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ご挨拶 
 

謹啓 

陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は日本獣医病理学専門家協会に対し

格別のご厚誼を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、日本獣医病理学専門家協会理事会および総会にてご推挙いただき、第 8 回日本獣医病理

学専門家協会(JCVP)学術集会の大会長を拝命致しました。皆様に謹んでご挨拶申し上げます。 

現在、開催に向けて農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門内に学術集会事務局を

組織し、鋭意準備を進めております。8回学術集会は 2021 年 3 月 30 日（火）と 31 日（水）に東京都江東

区の「タワーホール船堀」にて開催いたします。日本獣医病理学専門家協会の学術集会では毎回、国

内外の 500 名程の獣医病理学研究者が一堂に会して、活発な論議と情報交換が行われますが、今回も

同様の参加者数を予想しております。今学術集会のテーマは｢新時代を拓く獣医病理学｣です。スライド

フォーラム（第 61 回獣医病理学研修会）、特別講師によるスライドセミナー、チュートリアルセミナー、卒

後教育セミナー、およびポスターによる一般講演を計画しております。 

日本獣医病理学専門家協会は、 獣医病理学およびその関連領域における学術研究の進歩と普及

を図り、専門知識の深奥化と総合化に基づき獣医病理診断学の向上と獣医病理学の発展に寄与するこ

とを目的として 1994 年（平成 6 年）に設立されました。2009 年（平成 21 年）からは獣医病理学の世界的

な専門学術雑誌である「Veterinary Pathology」の編集を American College of Veterinary Pathology

（ACVP）および European College of Veterinary Pathology（ECVP）と共同で行っており、国際的な活動

を広げつつあります。 

学術集会の運営は参加費収入や集会を主催する学術団体からの助成金などで行うべきものでありま

す。関係者一同最大限の努力を惜しまない所存ではございますが、諸般の事情によりこれらの収入のみ

では集会の運営が極めて困難な状況にございます。つきましては、書面にて誠に失礼とは存知ますが、

学術集会開催の趣意にご賛同いただき、ご支援、ご協力を賜りたく切にお願い申し上げる次第です。ま

た、学術集会の講演要旨集への広告、商業展示及びランチョンセミナーにつきましても、ご協力を賜りた

く重ねてご高配のほど宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

2020 年 4 月吉日 
 

 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会 

大会長 

 芝原 友幸 

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構  

動物衛生研究部門
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第 8 回日本獣医病理学専門家協会（JCVP）学術集会開催概要（案） 
 

 
1. 学 会 名： 第 8 回日本獣医病理学専門家協会(JCVP)学術集会 

 
2. 大 会 長： 芝原 友幸 

（（国研） 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門） 
 
3. 主催機関等：  

（1）主催  日本獣医病理学専門家協会 
（ホームページ: http://jsvp.jp/） 
第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会事務局： 
（国研）農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門 

〒305-0856 茨城県つくば市観音台 3-1-5 
Tel: 029-838-7837 Fax: 029-838-7838 
Email: kumita@affrc.go.jp 

 
（2）プログラム委員会 

委員長：木村享史（スライドセミナー担当） 

副委員長：三好宣彰 

委員：森田剛仁（スライドフォーラム担当機関代表） 

尾崎清和（チュートリアルセミナー担当） 

義澤克彦（卒後教育セミナー担当） 

佐藤 洋 

吉田敏則（JCVP 事務局） 

木村久美子（学術集会事務局） 
 

4. 開催期間： 2021 年 3 月 30 日（火）及び 31 日（水） 
 

5. 開催場所： タワーホール船堀 
〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1 
 

6. 開催内容： 

スライドフォーラム（第 61回獣医病理学研修会） 

スライドセミナー 

チュートリアルセミナー 
卒後教育セミナー 

ポスターセッション 

資格認定試験問題解説 

JCVP総会 

 

 

