
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会 

協賛のお願い 

会   期：2020年 11月 21日(土)～23日（月） 

会   場：京都府立京都学・歴彩館、 

京都三大学教養教育共同化施設・稲盛記念会館 

会   長：須賀 英道（龍谷大学短期大学部社会福祉学科） 

富永 敏行（京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学） 

 

共催セミナー／広告／展示 

／書籍展示／寄付のご案内 



 



ご 挨 拶 
 

謹啓 

 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

この度、第 20回日本認知療法・認知行動療法学会を、2020年 11月 21日(土)～23日（月）に、

京都府立京都学・歴彩館、京都三大学教養教育共同化施設・稲盛記念会館にて開催させていただ

くことになり大変光栄に存じております。 

  今回のテーマは、「きづく！あつまる！つながる！20歳（はたち）の JACT」としました。今

年は、JACT の発足後 20 年目となり、羽ばたきの転換期でもあり、今後のさらなる発展に役立ち

たいという思いを強くしております。 

 最近の医療のあり方が１対１の個人治療からチーム医療に拡大し、医師や心理職、看護職など

がチームとなり、それぞれ得意な分野の視点から１患者・クライアントへの治療、さらにはサポ

ートにも対応できるようになってきました。そして対象は１人にとどまらず、グループにも広げ

た集団療法へとも発展してきました。認知行動療法は、こうした動向の最先端を行く手法であり、

医師に限定しない診療報酬のあり方への方向性を示してきました。さらに最近では、サポートの

必要性が従来の医療分野に限定されず、産業界や教育界へもつながることから、認知行動療法に

よって就労者のメンタルヘルスの向上や経営者の健康経営、学校教育での応用など、多くの活用

性が求められています。こうした活用性の効果は実践にとどまらず研究によるエビデンスも数多

く出てきているのです。 

今こそ、認知行動療法を中心に多分野・多職種が結びつき、チームとして個人、家族、グルー

プ、そして社会をサポートしていくときでしょう。今回、われわれスタッフも多職種が一丸とな

り京都スタッフとして、みなさまの快適な学会のひと時をサポートさせて頂きます。 

 学会の経費は会員の参加登録費等を以てこれをまかなうのが本来のあり方ではありますが、実

際にはこれだけでは不十分で、皆様方の御援助に頼らざるを得ないのが実情であります。つきま

しては、経済状況の厳しい折であることを承知しておりますが、関係団体・企業等からの浄財の

ご支援についてご案内させて頂きますので、是非ともご支援の程お願い申し上げる次第です。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 

          会長 須賀 英道（龍谷大学短期大学部社会福祉学科） 

富永 敏行（京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学） 

 

 

 

 

 

 



開 催 概 要 

 

 

１．名 称：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 

 

 

２．テ ー マ：きづく！あつまる！つながる！20歳（はたち）の JACTへ 

 

 

３．会   長：須賀 英道（龍谷大学短期大学部社会福祉学科） 

富永 敏行（京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学） 

 

 

４．会 期：2020年 11月 21日(土)～23日（月） 

 

 

５．会 場：京都府立京都学・歴彩館 

   〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 1-29 

京都三大学教養教育共同化施設・稲盛記念会館 

 〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 1－5 

 

 

６．参 加 人 数：700名（予定） 

 

 

７．運営事務局：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局（㈱インターグループ内） 

〒531-0072 

大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

     TEL ： 06-6372-9345 

             FAX ： 06-6376-2362 

             E-mail：jact2020@intergroup.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共催セミナー要項 
 

学会期間中に講演会場を利用して、「共催セミナー」を下記の要領にて開催いたします。 

 

１）共催について 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会との共催とさせていただきます。 

 

２）共催セミナー会場について 

 ・稲盛記念会館 1F104 「第 3会場」  （最大座席数：200席） 

 ・稲盛記念会館 2F201 「第 4会場」  （最大座席数：100席） 

 ・稲盛記念会館 2F202 「第 5会場」  （最大座席数：100席） 

   

３）募集枠及び費用一覧について 

 

日付 募集枠 予定時間 募集枠数 共催費（税込） 

11月 21日(土) 共催セミナー(第 3会場) 50分 1 800,000円 

11月 21日(土) 共催セミナー(第 4、5会場) 50分 2 600,000円 

11月 22日(日) 共催セミナー(第 3会場) 50分 1 800,000円 

11月 22日(日) 共催セミナー(第 4、5会場) 50分 2 600,000円 

 

