第 25 回日本慢性期医療学会
協賛募集要綱
共催セミナー
プログラム集広告掲載
企業展示会出展

会
期：
会
場：
学 会 長：

2017 年 10 月 19 日（木）・20 日（金）
仙台国際センター 会議棟
穂積 恒（秋田県 外旭川病院 理事長）

ご 挨 拶
このたび、第 25 回日本慢性期医療学会を 2017 年 10 月 19 日（木）、20 日（金）に
仙台国際センター（仙台市）で開催いたします。学会長として皆さまに一言ごあいさつ申し上げます。
平成 29 年度は、3 月末までに第 7 次（期）医療計画ならびに介護保険事業計画が確定され、また
平成 30 年 4 月 1 日には診療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。将来の病院、診療所、施設
ならびに各事業の方針を地域のニーズや、あるべき姿を十二分に考慮し決定しなければならない極めて
重要な年になります。
その様な背景に鑑み今学会のテーマを「地域が創る慢性期医療―新たな医療への挑戦」とさせて
いただきました。少子高齢化に伴う人口減少が加速度的に進行する状況で今後ますます厳しさを増す
社会保障費の抑制、とりわけ診療報酬と介護報酬の削減と人材不足に起因する人件費の高騰という
極めて厳しい経営環境の中で私たちは地域の求める質の高い慢性期医療に挑戦していかなければ
なりません。
本学会ではより良い慢性期医療を実現しようと日々懸命に努力されている会員の皆さまに少しでも
お役に立つような記念講演、シンポジウム、ランチョンセミナーや一般演題（口演・ポスター
セッション）発表を企画いたしております。
記念講演といたしましては、同時改定まで半年を切ったところで厚生労働省の鈴木康裕保険局長に
「平成 30 年医療・介護の同時改定―toward & beyond（仮題）
」という演題でご講演いただく予定
です。保険局長自らご講演される非常に貴重な機会ですので、ぜひ一人でも多くの方にご聴講
いただきたいと考えております。
また、東北地方と言えばやはり 2011 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災を忘れることは
できません。発生より 5 年半以上経過いたしましたが、まだ復興半ばです。私たちはこの災害を忘れる
ことなく今後に備える心掛けが必要と思います。そこでノンフィクション作家である石井光太氏を
お招きし「震災の遺族といかに向き合い、支えたか（仮題）」についてご講演いただく予定です。
自然災害の頻発する日本においてこの講演が皆さまのお役に立つことができれば幸甚です。
本学会には全国から慢性期医療に携わる医療関係者が多数参集します。ぜひともこの機会を最新の
情報提供の場としてご活用いただきたく、協賛募集のご案内を申し上げます。ご高配の程、何卒
よろしくお願い申し上げます。
末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
2016 年 11 月吉日

第 25 回日本慢性期医療学会
学会長 穂積 恒
（秋田県 外旭川病院 理事長）

開 開催概要
催 概 要
１．会議名称：第 25 回日本慢性期医療学会
２．主

催：一般社団法人 日本慢性期医療協会

３．学 会 長：穂積

恒（秋田県 外旭川病院 理事長）

４．会

期： 2017 年 10 月 19 日（木）・20 日（金）

５．会

場： 仙台国際センター 会議棟
〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地
TEL：022-265-2211

６．テ ー マ：地域が創る慢性期医療 ―新たな医療への挑戦―
７．参加者数：約 3,000 名（日本慢性期医療協会会員、医療関係者）
８．プログラム概要（予定）
記念講演、シンポジウム、一般演題（口演・ポスターセッション）
、
ランチョンセミナー等
９．学会事務局

東北地方慢性期医療協会（秋田県 外旭川病院内）
〒010-0802 秋田市外旭川字三後田 142
TEL：018-868-5511 FAX：018-868-6220
E-mail：tamcf@jkk-sotohp.or.jp

10．運営事務局 日本コンベンションサービス株式会社 東北支社
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6 階
TEL：022-722-1311 FAX：022-722-1178
E-mail：jamcf25@convention.co.jp

