特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構

2022年度「NPO SKINセミナー」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。
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。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大により、医師の学習機会の継続、医薬品等の適正使用
情報の提供のあり方等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。
その課題解決に応えるべく当機構ではオンデマンド型皮膚科生涯学習プログラム「NPO SKIN セミナ
ー」を昨年3月より開始し、現在100を超えるコンテンツを1000名を超える会員にご視聴いただくまでに
至りました。本セミナーが皮膚科診療に携わる医師、医療関係者からの一定のご評価を頂けたものと確信
しております。
一方で新型コロナウイルス感染症の終息後の環境においても、オンデマンド型の学習プログラムに対す
るニーズは高く、｢NPO SKINセミナー」の継続と更なる充実を図ることは当機構の使命でもあると考え
ております。
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、美容に至る実診療に役に立つ幅広い情
報、新薬や新技術に関する情報に加え、若手皮膚科医向けのERでの皮膚疾患シリーズ、皮膚病理入門な
ど、視聴会員からのニーズに応えた新たなシリーズも追加し、各領域の第一人者が講師となり発信してい
きます。
引き続き医師、医療関係者ならびに医療関連企業様のニーズに応えた実診療の話題、また医薬品等の適
正使用情報の発信に力を尽くして参る所存でございます。
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、2022年度活
動･収支予算のごとく相当額の不足が見込まれる状況でございます。また、2021年度の収支及び活動報告
も合わせて添付させていただきます。
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
2022 年 6 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

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構

2021年度「NPO SKINセミナー」収支・活動報告

＜収支報告＞
計画予算

項目

2020年11月～2022年3月

有料会員会費収入
協賛会員会費収入(会費および入会金）
収
入

797,500

20,000,000

13,000,000

3,500,000

16,500,000

5,610,000

5,610,000

2,500,000

収入計

2,500,000

34,500,000

15,511,000

9,896,500

25,407,500

30,000,000

2,700,000

500,000

3,200,000

64,500,000

18,211,000

10,396,500

28,607,500

47,000,000

6,414,753

13,781,895

20,196,648

12,000,000

3,877,412

6,459,668

10,337,080

収録費用

17,000,000

2,537,341

4,418,227

6,955,568

編集費用

18,000,000

2,904,000

2,904,000

14,500,000

配信システム開発費

10,000,000

配信システム管理

2,250,000

会員管理システム

2,928,596

1,500,000

PR費用

1,000,000
500,000

共通部門管理費

1,439,304

2,928,200

2,250,000

事務局費用

通信・会議費等雑費

2,500,000

講師謝礼

配信システム・会員管理
支
出

期間計

786,500

自己資金

コンテンツ制作費

2021年4月～2022年3月

11,000

4,000,000

小計

2020年11月～2021年3月

8,000,000

コンテンツ外部提供収入

寄附金収入

実績

396

4,367,900

326,700

3,254,900

363,000

363,000

749,604

750,000

1,500,000

1,500,000

714,516

714,516

145,243

392,364

537,607

783,712

703,035

1,486,747

支出計

64,500,000

10,272,304

18,531,114

28,803,418

収支

0

7,938,696

-8,134,614

-195,918

＜活動報告＞
１．概要
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を背景に、皮膚科診療を行う医師を対象に学習機
会の継続、医薬品等適正使情報提供推進を目的としたてオンデマンド皮膚科生涯学習プログラムとし
て 2021 年 5 月より本格的な配信サービスを開始することが出来ました。現在 100 以上のコンテンツ
ライブラリー揃え 1000 名以上の会員に視聴いただいています。
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、 美容に至る実診療に役に立
つ幅広い情報、新薬や新技術に関する情報に加え、若手皮膚科医向けの ER での皮膚疾患シリーズ配
信を開始しました。また視聴者からのニーズが高い皮膚病理入門などの企画にも着手いたしました。
さらに、若手皮膚科医からのニーズに応え新入医局員に対しては、皮膚科教室からの申請により、
無料会員から全コンテンツ視聴可能な特別会員にアップグレード対応するサービスを開始ました。各
大学医局における若手皮膚科医育成の補助プログラムとしても活用されるようになりました。
新型コロナウイルス感染症の終息後の環境においても、オンデマンド型の学習プログラムに対する
ニーズは高く、「NPO SKIN セミナー」の継続と更なる充実を図る予定です。