7. 参加予定人数：約 500名 

http://jsvp.jp/
mailto:kumita@affrc.go.jp
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日本獣医理学会専門家協会(JCVP)学術集会開催一覧 

回 開催地 大会長（所属） 会 期 
特別 
講演 

その他* 

一般 
演題 

1 神奈川 代田 欣二 （麻布大学） 平成26年 3月30日～31日 3 0 

2 大 阪 山手 丈至 （大阪府立大） 平成27年 3月27日～28日 6 0 

3 東 京 高橋 公正 （日本獣医生命大学） 平成28年 3月29日～30日 6 38 

4 東 京 中山 裕之 （東京大学） 平成29年 3月30日〜31日 5 40 

5 岩 手 御領 政信 （岩手大学） 平成30年 3月29日〜30日 5 57 

6 東 京 渋谷  淳  （東京農工大学） 平成31年 3月28日〜29日 5 38 

7 宮 崎 山口 良二 （宮崎大学） 令和 2年 3月26日〜27日 5 53 

8 東 京 芝原 友幸 （農研機構 動衛研） 令和 3年 3月30日〜31日   

     * 
スライドセミナー、チュートリアルセミナー、卒後教育セミナー

 

 

JCVPスライドフォーラム（獣医病理学研修会）開催一覧） 
 回 開催年月日 標本番号 出題数 担当機関 会場 

1 1961.4.1 1-13 13 北大 家衛試 

2 1962.4.5 14-29 16 東大 東大 

3 1963.4.10 30-43 14 家衛試 家衛試 

4 1964.4.8 44-58 15 麻布大 家衛試 

5 1965.4.8 59-73 15 日大 日大 

6 1966.4.4 74-89 16 日獣大 日獣大 

7 1967.4.8 90-103 14 農工大 農工大 

8 1968.4.8 104-120 17 北大 エーザイ 

9 1969.4.7 121-137 17 家衛試 家衛試 

10 1970.4.1 138-152 15 東大 エーザイ 

11 1971.4.4 153-166 14 麻布大 エーザイ 

12 1972.4.5 167-182 16 日大 日大 

13 1973.4.5 183-199 17 農工大 農工大 

14 1974.4.10 200-218 19 日獣大 日獣大 

15 1975.4.6 219-232 14 東大・医科研 医科研 

16 1976.4.6 233-253 21 北大 医科研 

17 1977.4.1 254-274 21 家衛試 医科研 

18 1978.4.2 275-294 20 麻布大 医科研 

19 1979.4.2 295-315 21 農工大 日大 

20 1980.3.26 316-336 21 日大 医科研 

21 1981.4.6 337-357 21 日獣大 日獣大 

22 1982.4.1 358-378 21 北大 医科研 

23 1983.4.1 379-399 21 東大 医科研 

24 1984.4.6 400-422 23 家衛試 医科研 

25 1985.4.1 423-444 22 麻布大 医科研 

26 1986.4.3 445-465 21 日大 日大 

27 1987.4.2 466-486 21 帯畜大・日大 日大 

28 1988.3.31 487-505 19 酪農大・日獣大 公衆衛生院 
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29 1989.3.31 506-522 17 北里大・日競研 北里大 