11．実行委員会
学 会 長
穂積

恒（秋田県 外旭川病院 理事長）

副学会長
木田

雅彦（福島県 福島寿光会病院 病院長）

木村

宗孝（岩手県 南昌病院 理事長）

実行委員
安藤

正夫（宮城県 金上病院 理事長）

貝山

仁（宮城県 貝山中央病院 理事長）

於本

淳（青森県 於本病院 理事長）

渋谷

磯夫（山形県 尾花沢病院 理事長）

島田

薫（秋田県 森岳温泉病院 理事長）

12．会議の目的と開催意義
昨今の医療・介護を取り巻く外部環境の変化は著しく、超高齢化社会に向けて、慢性期
医療の果たす役割は、国民の生活を守る上で非常に重要なものと捉えられます。
本学会は、慢性期医療の質を向上させることを目的に設立された日本慢性期医療協会の
第 25 回学会（年次学会）として開催いたします。慢性期医療に携わるあらゆる職種が
一堂に会して、情報を交換し、個々の医療の質を高め、広い視野で日本の将来を考える場を
共有することは、社会全体にとって大きな意義があります。
ご協賛を検討いただける企業の皆さまにおかれましては、様々な形で本学会にご参加
いただき、日本の未来を一緒に創っていただけたら幸いに存じます。

共催セミナー募集要項
１．ランチョンセミナー募集一覧

日程
10 月 19 日
（木）
10 月 20 日
（金）

番号

席数（予定）

共催費（税別）

A

330-450 席程度

1,000,000 円

B

200-250 席程度

750,000 円

C

70 -120 席程度

500,000 円

D

330-450 席程度

1,000,000 円

E

200-250 席程度

750,000 円

F

70 -120 席程度

500,000 円

※日本慢性期医療協会 賛助会員は共催費が 20％割引となります。
※消費税は会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。
※席数は目安です。最終的に増減が生じた場合はご了承ください。

共催費には以下の項目が含まれます。
a) 会場費
b) 会場付帯設備費（机、いす、音響設備、照明など）
c) 会場付帯機材費（スクリーン、プロジェクターなど学会手配の機材）
d) 会場機材オペレーター（1 名）
e) 控室室料（小部屋 10:00～14:00 予定）
以下の費用は共催費には含まれておりません。
a) 座長／演者への謝金、旅費（金額は貴社規定に一任）
b) 控室での接遇飲食費・試写機材費
c) 参加者への飲食提供費（事前に個数などをご相談の上で学会にて一括発注し、当日手配物
として会期後にご請求いたします）
d) 運営費用（アルバイトスタッフ等人件費／学会手配以外の追加機材／看板装飾費 他）

２．プログラム決定に関して
テーマ・座長・演者につきましては、他セミナーとの調整のため、予め運営事務局へご相談
ください。座長・演者への依頼は運営事務局の承諾後に行ってください。
３．申込方法
申込書に必要事項をご記入の上、申込締切日までに FAX にてお申し込みください。お申し込み
内容が重複した場合など、事務局で調整することもありますので、予めご了承ください。開催枠
の決定後、共催費請求書を発行させていただきます。

４．申込締切日
2017 年 5 月 31 日（水）
ただし、各募集枠ともに予定数に達し次第、募集を終了させていただきます。
また、締切後の取り消しは一切お受けできませんので予めご了承ください。
５．請求について
申込受付後、開催枠が確定しましたら運営事務局より請求書を発行いたします。
指定銀行口座までお振込ください。
（詳細は請求書に記載いたします。
）
入金日などは、必要に応じてご相談ください。
６．スケジュールについて（予定）
2017 年 5 月下旬
運営事務局より開催枠の決定連絡、各社様にて座長・演者の調整開始
2017 年 6 月下旬
座長、演者の決定（運営事務局に提出）
2017 年 7 月下旬
プログラム抄録集掲載用の抄録原稿を運営事務局に提出
（全角 600 文字程度）
2017 年９月中旬
運営事務局より当日手配関係（飲食、装飾など）のご案内
2017 年 10 月上旬 各社様からの当日手配物申込締切
７．その他注意事項
a) 複数企業との共同開催や、複数開催も可能です。その際は備考欄にご記入ください。
b) 当日の飲食・機材等運営に関する詳細につきましては、後日、運営事務局よりご連絡申し
上げます。
c) 日本製薬工業協会「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、貴社が
共催費を公表することについて了承いたします。

＜お申し込み・お問い合わせ先＞
日本コンベンションサービス株式会社 東北支社
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6 階
TEL：022-722-1311 FAX：022-722-1178
E-mail：jamcf25@convention.co.jp

