特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構

「NPO SKINセミナー」への寄付募集趣意書

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
特 定 非 営 利 活 動 法 人 皮 膚 の 健 康 研 究 機 構 は、QOL(Quality of life)の観点から皮膚の健康を総合的に
増進することを目的とし、皮膚疾患・皮膚の健康管理・治療・ケア等に関する調査・研究、実務研修、啓発
支援、臨床試験支援、さらには氾濫する誤った医学・医療情報に対する警鐘及び適正な知識の啓発などの活
動を目的として 2009 年 1 月に設立されました。
この度ご案内申し上げます「NPO SKINセミナー」は、当法人の「実務研修事業」の一環として企画運
営するものです。
国内外に感染が広がる新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、終息に至るまでには長期戦が予想
され、そのなかで医療業界においても多くの課題が浮き彫りになりました。
日常の診療・医療活動はもとより、学会活動や医療従事者の学びの場も大きく制限されています。さらに
企業側からの薬剤の適正使用に関する情報発信についても、企業MRの訪問規制、セミナー講演会の開催自
粛などから、医療側と企業側との情報共有の機会も大幅に制限されています。
そこで当機構では少しでもこのような状況を打開すべく、web配信による「NPO SKINセミナー」を企画
いたしました。本セミナーは、
皮膚科診療に携わる医師の学習機会の継続、
企業側の情報提供の促進を通じ、
当法人が掲げる「皮膚の健康増進・QOL (Quality of life)の向上」に必ず貢献できるものと確信しておりま
す。
本セミナーの企画運営にあたっては、
自己資金ならびにセミナー会員会費等により運営すべく努力を重ね
て参る所存ではございますが、本セミナーの目的達成、そしてさらなる充実を図るためには、別紙「NPO
SKINセミナー」収支予算計画のごとく相当額の不足が見込まれる状況でございます。
つきましては、誠に恐縮なお願いではございますが、本事業の意義と諸事情をご賢察くださり、格別のご
援助を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念いたします。
謹白
2021 年 1 月吉日
特定非営利活動法人皮膚の健康研究機構
理事長

宮地良樹

副理事長 川島 眞

「NPO SKIN セミナー」の概要
１．セミナー名：「NPO SKIN セミナー」(Novel Professional Outlook:プロが語る新見解)
※オンデマンドインターネット動画配信形式による医師向け学習コンテンツ配信
２．運営主体:特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構
理事長

宮地良樹

運営責任理事（副理事長） 川島 眞
〒101-0047 東京都千代田区内神田 1 丁目８番９号 福田ビル２階
TEL:03-3256-2575 FAX:03-6745-7678
３．セミナーの目的
(1)学会の Web 開催による一方通行の学習の補填
(2)企業講演会の開催制限にともなう学習機会減少の補填
(3)企業色のない本音で語る講演を聞く機会の創設
(4)皮膚科医療機関における新技術導入の支援
(5)企業情報提供活動等の補完および支援
(6)医学部生に向けた魅力ある皮膚科学講座の創設
４．セミナーの内容
アトピー性皮膚炎、乾癬、痤瘡、蕁麻疹、足白癬・爪白癬、帯状疱疹等の皮膚科日常診療において遭遇す
る機会の多い疾患から、まれながら見落としてはいけない疾患に至るまで、幅広い疾患の実診療に役に立つ
情報、新薬や新技術に関する情報を各領域の第一人者に講演頂きます。
1 テーマを 30 分ないし 45 分程度で完結し、さらにそれを 15 分単位のコンテンツに分割することにより、
1 コンテンツを診療の合間や移動中にも、スマートホンやタブレットでもストレスなく、ご視聴いただける
長さに設定します。コンテンツは有料と無料に分けて配信予定で、すべてオンデマンド配信とし 1 年間い
つでも視聴が可能とします。
また、各講演の終了時に視聴なしでは回答できないアセスメントテストを課し、
正解した視聴者のみを確実な視聴者（実視聴者）とし、その数を算出できるようにします。
さらに主として医学部生を対象としますが、皮膚疾患の診療にも携わる皮膚科以外の医師、MR および薬
剤師も対象とし、皮膚疾患の病態と治療に関する卒前および生涯教育を目的として、主要皮膚疾患について
のスペシャリストたちの講義の配信も予定しています。
※当機構ホームページより「セミナー内容の紹介 VTR」および開校前に公開します「夏の皮膚病」が視聴
可能です。是非ご視聴いただければと存じます。
https://www.npo-hifu.net/