30 1990.10.1 523-542 20 岩手大 岩手大 

31 1991.10.15 543-562 20 宮崎大 宮崎大 

32 1992.10.1 563-582 20 岐阜大 岐阜大 

33 1993.9.29 583-608 26 北大 北大 

34 1994.10.4 609-630 22 山口大 山口大 

35 1995.9.4 631-656 26 北里大 北里大 

36 1996.11.9 657-682 26 鳥取大 鳥取大 

37 1997.8.28 683-707 25 帯広大 幕別温泉ホテル緑館 

38 1998.10.9 708-733 26 鹿児島大 鹿児島大 

39 1999.8.20 734-760 27 酪農大 酪農大 

40 2000.10.12 761-785 25 化血研・摂南大 熊本国際交流会館 

41 2001.10.6 786-809 24 大阪府大 大阪府大 

42 2002.10.8 810-833 26 岩手大 
つなぎ温泉 

ホテル紫苑 

43 2003.9.18 834-857 22 岐阜大 岐阜大 

44 2004.10.2 858-878 21 北里大 
奥入瀬渓流 

グランドホテル 

45 2005.3.29 879-905 27 理化学研究所 
和光市民 

文化センター 

46 2006.3.21 906-927 22 日生研 エポカルつくば 

47 2007.4.3 928-949 22 動衛研 エポカルつくば 

48 2008.3.28 950-972 23 麻布大 麻布大 

49 2009.4.2 973-996 24 ＪＲＡ総研 
栃木県総合 

文化センター 

50 2010.3.26 997-1021 25 日獣大 日赤看護大 

51 2011.9.20 1022-1045 24 農工大 
大阪府大りんくう 

キャンパス 

52 2012.3.27 1046-1069 24 麻布大 大宮ソニックシティ 

53 2013.3.28 1070-1094 25 東大 東大駒場キャンパス 

54 2014.3.30 1095-1118 25 岩手大学 麻布大 

55 2015.3.27 1119-1144 26 宮崎大学 
大阪府大りんくう 

キャンパス 

56 2016.3.29 1145-1168 24 帯広畜産大学 三鷹市市民公会堂 

57 2017.3.30,31 1169-1194 26 鹿児島大学 タワーホール船堀 

58 2018.3.29,30 1195-1219 25 酪農学園大学 
いわて情報交流  

センター 

59 2019.3.28,29 1220-1243 24 ACVP日本人会 ルミエール府中 

60 2020.9. 1244-1267  24 東京大学 山口大 

61 2021.3.30.31 1268-   鳥取大学 タワーホール船堀 
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第 8 回日本獣医病理学専門家協会(JCVP)学術集会収支予算概要（案） 
 
 

【収入の部】 
項目   金額（千円）   備考 

JCVP 補助金 400   

参加費 2,710   事前 会 員：¥10,000 × 150 名 
非会員：¥12,000 ×  40 名 
学 生： ¥3,000 ×  40 名 

    当日 会 員：¥11,000 ×  30 名 
非会員：¥13,000 ×  10 名 
学 生： ¥3,000 ×  50 名 

懇親会費 820   会員：¥7,000×100 名、学生：¥4,000×30 名 

寄付・広告・セミナー   1,500    
展示等 

研修会有料配布 1,200    

合計 6,630 

 
【支出の部】 
項目 金額（千円）   備考 

学術集会準備 

業務委託費 790   ホームページ、演題管理、参加登録管理 

事務費 150   事務消耗品 

通信費 70   抄録郵送費、連絡費 

印刷費 600   講演要旨集、参加証、案内印刷物、その他 

会議費 50   プログラム委員会他 

会場運営 

会場費 600    タワーホール船堀 

設営費及び機材 2,000   講演会場機材、看板、ポスターパネル等 
関連費 

運営人件費 350   受付･会場･クローク等スタッフ 

懇親会 1,000   140 名 船堀マツヤサロン 

備品・消耗品費   170    

旅費・謝金 100   招待者 

昼食・お茶等   600   総会参加者用弁当、スタッフ弁当、 

研修会関連費   150   標本配布作業 発送費、アルバイト等 

合計  6,630
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寄付金募集要項 

 
■ 募集目的 

 第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会については簡素･実質を旨とし、主要経費は参加費

で充当する予定でございますが、それだけでは必要経費を賄える状況にはございません。実り多

い学術集会にするため、貴社のご支援、ご協力を切に賜りたくお願い申し上げます。 

 

■ 目標額 

1,500,000円 

 

■ 寄付金のお願い金額 

1口  50,000円 一口以上でお願い致します。 

 