２．具体的成果
1)配信コンテンツ数
2022 年 3 月末迄

2022 年 4-5 月

累計

46

4

５０

１０４

１２

１１６

（有料：３６）

（有料：８）

（有料：４４）

（無料：６８）

（無料：４）

（無料：７２）

配信テーマ数
配信コンテンツ数

※配信コンテンツ詳細：別紙参照
2)配信コンテンツの評価
各コンテンツに任意の評価点数（5 段階）およびコメント記入欄を設け、これら回答からコンテ
ンツおよび視聴環境について評価しました。
(1)平均評点：4.8 点
(2)コメント：テーマの選定、講師･講演内容共に全般的に高評価を得ました。また各コンテンツ
が繰り返し視聴できる点、短時間で視聴できることに対しても評価いただきました。一方で、コ
ンテンツの検索機能の改善、忙しい時にも視聴しやすい倍速モード設定等の要望もあり、視聴環
境の改善の要望もいただきました。
２．登録視聴会員数（名）
2022 年 3 月末迄

2022 年 4-5 月

累計

有料会員

145

21

166

無料会員

733

146

879

計

878

168

1,045

参考）会員属性
＜会員属性（医療資格）＞
医療資格

人数

＜医師の診療科内訳＞
診療科

人数

医師

874

皮膚科

690

看護師

17

内科

108

薬剤師

14

小児科

16

その他医療関係者

140

外科・形成外科

28

その他診療科

32

計

874

計

1,045

※その他医療関係者：
協賛会員企業社員 21 名含む

以上

「NPO SKIN セミナー」の概要と活動・収支予算
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
1)配信コンテンツの仕様
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です。
2)セミナーのテーマおよび内容
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。
さらに、今年度より若手皮膚科医向けの ER での皮膚疾患シリーズ、皮膚病理入門、美容皮膚科シリー
ズなど、視聴者からのニーズに応えた新たなシリーズなどライブラリーの充実を図る予定です。
なお 2022 年度より当セミナーが独自に作成するコンテンツとは別枠の協賛会員特典として、視聴会員
に向けたスポンサードコンテンツの配信枠の提供を開始いたします。具体的な内容、配信期間、時期につ
いてはご相談させていただきます。
３）配信コンテンツ数（2022 年 5 月 20 日現在）：116 本
配信コンテンツ一覧別添
※当機構ホームページより「セミナー内容の紹介 VTR」およびサンプルコンテンツが視聴可能です。
是非ご視聴いただければと存じます。
https://seminar.npo-hifu.net/info

５．セミナー運営方法（配信方法）
：
セミナー専用サイトを開設しオンデマンド型インターネット動画配信形式
本年度は検索機能の、倍速再生等視聴環境の向上を行います。
※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（視聴者）
以下の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、看護師、医学部生、その
他医療関係者、医療関連企業社員（協賛会員）
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： 6,600 円（税込み）入会登録から 1 年間有効
(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
(4) その他制度（皮膚科新入医局員向け）/新制度
入局 3 年目までの皮膚科医局員は無料で全コンテンツ視聴可能とする制度
２) 視聴者数（会員数）
：２,500 名（2022 年度目標）
2022 年 5 月末日現在：1045 名 （内 皮膚科医 690 名、皮膚科専門医 314 名）
７．本年度の活動方針
1)

従来のコンテンツに加え若手皮膚科医向けの ER での皮膚疾患シリーズ、皮膚病理入門、美容皮
膚科シリーズなど、ニーズが高いコンテンツシリーズの充実を図ります。

2)

視聴時の倍速スロー再生、配信スピードの向上、コンテンツ検索機能の充実等システムの環境整備
を進めます。

3)

