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第 44 回 日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会
ご支援のお願い
時下、益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、第 44 回日本アーユルヴェーダ学会名古屋研究総会を、2022（令和 4）年 10 月 8 日（土）～10
日（月）の 3 日間にわたり、名古屋国際会議場にて開催させていただくことになりました。愛知県では本
学会の開催は初めてになります。
医学の進歩には、目覚ましい発展があり、今後 A I の進歩やゲノム医療、再生医療などの技術革新で、
超高齢化の社会になり、人生 100 年時代がやってきます。人間がこれから先、もっと幸福になっていくの
でしょうか。医療者およびそれらが属する学術団体の使命は、人の命と健康とそこに関わる幸福の追求が
ますます必要となってきます。
未来の医療を考えると、その目的も健康の維持や管理、疾病の予測や予防、日頃からの健康な体づくり
が極めて重要となってきます。コロナ感染症や災害など、地球レベルでの変化が起こっています。アーユ
ルヴェーダは未病を癒す予防医学に長けており、未病理論は病気の過程を克明に観察し、それを防ぐ手立
てを持っています。
そこで、今回のメインテーマを「若返る心と体～予防医学 今こそアーユルヴェーダ～」とし、様々な
予防医学へのアーユルヴェーダの活用について考え、皆様の日々の健康増進に役立つ機会となればと考え
ております。また、ワンデーセミナーでは「小児のアーユルヴェーダ」と題して、小児の健康増進、病気
の治療に対するアーユルヴェーダの活用について学んでいただきます。小児は大人のミニチュアではない
といわれていますが、アーユルヴェーダでも小児に対する治療は、古来から、特別に扱われてきました。
こちらも、これまでにはなかったプログラムであり皆様に新たな知見をご提供できると考えております。
今回の名古屋研究総会は、新型コロナウイルス蔓延による感染症対策の一環として、ハイブリッド開催
での実施を予定しております。さらに参加申し込みをされた皆様には、大会後にオンデマンド配信にてご
視聴いただけるよう計画しております。
同封のブース出展と広告掲載の募集要項をご覧いただき、是非、大会ホームページ、または同封の用紙
よりお申し込みいただきたく存じます。ご支援の程、どうぞよろしくお願い致します。
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開 催 概 要
1.会議名称
和文名：第 44 回日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会
英文名：Ayurveda Society in Japan / The 44th General Conference in NAGOYA
2.主催
一般社団法人 日本アーユルヴェーダ学会
3.大会長
梅枝 覚（JCHO 四日市羽津医療センター）
4.会期
2022 年 10 月 8 日（土）～10 月 9 日（日）
※10 月 10 日（月・祝）ワンデーセミナー
5.開催方法
現地開催、WEB 配信を行うハイブリッド型の開催
6.テーマ
「若返る心と体」～予防医学 今こそアーユルヴェーダ～
7.会議の目的
インド伝統医学（アーユルヴェーダ）に関する研究発表、知識の交換、国内外の関連学会あるいは団体との
連携協力を通じて、インド伝統医学の研究・普及啓発を図るとともに、インド伝統医学の理解深化・技術向
上のための共助組織となることを目的とする。
8.開催計画の概要
月 日

プログラム（予定）

10 月 8 日（土）

開会式、講演、大会長講演、特別講演、一般演題

10 月 9 日（日）

講演、特別講演、会員総会、教育講演、パネラー講演、パネルディスカッション

10 月 10 日（月・祝）

ワンデーセミナー

9.参加予定者数 約 400 人
10.本会に関するお問合わせ先
第 44 回日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会 運営事務局
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 8 号 日栄ビル 703A
あゆみコーポレーション内
Tel.06-6131-6605 E-mail：ayv2022@a-youme.jp

第 44 回日本アーユルヴェーダ学会
名古屋研究総会
各種要項

●抄録集広告のご案内（P.5）
●WEB 広告のご案内（P.6）
●出展のご案内（P.7-9）
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抄録集広告のご案内
●発行部数
抄録集 A4 判 1,500 部
参加登録をされた方には抄録集を 1 部お渡しします。
●広告掲載料金（消費税込）
表紙 4 1 頁

66,000 円 （1 口） カラー A4 縦判

表紙 2 1 頁

44,000 円 （1 口） カラー A4 縦判

表紙 3 1 頁

44,000 円 （1 口） カラー A4 縦判

後付け 1 頁

22,000 円 （6 口） 白黒

A4 縦判

後付け 1/2 頁 11,000 円 （6 口） 白黒

A5 横判

後付け 1/4 頁

A6 縦判

5,500 円 （6 口） 白黒

＊（ ）内は掲載社数の想定。
＊ ページ割付は主催者に一任ねがいます。選定理由は公表いたしません。特に表紙 2、3、4 については、
複数のお申込みがあった場合、本会側にて決定させていただきます。
決定後、2022 年 7 月 8 日（金）以降に請求書を発行致しますので、その後にお振込ください。
＊ データを運営事務局までお送りください。
＊ 会員割引がございます。会員の方は申込書に会員番号の記入をお願いいたします。
●申込み期限・データ提出締切日