■ お手続き 

1. 別紙の寄付通知書にご記入の上、事務局宛にご郵送又はファックスにてお送り下さい。 

2. 期日までに寄付通知書をお送りいただくのが困難な場合は、お手数ですが、その旨を事務局

までご連絡をいただけますと幸いです。 

3. 事務手続き上、寄付通知書を事務局宛にお送りいただきました後に、下記銀行口座までお振

込みいただきたくお願い致します。 

4. 2020年 12月末までにお振込みいただけると幸いです。 

5. お振込期日までにお振込みが困難な場合は、事務局までご連絡をいただきたくお願い致しま

す。 

 

■ 寄付金振込口座 

(1)ゆうちょ銀行の通帳からお振込みの場合（手数料はかかりません） 

記号番号 00240-9-107131 

*口座名（漢字）：第 8回日本獣医病理学専門家協会学術集会 

口座名（カナ）：ダイハチカイニホンジュウイビョウリガクセンモンカキョウカイガクジュツシュウカイ 

*カナ表記は文字制限のため途中までになります。 

 

(2)他の金融機関からのお振込みの場合（手数料がかかります） 

店番号：〇二九（ゼロニキュウ）店（029） 

預金種目：当座 

口座番号：0107131 ＊上の番号と異なりますのでご注意ください。 

*口座名（漢字）：第８回日本獣医病理学専門家協会学術集会 

 口座名（カナ）：ダイハチカイニホンジュウイビョウリガクセンモンカキョウカイガクジュツシュウカイ 

*カナ表記は文字制限のため途中までになります。 

 

■ お申込み 

通知書をお送り頂く期日：2021年 1月 8日（金） 

寄付金お振込み期日：2021年 2月末まで 

 

■ お申込み・お問合わせ先（Email もしくは Faxにてお願い致します） 

第８回日本獣医病理学専門家協会学術集会事務局：木村 久美子 
（国研）農研機構 動物衛生研究部門 病理ユニット 

〒305-0856 茨城県つくば市観音台 3-1-5 
Email: kumita@affrc.go.jp  Fax: 029-838-7838 

JCVP 事務局 Email: jcvp@ipec-pub.co.jp 

mailto:jcvp@ipec-pub.co.jp
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第 8回日本獣医病理学専門家協会学術集会 事務局 
木村 久美子 行 ＜FAX：0298-38-7838＞ 
 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会寄付通知書  
下記にご記入の上、ご郵送または FAXにてお送り下さい。 

ご寄付金額 
口  円 

（１口  50,000円） 

貴社名 
 

ご住所 
〒 

代表者名  

ご担当 

ご芳名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご所属部署  

Tel  

Fax  

E-mailアドレス 
 

請求書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

領収書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

振込（いずれかに丸印を付け、必要事項をご記入下さい） 

１）振込みました。   ２)      月頃に振込む予定です。 
 
(1)ゆうちょ銀行の通帳からお振込みの場合（手数料はかかりません） 

記号番号 00240-9-107131 
口座名（漢字）：第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会 
口座名（カナ）：ダイハチカイニホンジュウイビョウリガクセンモンカキョウカイガクジュツシュウカイ 

 
 (2)他の金融機関からのお振込みの場合（手数料がかかります） 

店番号：〇二九（ゼロニキュウ）店（029） 
預金種目：当座 
口座番号：0107131 ＊上の番号と異なりますのでご注意ください。 
口座名（漢字）：第８回日本獣医病理学専門家協会学術集会 
口座名（カナ）：ダイハチカイニホンジュウイビョウリガクセンモンカキョウカイガクジュツシュウカイ 

 

通信欄 
 

事務局使用欄 

寄

付 

受付者 受付番号 受付日 請求書発送 入金日 領収書発送 

      

期限 

2021年 1月 8日（金） 
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第 8 回日本獣医病理学専門家協会 