５．セミナー開催運営方法（配信方法）
：
1)セミナー専用サイトを開設しオンデマンドインターネット動画配信形式
2)Web 会議システムによる相方向セミナー等
※対応デバイス：PC、タブレット、スマートホン
６．セミナーの対象：
・会員登録を行った皮膚科医、皮膚科診療に携わる診療所医師、薬剤師、医学部生
・企業社員（寄付又は協賛会員企業・団体）
1) 会員種別
(1) 無料会員：上記対象のうち会員登録を行った方
無料コンテンツの視聴
(2) 有料会員：既定の年会費を収めた有料会員登録を行った方
無料および有料コンテンツ視聴
※会費： 5,000 円（予定）
(3) 協賛会員：本セミナーの趣旨に賛同し既定の年会費を収めた企業等団体
※会費：協賛会員募集規程に準ずる
2) 目標視聴者数：5,000 名（2022 年）

「NPO SKIN セミナー」寄付募集要項
1. 募金の名称
「NPO SKIN セミナー」への寄付金
2. 募金の目的
実務研修事業「NPO SKIN セミナー」の活動資金
3. 募金の目標額
3,000 万円
4. 募金申し込み方法及び期限
2021 年 1 月～2022 年 3 月末
5. 協賛金の用途
実務研修事業「NPO SKIN セミナー」の活動を充実するための資金
6. 協賛金の申し込み及び支払い
1) 所定の「寄付金（協賛金）申込書」を下記宛にご送付ください。
東京都千代田区内神田１丁目８番９号 福田ビル２階
TEL:03-3256-2575 FAX:03-6745-7678
特定非営利活動法人皮膚の健康研究機構 スキンセミナー事業
2) 寄付金を次の口座へお振込みください。
銀 行 名：三井住友銀行 浜松町支店
口座名義：特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構 スキンセミナー口
口座番号：普通 7877454
7. 事業および決算報告
当法人ホームページによる公示及び事業報告書を提出いたします。
8. 問合せ窓口
東京都千代田区内神田１丁目８番９号 福田ビル２階
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構 事務局長 平松 泰成
E-mail：info@npo-hifu.net
TEL:03-3256-2575 FAX:03-6745-7678

「NPO SKIN セミナー」収支予算計画
2020 年度及び 2021 年度事業合算（期間：2020 年 11 月～2022 年 3 月）
項目

収入

備考

金額（万円）

有料会員会費収入

800

協賛会員会費収入

2,000

年会費：5,000円
20口

会員数：1,600名

15団体

コンテンツ外部提供収入

400

約40コンテンツを予定

自己資金

250

皮膚の健康研究機構自己資金の事業費

小計
寄附金収入

3,000

収入計

15-20団体・企業を想定

6,450
4,700

コンテンツ制作費

制作予定コンテンツ：120本/年

講師謝礼

1,200 10万円×120本(講演スライド、VTR高閲、コンテンツ使用料(1年間)を含む

収録費用

1,700 85万円×20回

編集費用

1,800 15万円/コンテンツ×120本（データ変換費用、確認テスト含む）

配信システム・会員管理
支出

3,450

（5時間/1回

スタジオ・機材・撮影スタッフ費用を含む）

1450

配信システム開発費

1,000 会員管理・会費決済、動画配信システム開発（初年度のみ）
225 15万円×15カ月（保守管理）

配信システム管理

225 15万円×15カ月（保守管理、会費管理）

会員管理決済システム
事務局費用

150

10万円×15カ月（問い合わせ対応等含む）

PR費用

100

関連学会出展

通信・会議費等雑費

50

支出計

6,450

年

月

日

寄 付 金 申 込 書
「NPO SKIN セミナー」

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構
理事長 宮地 良樹 殿

住所 〒

寄付申込 会社名
又は氏名
代表者名又は
担当責任者名

（印）

「NPO SKIN セミナー」の活動趣旨に賛同し、下記のとおり寄付金を申し込みます。
記

１．寄付金額

円

２．払込予定日
（注）払込み時期が複数回に及ぶ場合は、第一回目の振込予定日およびその金額と、その後の払い込み概略
を記入してください。なお、領収書は寄付金受領後の度にご送付いたします。
年

月

日

円

３．振込先
銀 行 名：三井住友銀行 浜松町支店
口座名義：特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構 スキンセミナー口
口座番号 : 普通 7877454
＊振込手数料は御社にて御負担いただけますよう宜しくお願い致します。
以上