若手皮膚科医が学習しやすい環境を提供する目的で、皮膚科入局 3 年目までの医局員は全コンテ
ンツ無料で視聴可能な特別制度を提供します。

協賛会員募集規程
1)協賛会員会員資格
「ＮＰＯ ＳＫＩＮ セミナー」の趣旨に賛同し、運営に対して積極的な援助を行うことを希望される法
人・団体が該当します。 入会には当機構理事会の承認が必要です。
２)入会金および年会費
(1)入会金 50 万円（新規入会）
(2)年会費：1 口 100 万円、何口でも可
３)会員特典
（1)セミナー専用サイトに協賛会員の法人･団体名前を掲載いたします。
（2)ご指定のホームページへのリンクバナーをセミナー専用サイトに掲載いたします。
（3)全コンテンツ視聴可能な無料視聴 ID を 1 口につき 50ID（５０名同時視聴可能）を提供いたします。
（4)協賛会員様が制作された VTR 等配信コンテンツをご指定の時間・期間に配信用の枠を設定し NPO ス
キンセミナーの会員に配信いたします。
（1 口につき年間 1 件配信）
※配信の具体的な内容、期間、時期についてはご相談させていただきます。配信コンテンツは、当セミ
ナー独自のコンテンツとは別枠のスポンサードコンテンツとして配信いたします。リアルタイム配信等の
対応についてもご相談に応じます。
（5)貴社の学術 VTR、発売記念講演会、座談会などのコンテンツの企画・制作・配信を特別価格にて対応
させていただきます。
4)募集期間： 随時
5)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。
6)お申し込み方法およびお問合せ先
所定の「協賛会員申込書」を下記宛に送りください。受領後に理事会の協賛会員入会承認が得られまし
たらご請求書を発行いたします。
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 E-mail: info@npo-hifu.net
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内「NPO SKIN セミナー」事務局

2022 年度「NPO SKIN セミナー」収支予算計画
項目

金額（万円）

有料会員会費収入

予定

2,640,000 年会費：6,600円、有料会員 500名 ( 目標 総会員数：2500名）

協賛会員会費収入

15,000,000 15団体を想定

コンテンツ外部提供収入

4,500,000 約40コンテンツを予定

自己資金

1,500,000 皮膚の健康研究機構自己資金の事業費

収入

小計

23,640,000

寄附金収入

15,000,000

収入計

15-20団体･企業を想定

38,640,000

コンテンツ制作費

24,500,000
講師謝礼

制作予定コンテンツ：120本/年

10,000,000 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

9,500,000 85万円×20回

編集費用

5,000,000 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
配信システム開発費

（5時間/1回

スタジオ・機材・撮影スタッフ費用を含む）

8,000,000
6,000,000 動画配信の高速化、コンテンツ検索機能等利便性向上のための改修

支出
配信システム管理

1,000,000 サーバー保守管理

会員管理システム

1,000,000 会員管理システム運用

事務局費用

2,400,000

20万円×12カ月（事務手続き・問い合わせ対応等）

PR費用

1,500,000

関連学会出展、広告

通信・会議費等雑費
共通部門費用
支出計

750,000
1,490,000
38,640,000

機構共通管理費

「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
1,500 万円
4. 募金申し込み方法及び期限
2023 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

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

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構

「NPO SKIN セミナー」協賛会員加入申込書
年

月

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 殿

住所 〒

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」協賛会員としての加入を下記の通り申し込みいたします。
記
１．会員申し込み口数

口（

円）

※本申込書受領後に理事会の協賛会員入会承認が得られましたらご請求書を発行
いたします。
２．その他
(1)お申し込みの団体、個人の方は以下も記入ください。
・希望されるバナーのリンク先 URL：
・配信コンテンツの希望の有無

あり・なし

・配信希望のコンテンツのテーマ（決まっている場合は記載ください）

以上

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構
NPO SKIN セミナー

広告募集要項

１．広告種類
1) NPO SKIN セミナー 会員専用サイト（医療従事者・会員のみログイン可能）
https://seminar.npo-hifu.net/info
及び
会員ログイン後画面
※自社関連サイトへのリンク
２．掲載期間 掲載日から 1 年間
3．広告サイズ（原稿）
JPEG または GIF 形式

1 単位：W320×T100

４．募集広告数
5 単位
４．掲載料金

1 単位：W320×T100
15 万円（税別）／1 単位（

５．申込締切日：募集数に達し次第受付終了
６．お支払いについて
申込書受領後に請求書をお送りいたします。指定期日までにデータの送信と広告掲載料金を指定口
座へお振込みください。
７．申し込み・問い合わせ先
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内
担当：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
〒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／E-mail：info@npo-hifu.net
以上