学術集会 
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講演要旨集 広告掲載募集要項 

 
第 8回日本獣医病理学専門家協会学術集会の講演要旨集に掲載する広告を募集致します。広告の掲

載は裏表紙（表紙 4）、表表紙裏（表紙 2）、裏表紙裏（表紙 3）、巻末（後付）を当てる予定でおりま

す。 

 関係各社のご協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

■ 広告規格：A4版縦（モノクロ） 

 

■ 広告料金： 表紙 4（裏表紙）カラー  1頁  100,000 円 

  表紙 2（表表紙裏）カラー  1頁   70,000 円 

  表紙 3（裏表紙裏）カラー  1頁   50,000 円 

  巻末（表紙３の対面）  1頁   30,000 円 

  後付    1頁   20,000 円 

  後付   1/2頁   10,000円 

なお、お申込みが複数の場合、後付以外の広告は、原則申込み順などで事務局にて調整させてい

ただきます。 

 

■ 原稿規格：広告原稿はオフセット印刷をします。デジタルデータ（プレス品質 PDF）、または、完

全版下（清刷りを添えていただく形が望ましい）入稿でお願い致します。 

 

■ お申込み：別紙の広告掲載申込書にご記入の上、下記期日までに事務局宛にご郵送又はファック

スにてお送り下さい。 

 

■ お申込み後に事務局にて調整の上、広告料のお支払い方法などを貴社へご連絡致します。その後

の原稿の入稿、版下の確認の手続きに関しましては、学会事務代行の(株)アイペックが担当して

進めさせていただきますので、宜しくお願い致します。 

 

■ お申込み期限：2021年 1月 8 日（金） 

 

■ お申込み・お問合わせ先（Email もしくは Faxにてお願い致します） 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会  事務局：木村 久美子 
（国研）農研機構 動物衛生研究部門 病理ユニット 

〒305-0856 茨城県つくば市観音台 3-1-5 
Email: kumita@affrc.go.jp  Fax: 029-838-7838 

 

■ 原稿の入稿、版下の確認のお問合わせ先 
印刷担当：株式会社アイペック 

  〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-12 
担当：大川 忠司 
Tel: 03-6822-9767（直通）、03-5978-4067（代表） 
Fax: 03-5978-4068 
Email: jcvp@ipec-pub.co.jp 

mailto:jcvp@ipec-pub.co.jp


 11 

第 8回日本獣医病理学専門家協会学術集会 事務局 
木村 久美子 行 ＜FAX：029-838-7838＞ 

 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会 

寄付通知書 
FAX ０２９－８３８－７８３８ 

 

下記にご記入の上、ご郵送または FAXにてお送り下さい。 

ご希望掲載位置と項数（ご希望に丸印をお付け下さい。） 

１）表紙４（裏表紙） 1頁 100,000 円 ２）表紙２（表表紙裏） 1頁 70,000円 

３）表紙３（裏表紙裏）1頁  50,000 円 ４）巻末（表紙３の対面）1頁  30,000円 

５）後付     1頁 20,000 円 ６）後付     1/2頁  10,000 円 

貴社名 
 

ご住所 

〒 

代表者名  

ご担当 

ご芳名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご所属部署 
 

Tel  

Fax  

E-mailアドレス  

掲載決

定後 

請求書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

領収書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

 
通信欄 

 
 
 

事務局使用欄 

広

告 

受付者 受付番号 受付日 請求書発送 入金日 領収書発送 

      

期限 

2021年 1月 8日（金） 



 12 

 
 

 

 

 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会 

学術集会 
 

 

 

 

 

 

 

商業展示募集要項 
 

 



 13 

商業展示出展募集要項 

 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会の会場となります タワーホール船堀４F 大ホール前に

ポスター展示と合わせ、商業展示を併設致しますので、ぜひご出展下さいますようお願い申し上げま

す。 

 