４）費用のご負担について 

上記共催費には、会場費、控室費、学会で使用している機材一式ならびに音響関係機材一式は

含まれております。 

また、共催費に含まれないものは司会・講師旅費謝礼金、セミナー参加者用弁当手配費、控室

飲食費、運営要員、看板関係、セミナー用チラシ、学会使用外機材等です。 

※上記はオプション手配が可能ですので、申込後別途ご案内致します。（2020 年 9月予定） 

 

５）セミナーテーマ、司会、演者の選定について 

学術内容や司会および演者の先生の人選などにつきましては、事務局からの指定、または事務

局との調整のうえ、決定させていただきますので予めご了承ください。 

 

６）お申込みについて 

申込用紙をご記入いただき、下記運営事務局まで FAXまたは E-mailでお申し込みください。複

数のお申し込みがある場合、セミナー開催のお時間については事務局の一任とさせていただき

ます。申込書提出後の取り消しはご容赦ください。プログラム作成の都合上、勝手ではござい

ますが、2020年 5月 29日（金）までにお申し込み下さい。 

 

７）抄録提出について 

共催セミナーは、学会の正式プログラムとして、プログラム・抄録集に演題名と共催企業名を

掲載いたします。抄録掲載のため、座長、演者の先生の御名前、ご所属、演題名を 2020 年 6

月 12日(金)までにお知らせください。また演者の先生の抄録も 800字以内で 2020年 6月 30 

日(火)までに頂きたく、先生に宜しくお伝えくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 



８）お申込み、連絡先について 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局（㈱インターグループ内） 

〒531-0072 

大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

 TEL ： 06-6372-9345 

  FAX ： 06-6376-2362 

  E-mail：jact2020@intergroup.co.jp 

 

９）振込先について 

 共催セミナー申込み受付後、請求書を発行いたしますので、下記口座へお振込みください。 

（振込み手数料は各社にてご負担願います。） 

 銀 行 名：三菱 UFJ銀行 

支  店：大阪駅前支店(店番号：067） 

口座番号：普通）0240973 

名  義：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 大会長 富永 敏行 

（ダイニジュッカイニホンニンチリョウホウ ニンチコウドウ 

リョウホウガッカイ トミナガ トシユキ） 

※ 金融機関の振込利用明細を持って領収書とさせていただきます。 

別途必要な方はご連絡ください。 

 

 

 

■ウェブサイト上での公開について 

 

日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイ

ドライン」に基づき「共催セミナー会社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指

針」 に従い、学会等の会合開催にかかる費用を「学会名」「共催セミナー名」の通りに、貴社の

ウェブサイト上に公開することに同意します。 

 



広 告 募 集 要 項 
 

 

１．判   型：A4版・1色黒、表紙フルカラー 

 

２．部   数：1,000部 

 

３．配布対象者：会員、参加者 

 

４．掲 載 料：表裏紙（表 4）         165,000円（税込） ×  1口 

表裏紙内側（表 3）      143,000円（税込） ×  1口 

表裏紙内側（表 2）      143,000円（税込） ×  1口 

後付 1頁             99,000円（税込） ×  4口 

後付 1/2頁           55,000円（税込） ×  8口 

 

５．制 作 費：約 1,600,000円 

 

６．広告料目標：1,287,000円 

 

７．依頼予定数：約 30社 

 

８．印刷の形式：CDデータ又は紙焼 

 

９．申込締切日：2020年 7月 31日（金）必着 ※広告原稿は 8月 7日（金）必着 

 

10. 振 込 先：下記口座へお振込みください。（振込み手数料は各社にてご負担願います。） 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 

支  店：大阪駅前支店(店番号：067） 

口座番号：普通）0240973 

名  義：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 大会長 富永 敏行 

（ダイニジュッカイニホンニンチリョウホウ ニンチコウドウ  

リョウホウガッカイ トミナガ トシユキ） 

 

11. 申 込 先：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局（㈱インターグループ内） 

〒531-0072 

大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

TEL ： 06-6372-9345 

FAX ： 06-6376-2362 

E-mail：jact2020@intergroup.co.jp 

 



出 展 要 項 
 

 

１．出 展 数： 8小間（予定） 

 

２．展示料金： 88,000円（税込）/小間 

 

・右図の通り、バックパネル 2枚／社名版 

1枚／机 1本／1小間をおつけします。 

 

 