プログラム集広告掲載募集要項
１．制作概要
媒 体 名 ： 第 25 回日本慢性期医療学会 プログラム集（企画演題抄録含む）
規
格 ： A4 版
発 行 部 数：3,300 部
発行予定日 ：2017 年９月中旬
予定製作費 ：3,000,000 円（税別）
依 頼 者 数： 38 社
広告料総額 ： 2,880,000 円（税別）
２．広告掲載料（税別）
掲載場所

色指定

掲載料（税別）

募集数

表２（表紙裏）

白黒/カラー

\180,000

1 社 ※先着順

表 3（裏表紙裏）

白黒/カラー

\150,000

1 社 ※先着順

表３対面

白黒

\130,000

1社

表 4（裏表紙）

白黒/カラー

\220,000

1 社 ※先着順

後付１頁

白黒

\100,000

10 社

後付 1/2 頁

白黒

\60,000

16 社

※先着順

後付 1/4 頁
白黒
\30,000
8社
※表２枠、表 3 枠、表 4 枠は予定数に達したため、募集を終了いたしました。
（2017 年 6 月 15 日時点）
※日本慢性期医療協会 賛助会員は掲載料が 20％割引となります。
※消費税は会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。
※後付の広告掲載ページに関しましては、主催者に一任いただきますようお願いいたします。
３．申込方法
申込書に必要事項をご記入の上、申込締切日までに FAX にてお申し込みください。掲載場所の
決定後、請求書を発行させていただきます。
表 2、3、4 枠は、白黒/カラーのご希望を伺います。申込書に希望をご記入ください。
４．申込締切日
2017 年７月 3１日（月）
ただし、各募集枠ともに予定数に達し次第、募集を終了させていただきます。
（表 2 枠、表 3 枠、表 4 枠は予定数に達したため、募集を終了いたしました。）
また、締切後の取り消しは一切お受けできませんので予めご了承ください。
５．請求について
申込受付後、運営事務局より請求書を発行いたします。
指定銀行口座までお振込ください。
（詳細は請求書に記載いたします。）
入金日などは、必要に応じてご相談ください。

６．広告原稿送付について
事務局で版下作成は行いませんので、完全版下（可能な限りデータ）で下記までご提出ください。
広告内容によって、下記締切にご提出が間に合わない場合はご相談ください。
７．広告原稿提出締切日
2017 年 7 月 3１日（月）必着

＜お申し込み・お問い合わせ先／広告原稿送付先＞
日本コンベンションサービス株式会社 東北支社
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6 階
TEL：022-722-1311 FAX：022-722-1178
E-mail：jamcf25@convention.co.jp

企業展示会出展募集要項
１．開催スケジュール（予定）
搬入・設営 ：
2017 年 10 月 18 日（水）
開 催 期 間：
2017 年 10 月 19 日（木）
10 月 20 日（金）
搬
出
： 2017 年 10 月 20 日（金）

15:00～19:00
9:00～18:00
8:30～16:30
16:30～19:00

※開催時間、搬入・搬出の時間は変更になる場合がございますので予めご了承ください。
２．展示会場（予定）
仙台国際センター 会議棟 2 階「桜」または 3 階ロビー
３．募集区分および料金
区分

単位

小間サイズ

出展料金（税別）

スタンダード小間

1 小間

Ｗ1.8ｍ×Ｄ0.９ｍ×Ｈ2.1ｍ

250,000 円

※日本慢性期医療協会 賛助会員は出展料が 20％割引となります。
※消費税は会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。
※運営事務局の判断により出展物によって小間サイズの調整を行う場合があります。
４．募集数

スタンダード小間 45 小間

５．小間仕様
バックパネル［W1,800×H2,100] 、展示テーブル［W1,800×D600] 、社名板［W900
×H150]を展示事務局で設置いたします。テーブルが不要な場合は、予め運営事務局へご連絡
をお願いいたします。
小間規格は設置会場の都合により変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。
上記以外のリース備品、アームスポット、コンセント等につきましては、搬入出の詳細とともに
会期前にご案内させていただきます。
スタンダード小間イメージ図