■ 開催日時 ：2021 年 3月 30 日（火）12：00～18：00、31日（水）9：00～17：00 

搬入･撤去 ：搬入 3月 30日（火）10:00～12：00、撤去：3月 31日（水）17：00～19：00 

 

■ 展示会場：タワーホール船堀 4F大ホール前 

    〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1 
 
■ 展示出展料： 1小間   80,000 円（2日間） 

  1スペース 60,000 円（2日間） 

 

■ 小間（間口：1,800mm×奥行き 900mm×高さ 2100mm） 

・ 台・バックパネル・サイドパネル設置 

・ 社名板（1,200ｘ150mm） 

・ 展示台（1,800x600mm：1台：耐加重 50kg 程度） 

・ 2口コンセント（容量 500 W） 

※その他備品手配はオプションでの対応となります 
 
■ スペース（間口 1,800mm×奥行き 900 mm） 

  該当区画をライン引きしてお渡し致します。） 

・ 2口コンセント（容量 500 W） 

※その他備品手配はオプションでの対応となります 
 

■ １小間、１スペース毎に、抄録 1部、ネームカード 1枚をご提供致します。 

 

■ 配置 

小間/スペース配置の割当・レイアウトは、会場配置を基に、申込み数や競合状況・申込み順な

どを勘案して事務局にて決定させていただきます。レイアウト等の兼ね合いから申込みスペース

の調整などをお願いする場合もありますのでご了解下さい。 

 

■ ご注意 

重量物を展示される場合は、お申込み時にご相談下さい。危険物、給排水、換気が必要なもの、

騒音など周りから苦情のくるようなもののご出展はお断り致します。展示のパソコンなどの貴重

品は各社の責任において保管をお願い致します。 

原則として、ご出展に伴い発生したごみは各社でご処分下さい。会場にて処理をする場合は別途

ごみ処理費をご請求させていただくことがご座います。 

 

■ 別紙の商業展示出展申込書にご記入の上、2021年 1月 8日（金）までに事務局宛にご郵送又はフ

ァックスにてお送り下さい。 

 

■ お申込み後に事務局にて調整の上、配置と共にオプション設備のご案内、出展料のお支払い方法

などを貴社へご連絡致します。 

 

■ お申込み・お問合わせ先（Email もしくは Fax にてお願い致します） 
第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会事務局：木村 久美子 

（国研）農研機構 動物衛生研究部門 病理ユニット 
〒305-0856 茨城県つくば市観音台 3-1-5 
Email: kumita@affrc.go.jp  Fax: 029-838-7838 

JCVP 事務局 Email: jcvp@ipec-pub.co.jp 
 

mailto:jcvp@ipec-pub.co.jp
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第 8回日本獣医病理学専門家協会学術集会 事務局 
木村 久美子 行 ＜FAX：029-838-7838＞ 

 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会 

商業展示出展通知書 
FAX ０２９－８３８－７８３８ 

下記にご記入の上、ご郵送または FAXにてお送り下さい。 

ご希望（ご希望に丸印を付け小間・スペース数をご記入下さい。） 

１）小間 80,000 円  （    小間） 

２）スペース 60,000 円  （    スペース） 

出展料      円（ご記入下さい） 

貴社名  

ご住所 

〒 

代表者名  

ご担当 

ご芳名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご所属部署 
 

Tel  

Fax  

E-mailアドレス  

展示決

定後 

請求書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

領収書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

 
通信欄・主な出展物の記載をお願いします。 

 
 
 
 

事務局使用欄 

展

示 

受付者 受付番号 受付日 請求書発送 入金日 領収書発送 

      

期限 

2021年 1月 8日（金） 
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第８回日本獣医病理学専門家協会 

学術集会 
 

 

 

 

 

 

 

ランチョンセミナー募集要項 
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ランチョンセミナー募集要項 