３．注意事項： ■オプション備品について 

バックパネルや電源・コンセント等のオプションをご希望の場合は、事前に「出

展の手引き」と「オプション申込書」を送付いたします（2020 年 10 月予定）

ので、後日お申し込みください。 

※但し学内での開催のため、電源の利用可能上限を設定する場合がございます。 

  ■特別装飾について 

出展社の費用で施工してください。展示設計は自由ですが、展示上の構造や設

備、主催者規制、消防法の規制等の規制があります。 

  ■小間割について 

小間数、出展内容等を考慮の上、主催者側で決定させていただきますのでご了

承願います。出展社の説明会は行いませんのでご了承ください。 

■出展物の管理について 

出展物の管理は各出展者が持つものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・

災害に対して補償等の責任は一切負いませんのでご了承ください。 

■その他 

本学会による展示実績を商品の宣伝広告にもちいることは、禁止させていただ

きます。また、出展物の内容によっては、出展をご辞退いただく場合もありま

すのでご了承ください。 

 

４．申込方法： 別紙「出展申込書」に必要事項をご記入の上、下記運営事務局まで FAX または

E-mailにてお申込ください。 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局（㈱インターグループ内） 

〒531-0072 

大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

TEL ： 06-6372-9345 FAX ： 06-6376-2362 

E-mail：jact2020@intergroup.co.jp 

 

５．申込期限： 2020年 7月 31日（金）までとします。 

ただし、予定小間数になり次第、締め切りとさせていただきますので、ご了承

願います。 

 

６．お振込み： 下記口座へお振込みください。（振込み手数料は各社にてご負担願います。） 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 

支  店：大阪駅前支店(店番号：067） 

口座番号：普通）0240973 

名  義：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 大会長 富永 敏行 

（ダイニジュッカイニホンニンチリョウホウ ニンチコウドウ  

リョウホウガッカイ トミナガ トシユキ） 

 

900mm 

1800mm 



書籍展示募集要項 
 

1) 会 場   京都三大学教養教育共同化施設・稲盛記念会館 

 

2）書籍展示料金 10,000円(税込)／机 

 

3) 仕 様 

《出展料金に含まれるもの》 

長机１本（W1800xD450xH900）、椅子 2脚 

    ※複数机を希望の場合は、ご希望の本数分お申込みください。 

 

 《出展料金に含まれないもの》 

(1)基礎小間以外の小間設営料   (2)小間内装飾料   (3)電気工事代 

    (4)水道・光熱代              (5)電話・通信回線料等の工事料及び使用料 

  (6)出展ブース関係人件費、維持費、要員旅費、及びサービスに関わる費用（備品等） 

  (7)その他基礎小間以外の設営・管理に関する一切の諸費用 

 

5) 申込方法   別添の申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込下さい。 

 

6) 申込締切日 2020 年 7月 31日（金） 

ただし、予定小間数になり次第、締め切りとさせていただきますので、   

ご了承願います。 

 

7) 出展料の支払い 申込締切日以降に、請求書を郵送致します。指定期日までに 

指定の口座へお振込み下さい。振り込み手数料はご負担願います。 

 

8) 申 込 方 法  「書籍展示申込書」にご記入の上、下記までご返信下さい。 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局（㈱インターグループ内） 

〒531-0072 

大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

TEL ： 06-6372-9345 FAX ： 06-6376-2362 

E-mail：jact2020@intergroup.co.jp 

 

9) 出展費振込先 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 

支  店：大阪駅前支店(店番号：067） 

口座番号：普通）0240973 

名  義：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 大会長 富永 敏行 

（ダイニジュッカイニホンニンチリョウホウ ニンチコウドウ  

リョウホウガッカイ トミナガ トシユキ） 

 

 

 

 

 

 



寄付金募集要項 

 

1. 募金の名称：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会協賛金 

 

2. 募金の依頼先：製薬会社、ヘルスケアサービス会社、各社 

 

3. 募金期間：2020年 2月 1日(土)〜2020年 11月 20日（金） 

 

4. 寄付金の用途：第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会 運営資金 

 

5. 寄付金目標: 300,000円 

 

6. 申し込み方法: 

本趣意書の内容をご確認頂いた上、申し込み用紙に必要事項をご記入頂き、事務局宛でお送

りください。 

 

6. 寄付金の振り込み方法： 

下記の口座に 2020年 2月 1日以降にお振込みください 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 

支  店：大阪駅前支店(店番号：067） 

口座番号：普通）0240973 

名  義：第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 大会長 富永 敏行 

（ダイニジュッカイニホンニンチリョウホウ ニンチコウドウ  

リョウホウガッカイ トミナガ トシユキ） 

 

7. 税法上の取り扱い：免税措置はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAX 06-6376-2362 