６．小間の配置について
・各社小間の配置は、申込数や展示内容・申込順などを勘案して、申込締切後に主催者ならびに
運営事務局で決定いたします。
・申込締切後、レイアウト等の兼ね合いからスペースの調整をする場合もありますので、予め
ご了承ください。
・出展社相互から希望があった場合、隣接して配置することが可能です。
申込時にお申し出ください。
・出展社が主催者の許可無くスペースの全部または一部を第三者に譲渡・賃与、もしくは出展社
同士において交換することはできません。
・300kg/㎡を超える出展物をお持込される場合は、事前に運営事務局までお問合わせください。
重量物の搬入・搬出経路、設置場には必ずコンパネなどを敷いた上でご出展ください。
７．補償
出展社およびその委託業者が、他社の小間・展示物、主催者の設備および人身等に損害を与えた
場合は、その補償は出展社が責任を負うものとします。展示会場および出展申込状況等の理由に
よる展示規模や仕様の変更、または展示会の延期・中止における出展社への影響や発生する費用
は、出展社の責任において対処くださいますようお願いいたします。
８．申込方法
申込書に必要事項をご記入の上、申込締切日までに FAX にてお申し込みください。開催枠の
決定後、請求書を発行させていただきます。
展示小間数に制限がございますので、なるべくお早めにお申し込みください。
９．申込締切日
2017 年７月 3１日（月）
ただし、予定小間数に達し次第、募集を終了させていただきます。
また、締切後の取り消しは一切お受けできませんので予めご了承ください。
10．請求について
申込受付後、運営事務局より請求書を発行いたします。
指定銀行口座までお振込ください。
（詳細は請求書に記載いたします。）
入金日などは、必要に応じてご相談ください。

＜お申し込み・お問い合わせ先＞
日本コンベンションサービス株式会社 東北支社
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6 階
TEL：022-722-1311 FAX：022-722-1178
E-mail：jamcf25@convention.co.jp

FAX 送信先：022-722-1178
申込締切日：2017 年 5 月 31 日（水）
第 25 回日本慢性期医療学会 共催セミナー申込書
■申込者
会社名
〒
所在地
フリガナ
部署

氏名
TEL

FAX

E-mail

■希望セミナー
セミナー
タイプ

第１希望
第２希望
第３希望

希望セミナー番号（
希望セミナー番号（
希望セミナー番号（

）
）
）

＊セミナー番号は、募集要項をご参照ください。
＊ご希望にそえない場合には事務局からご相談申し上げます。
賛助会員

賛助会員企業（

）／賛助会員でない（

）

※日本慢性期医療協会 賛助会員は共催費が 20％割引となります。
■セミナー内容予定（座長・演者への依頼は運営事務局の承諾後に行ってください）
テーマ
フリガナ
座長

お名前
ご所属
フリガナ

演者

お名前
ご所属

FAX 送信先：022-722-1178
申込締切日：2017 年７月 3１日（月）
第 25 回日本慢性期医療学会 プログラム集広告掲載申込書
■申込者
会社名
〒
所在地
フリガナ
部署

氏名
TEL

FAX

E-mail

■申込内容
希望される項目に
○をつけてください

賛助会員

掲載場所

色指定

掲載料（税別）

表 2（表紙裏）

白黒/カラー

\180,000

表 3（裏表紙裏）

白黒/カラー

\150,000

表３対面

白黒

\130,000

表 4（裏表紙）

白黒/カラー

\220,000

後付１頁

白黒

\100,000

後付 1/2 頁

白黒

\60,000

後付 1/4 頁

白黒

\30,000

賛助会員会社（

）／賛助会員ではない（

※表 2，3，4 を希望される場合は、白黒／カラーのどちらから○印をご記入ください。
※消費税は学会会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。
※日本慢性期医療協会 賛助会員は掲載料が 20％割引となります。
※広告原稿のご提出は、2017 年 7 月 31 日（月）必着でお願いいたします。

）

FAX 送信先：022-722-1178
申込締切日：2017 年７月 3１日（月）
第 25 回日本慢性期医療学会 企業展示会出展申込書
■申込者
会社名
〒
所在地
フリガナ
部署

氏名
TEL

FAX

E-mail

■申込小間・出展料
出展料金（税別）

スタンダード基礎小間

希望小間数

250,000 円

出展料金合計（税別）

小間

円

※消費税は学会会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。

賛助会員

賛助会員会社（

）／賛助会員ではない（

※日本慢性期医療協会 賛助会員は出展料が 20％割引となります。

■出展内容

※薬事法未承認品については運営事務局にお問い合わせください。

）