2022年7月8日(金)

完全版下データをメールに添付いただくか、CD-ROM または DVD にてご送付ください。原稿は必ず「PDF」に
した校正用データもご送付ください。なお、原稿の返却ご希望の場合には返送用封筒を切手貼付の上同封し
てください。
●申込み方法
抄録集広告申込書に必要事項を記入頂き、運営事務局宛にメールまたは、FAX にてご提出ください。
●お支払い方法
本会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の大会口座（請求書に記載）
へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み手数料
は御社にてご負担ください。
●その他 お申込み企業1社につき1部「抄録集」を進呈させていただきます。
●問合わせ先 第44回日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会
運営事務局
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 8 号 日栄ビル 703A
あゆみコーポレーション内
Tel.06-6131-6605 FAX.06-6441-2055

E-mail：ayv2022@a-youme.jp

WEB 広告のご案内
●第 44 回日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会ホームページ上に広告を掲載することができます。
●バナー広告料金（消費税込）
バナー広告（7 口）

【イメージ画像】

22,000 円

画像形式：JPEG、PNG ファイル
データサイズ：高さ 150px、幅 250px、25KB 以内
＊ご入金が確認でき次第、ホームページに掲載致します。
スペースが埋まり次第、締切とさせていただきます。
＊データを運営事務局までお送りください。
バナーは貴社でご作成ください。
別途費用による作成のご相談も承ります。
●内容やデザインについて、修正をお願いする場合が
ありますので、ご了承ください。
下記に該当するものはお取扱いできません。
・政治活動、宗教活動、個人宣伝に係るもの
・当学術集会の準備、開催に支障となるおそれがあるもの
・以上の他、事務局が不適当と認めるもの
●掲載期間
ご入金が確認でき次第～2022年10月末（予定）
●申込み期限・データ提出締切日

2022年9月16日（金）

※スペースが埋まり次第、募集終了と致します。
●申込み方法
WEB 広告申込書に必要事項を記入頂き、運営事務局宛にメールまたは、FAX にてご提出ください。
●お支払い方法
本会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の大会口座（請求書に記載）
へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み手数料
は御社にてご負担ください。
●問合わせ先 第44回日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会
運営事務局
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 8 号 日栄ビル 703A
あゆみコーポレーション内
Tel.06-6131-6605 FAX.06-6441-2055

E-mail：ayv2022@a-youme.jp

出展のご案内
●名称 第44回日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会 付設展示会
●展示会スケジュール（予定）
※最終の確定スケジュールは2022年8月中旬頃に送付予定の「出展マニュアル」にてご案内します。
搬入

2022年10月8日(土)

9:15-10:30

展示

2022年10月8日(土)

10:30-18:30

2022年10月9日(日)

9:00-18:30

2022年10月10日(月・祝)

9:00-15:30

搬出･撤去 2022年10月10日(月・祝) 15:30-16:30
●会場 名古屋国際会議場
●出展料金（消費税込）
88,000 円／小間【大会ホームページへの企業バナーリンク含む】
＊ 会員割引がございます。会員の方は申込書に会員番号の記入をお願いいたします。
【出展料金に含まれるもの】
①所定小間使用料
②基礎小間設営料（基礎小間の仕様については、P.9 をご覧ください。
）
③大会ホームページへの企業バナーリンク
※大会ホームページ（出展企業特設ページ）への企業バナーリンクについて
展示会にお申込みいただいた企業様は大会ホームページ（出展企業特設ページ）に企業バナーをリンク
させて頂きます。出展費お振込み後、下記サイズのバナーデータ、リンク先 URL を運営事務局まで
お送りください。バナーは貴社でご作成ください。別途費用による作成のご相談も承ります。
【出展料金に含まれないもの】
①基礎小間以外の設営料
②小間内装飾料
③電話・通信回線料等の工事料および使用料
④追加電気工事代
⑤水道・光熱代
⑥出展ブース関係人件費、維持費、要員旅費、およびサービスに関わる費用
⑦その他設営・管理に関する一切の諸費用
●企業展示出展条件
・スタッフは、体調チェック・マスク等の感染対策をしている方のみ常駐可能です。
ただし、人数は2人/1小間に限定（2小間の場合は4名）します。
・他の人が触ったものに触れないで済むような工夫をしてください。また、参加者が長時間密集しないような
工夫もお願いします。
・原則として 3 日間出展できる方に限ります。3 日間出展困難な場合は複数での出展応募も可能ですので、
代表者様が申込フォームの備考欄に全ての出展様名をご記載ください。
・入場者無料エリアとなります。近隣にお住いの方や、アーユルヴェーダに関心をお持ちの一般の方等から
もお気軽にお立ち寄りいただける雰囲気の会場にしますので、多数の皆さまの来場が期待でき、
商品・サービス等を見ていただくことが出来ます。

