込締切 

2020 年 9 月 30 日（水） 

 

8. 振込先 

   指定銀行口座 

【銀行名】   三菱 UFJ 銀行  

【支店】   新百合ヶ丘支店（店番 075） 

【口座番号】 （普通）1055628 

【口座名義】 第 36 回日本ストレス学会学術総会事務局長可知悠子 

（ダイサンジユウロクカイニホンストレスガツカイガクジユツソウカイカチユウコ） 

※手数料は貴社にてご負担ください。 

※金融機関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。 

 

9. 申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、E-mail または FAX にて運営事務局宛にお送りくだ

さい。申込内容を確認後、追って請求書を郵送いたします。 

 

10. 商品案内のリーフレット 

商品案内のリーフレットのファイルは貴社にてご作成の上、事務局までメール添付にてご送付

ください。また、受領いたしましたファイルはご返却いたしませんので、予めご了承ください。 

 

11. 申し込み・問い合わせ先 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 

TEL 042-778-9352  FAX 042-778-9257 

E-mail info.stress36@gmail.com  



【ご提出】 FAX: 042-778-9257   

第 36 回日本ストレス学会学術総会 事務局   
北里大学医学部公衆衛生学単位 宛 
申込締切：2020 年 6 月 30 日（火） 

 

第 36 回日本ストレス学会学術総会 

共催セミナー 申込書 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 〒 

 

TEL:                FAX:                E-mail:                 

 

【1】 ご希望の日時・会場に〇印をご記入ください。 

 

種別 開催日 会場 共催費 

（税抜） 

〇印 

共催セミナーA 

（締め切りました） 

10 月 25 日（日） オンライン \350,000  

共催セミナーB 10 月 25 日（日） オンライン \350,000  

 

【2】 セミナーの内容（後日でも結構です） 

テーマ  

座長・所属  

演者・所属  

共催者名  

 

運営事務局 使用欄 受付日  備考  

【問い合わせ先】 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 TEL 042-778-9352  E-mail info.stress36@gmail.com 

  

年   月   日 



【ご提出】 FAX: 042-778-9257   

第 36 回日本ストレス学会学術総会 事務局   
北里大学医学部公衆衛生学単位 宛 
申込締切：2020 年 7 月 31 日（金） 

 

第 36 回日本ストレス学会学術総会 

抄録集広告掲載 申込書 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 〒 

 

TEL:                FAX:                E-mail:                 

 

【1】 ご希望の欄に〇印をご記入ください。 

 種類 タイプ 金額（税抜） 〇印 

1 表 4 モノクロ 1 頁 \100,000  

2 表 3 モノクロ 1 頁 \75,000  

3 表 2 モノクロ 1 頁 \75,000  

4 後付 1 頁 モノクロ 1 頁 \50,000  

5 後付 1/2 頁 モノクロ 1/2 頁 \25,000  

 

【2】 広告原稿：該当するものに〇印をお付けください。 

広告原稿は、（ 版下データ ・ 紙焼き ）にて提出します。 

 

【3】 備考 

 

 

 

運営事務局 使用欄 受付日  備考  

【問い合わせ先】 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 TEL 042-778-9352  E-mail info.stress36@gmail.com 

年   月   日 



【ご提出】 FAX: 042-778-9257   

第 36 回日本ストレス学会学術総会 事務局   
北里大学医学部公衆衛生学単位 宛 
申込締切：2020 年 9 月 30 日（水） 

 

第 36 回日本ストレス学会学術総会 

バナー広告・オンライン書籍展示出展申込書 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 〒 

 

TEL:                FAX:                E-mail:                 

 

【1】 ご希望の欄に〇印をご記入ください。 

内容 金額（税抜） 〇印 

バナー広告 30,000 円  

オンライン書籍展示 30,000 円  

 

【2】 主な出展内容※オンライン書籍展示のみご記入ください。 

 

 

 

 

運営事務局 使用欄 受付日  備考  

【問い合わせ先】 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 TEL 042-778-9352  E-mail info.stress36@gmail.com 

  

年   月   日 



事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 TEL 042-778-9352  E-mail info.stress36@gmail.com 

【ご提出】 FAX: 042-778-9257   

第 36 回日本ストレス学会学術総会 事務局   
北里大学医学部公衆衛生学単位 宛 
申込締切：2020 年 9 月 30 日（水） 

 

第 36 回日本ストレス学会学術総会 

寄附金申込書 

第 36 回日本ストレス学会 

 大会長 堤 明純 殿 

金        円也 

 

趣旨に賛同して上記金額を第 36 回日本ストレス学会の準備及び運営経費として寄附いたしま

す。 

 ＊本申込書は FAX または郵送にてお送りください。 

 ＊税制上の免税措置は講じておりませんのでご承知おきください。 

 

貴社名  

部署名  

ご担当者名  

ご連絡先 〒 

 

TEL:                FAX:                E-mail:                 

 

講演集ならびに学会ホームページの「協賛一覧」へ貴社名を掲載してもよろしいですか？（どちら

かに〇） 

可 ・ 不可 

 

 

運営事務局 使用欄 受付日  備考  

【問い合わせ先】 

事務局  北里大学医学部公衆衛生学単位 （事務局長 可知悠子） 

〒252-0374 相模原市南区北里 1-15-1 TEL 042-778-9352  E-mail info.stress36@gmail.com 

 

年   月   日 