E-mail jact2020@intergroup.co.jp 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 運営事務局 行 

 

 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 
共催セミナー申込書 

 

趣旨に賛同し、第 20回日本認知療法・認知行動療法学会の共催セミナー開催に協力致します。 

 

会社名                               

 （〒   -    ） 

所在地                        

 

ご担当者        TEL             

 

       部   課 FAX              

 

E-mail                                        

下記より、希望の日付・会場をご選択ください。 

申込 日付 募集枠 共催費（税込） 

 11月 21日(土) 共催セミナー(第 3会場) 800,000円 

 11月 21日(土) 共催セミナー(第 4会場) 600,000円 

 11月 21日(土) 共催セミナー(第 5会場) 600,000円 

 11月 22日(日) 共催セミナー(第 3会場) 800,000円 

 11月 22日(日) 共催セミナー(第 4会場) 600,000円 

 11月 22日(日) 共催セミナー(第 5会場) 600,000円 

  ※「申込」欄に第一希望、第二希望を記載ください。 

 

申込先送付・問い合わせ先： 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局（㈱インターグループ内） 

〒531-0072 

大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

 TEL ： 06-6372-9345 FAX ： 06-6376-2362 E-mail：jact2020@intergroup.co.jp 

締切日：2020 年 5 月 29 日（金） 



FAX 06-6376-2362 

E-mail jact2020@intergroup.co.jp 

第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会 運営事務局 行 

 
第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会 
プログラム・抄録集 広告掲載申込書 

 

申込日：    年  月  日 

貴社名
フリガナ

：         

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：        

ご住所：〒        

TEL： FAX：       

E-mail：       

 

 

希望掲載枠 

□ 表 4（裏表紙）         □ 表 3（裏表紙内側） 

□ 表 2（表裏紙内側）    □ 後付 1頁 

□ 後付 1/2頁 

広告料金  

掲載品名  

広告原稿 □ CD データ  □ 紙焼 （    ）月（    ）日に送付予定 

請求書の有無 必要   ・   不要 

備考 

※お問い合わせ等ご記入下さい。 

 

 

※申し込み予定数に達した場合は期日前でも締め切ることがございますので、お早めにお申し込みください。 

 

提出締切日：2020 年 7 月 31日(金) 



FAX 06-6376-2362 

E-mail jact2020@intergroup.co.jp 

第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会 運営事務局 行 

 
第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会 

メーカー展示会 出展申込書 

 

申込日：    年  月  日 

 

◆メーカー展示会への出展を申し込みます。  希望小間数：      小間 

貴社名
フリガナ

：        

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：        

ご住所：〒        

TEL： FAX：       

E-mail：       

 

◆ 展示内容 

展示品目 重量 使用電力 備考 

    

         kg 

  

  

                  kg 

  

                    

kg 

  

  

                  kg 

  

 

◆ 希望事項欄 

 

※申し込み予定小間数に達した場合は期日前でも締め切ることがございますので、お早めにお申し込みください。 

 

 

提出締切日：2020 年 7 月 31日(金) 



 

Fax：06-6376-2362 

第 20 回日本認知療法・認知行動療法学会 運営事務局 行 

 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 
書籍展示申込書 

 

申込日：    年  月  日 

 

■以下の通り出展を申し込みます。 

 

内容 金額 小間数(机数) 

書籍展示 10,000円/机 机    本 

 

 

■申込者情報 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：  

お申込み期限： 

2020年 7月 31日（金）まで 

 



FAX 06-6376-2362 

E-mail jact2020@intergroup.co.jp 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 運営事務局 行 

 

 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会 
寄付金申込書 

 

趣旨に賛同し、第 20回日本認知療法・認知行動療法学会、下記のように寄付致します。 

 

 

 

                   万円 

 

《払い込み方法》 

 

□   銀行     支店を通じて指定口座に払い込みます。 

□ その他の方法 

 

 

  年  月  日 

 

  貴社名： 

  ご住所：〒 

  担当者： 

           部     課   TEL: 

                     FAX: 

E-mail: 

  

 

領収書（要・不要） 

 

 

申込先送付・問い合わせ先： 

第 20回日本認知療法・認知行動療法学会運営事務局（㈱インターグループ内） 

〒531-0072 

大阪府大阪市北区豊崎 3-20-1 インターグループビル 

 TEL ： 06-6372-9345 FAX ： 06-6376-2362 E-mail：jact2020@intergroup.co.jp 

 

締切日：2020年 11 月 20日（金） 