 
学術集会にご参加いただきます方々により多くの関連情報をご提供する目的で、ランチョンセミナーを

開催いただける企業を募集致します。2021 年 3 月 30、31 日の両日の昼食時に開催させていただく予定で

す。ぜひご企画開催の程宜しくお願い申し上げます。 

 

■ 開催日時：2021 年 3 月 30、31 日（火、水）12:15～13:15  

 

■ 会場：タワーホール船堀 2F 〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1 
瑞雲 スクール形式：140 席 

平安  スクール形式：140 席 

いずれも、演台 1 台、座長席 1 台、メインスクリーン、プロジェクター1 台、演者マイク 1 本、座長

席マイク 1 本、質疑応答マイク 2 本、レーザーポインター1 本を標準設置、その他の設備に関しては

オプションとなります。 

 

■ 共催金（セミナー開催料）：50,000 円 

 

■ 1セミナー毎に、抄録 1部、ネームカード 1枚をご提供致します。 
 

■ 貴社にてご負担いただくもの（開催料に含まれていないもの） 

1. セミナー講師、座長の手配・旅費・謝金、講演に使用する PC など 

2. 参加者への弁当と飲み物（弁当の手配は会場指定業者より別途ご案内いたします） 

  会場の座席数は最大数ですので、主催者のご希望人数に限定していただいて結構です。 

3. セミナー開催案内のチラシ等印刷物制作・看板装飾 

4. 開催時の運営人件費（案内受付、進行・アナウンス、弁当配布、片付け） 

5. その他（本学会常設機材以外の追加機材の手配については貴社にてご負担願います） 

 

■ 別紙のランチョンセミナー開催申込書にご記入の上、2021 年 1 月 8 日（金）までに事務局宛にご郵送

又はファックスにてお送り下さい。 

 

■ お申込み後に事務局にて調整の上、その後の手続きやセミナー開催料のお支払い方法などを貴社へご

連絡致します。 

 

■ お申込み・お問合わせ先（Email もしくは Fax にてお願い致します） 
第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会事務局：木村 久美子 

（国研）農研機構 動物衛生研究部門 病理ユニット 
〒305-0856 茨城県つくば市観音台 3-1-5 
Email: kumita@affrc.go.jp  Fax: 029-838-7838   

JCVP 事務局 Email: jcvp@ipec-pub.co.jp 
 
■ ランチョンセミナー開催決定後のお問い合わせ先および窓口 

会場準備担当：株式会社アイペック 
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-12 

担当：佐藤 豊、大川 忠司 
Tel: 03-6822-9767（直通）、03-5978-4067（代表） 
Fax: 03-5978-4068 
Email: jcvp@ipec-pub.co.jp 

 

mailto:jcvp@ipec-pub.co.jp
mailto:jcvp@ipec-pub.co.jp


 17 

第８回日本獣医病理学専門家協会学術集会 事務局 
木村 久美子 行 ＜FAX：029-838-7838＞ 
 

第 8 回日本獣医病理学専門家協会学術集会 

ランチョンセミナー開催申込書 
FAX ０２９－８３８－７８３８ 

下記にご記入の上、ご郵送または FAXにてお送り下さい。 

ご希望の開催場所・開催日・座席形式（ご希望に丸印をお付け下さい。） 

開催日 

 １）3 月 30日（火）12:15-13:15   ２）3月 31日（水）12:15-13:15 

 

開催場所 

 １）瑞 雲     ２）平 安 

共催金（セミナー開催料）：50,000円 

貴社名  

ご住所 

〒 

代表者名  

ご担当 

ご芳名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご所属部署  

Tel  

Fax  

E-mailアドレス  

開催 

決定後 

請求書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

領収書  要 ･ 不要  （いずれかに丸印をお付け下さい） 

 
通信欄 

 
 

事務局使用欄 
ランチ

ョンセ

ミナー 

受付者 受付番号 受付日 請求書発送 入金日 領収書発送 

      

 

期限 

2021年 1月 8日（金） 