●基礎小間仕様 （机展示）
長机 1 本 W1,800mm×D600mm、椅子 2 脚
※白布のご用意はございません。
●小間割
出展申込書を受付後、出品物の種類・形状・小間数等を考慮の上、出展者にご連絡いたします。出展社はこの
割当てに対する異議申し立てはできませんのでご了承ください。
●電気
基礎小間仕様に電力は付いておりません。電気を必要とされる場合は、オプション（別途有料）にてお申込み
となりますので、申込書にご希望の電力数をお書きください。料金等詳細については、2022 年 8 月中旬頃に
送付予定の「出展マニュアル」をご案内します。会場の電力状況によっては、ご希望の電力量のご用意が難し
い場合もございますのでご了承くださいませ。
●出展内容について
サンプル展示やパンフレットなどの資料の配布が可能です。
ワークショップ、施術での案内が可能です。
ご希望により展示に関するプレゼンテーションをいただく時間を設けさせていただく予定です。
（休憩時間等に出展のアピールをして頂くことを想定）
●火気の使用について
火気厳禁（プロパンガス・アウトドア用ガスボンベ他の使用は禁止）
。IH は利用可能です。
●注意事項他
・会場の都合により金銭を介しての売買、実演は出来ません。
・飲食の試飲、試食は出来ません。
・ワークショップ、オイルを使用した施術などを提供するブース等、会場を汚さないよう、必ず防炎番号の
記載があるシートで各自工夫頂き、床の養生ならびに撤去をお願いします。
消防署に催物開催届を提出する際に必要となりますので事前に防炎番号を確認します。詳細については、
2022 年 8 月中旬頃に送付予定の「出展マニュアル」をご案内します
・バックヤードはございません。荷物は各出展机下にて管理をお願いします。
・机、イス以外のその他の備品や道具等については全て各自ご持参ください。
・ゴミはすべて持ち帰りです。最後に出展小間内のゴミ拾い等、清掃もお願いします。
●盗難事故にご注意ください
搬入時からイベント終了まで、自己責任のもと、盗難事故防止の対策や貴重品の管理に充分ご注意くださ
い。特に夜間は、シートで包むなど、各自対応をお願いします。各出展物の管理は出展者が行うものと
し、展示期間中の盗難・紛失・災害に対する補償等は学術集会では負いかねますのでご了承ください。
●透明性ガイドラインに関する同意について
1）透明性ガイドラインに関する同意について
本学会では、本年会共催に要した費用 （共催費、飲食費等）に関して、日本製薬工業協会の「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」及び日本医療機器産業連合会の「医療機器業界に
おける医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社が情報公開することに同意致します。 なお、
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。

2）日本医療機器産業連合会および日本ジェネリック製薬協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透
明性ガイドライン」に基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明に関する指針」に従い、学
会寄付金に関する「学会名」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することに同意致
します。なお、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。
●その他諸条件/注意事項
・展示物が本展示会の趣旨にそぐわない場合、出展をお断りすることもあります。
・本案内に記載されていない事項等については、運営事務局にお問合せください。
・天災など不可抗力、またはやむを得ない事由により会場、会期及び開催時間を変更または開催の中止等を行
う場合もあります。中止の場合、原則として出展費の返金、これによって生じた損害は補償致しかねます。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
・以下のような場合、出展料の返金は致しかねます。
・出展確定後の自己キャンセル
・雨天時（通常どおり開催します）
・集合時間に遅れて出展できない場合
・天候／天災等、不可抗力の原因での会期変更・開催中止の場合
・販売禁止品目の販売や、禁止行為があった場合。
・法律に触れるもの／事前に申請のないもの、特に、食品や化粧品／一般来場者に迷惑になるような行為
や危険な行為、法律、公序良俗に反する行為、開催主旨に反すると判断される行為、一般来場者の迷惑
となる行為は禁止のため、出展を取り止めて頂きます。
・マイクまたは音楽等の大音量での使用はできません。
●申込み期限
2022 年 7 月 8 日(金)
●申込み方法
出展申込書に必要事項を記入頂き、運営事務局宛にメールまたは、FAX にてご提出ください。
●お支払い方法
本会 運営事務局から発行します請求書の日付から1ヶ月以内に広告掲載料を指定の大会口座（請求書に記載）
へお振込ください。また、銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていただきます。振込み手数料
は御社にてご負担ください。
●問合わせ先 第44回日本アーユルヴェーダ学会 名古屋研究総会
運営事務局
〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1 丁目 4 番 8 号 日栄ビル 703A
あゆみコーポレーション内
Tel.06-6131-6605 FAX.06-6441-2055

E-mail：ayv2022@a-youme.jp

