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ご挨拶 
 

謹啓 貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

2022年3月18日（金）～20日（日）に仙台国際センター、東北大学百周年記念会館川内萩ホー

ル、特設テントにおきまして第49回日本集中治療医学会学術集会を開催いたします。 

今回はメインテーマを、「creative..」とさせていただきました。創造の世界をイメージしていま

す。我々は昨年、新型コロナウイルスパンデミックを経験しました。日本のICUベット数、集中治

療専門医数、各施設における集中治療部門の対応能力、その他の問題がクローズアップされまし

た。国内外の流通もままならず物品、器材、薬品等の不足等も起きつつありました。そのような中

で、最も重要なことは「できることはやる。」そのためには、最小の資源で最大の効果を発揮する

ための手法を創意工夫しなくてはなりません。 

通常行われている集中治療において、AI、IT革命に伴う診療技術の向上、医薬品の進歩は目を見

張るものがあります。そして「働き方改革」「集中治療における特定行為」「倫理」「周術期管

理」「チーム医療」「遠隔医療」「地域包括ケア」さらには「在宅医療」「蘇生」「教育」なども

キーワードとなります。同時に、各種ガイドラインの発行、その他、集中治療関連の医学も進歩発

展しております。情報はあってもそれをどう応用するか、施設ごとに、あるいは患者ごとに、まさ

に「creative..」が求められます。本学術集会が必ずや日本の医学・医療のレベルの向上に多大な

貢献をするものと信じつつ鋭意準備を進めて参りますので、本学会の趣旨をご理解頂きご協賛

を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

学術集会の開催に要する費用は、参加費をもって賄うべきではありますが、近年の物価高に

加えて更に学会発表、教育には多大の費用がかかるのが現状です。質素倹約を旨として運営を

行い、参加費を集めましてもまだ多額の不足が予想されます。つきましては、本会開催の趣旨

を充分にご理解頂き、何卒貴社のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げる次第です。

諸費用多端の折、誠に恐縮ではございますが、諸事情をご賢察の上、何卒ご高配の程、重ねて

お願い申し上げます。 

なお、各種共催申込に関しまして、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」に基づき「共催企業様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公開することについて同意いたします。 

末筆ながら貴社のますますの御発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2021 年 1 月吉日 

第 49 回日本集中治療医学会学術集会 

会 長 川前 金幸 

(山形大学医学部麻酔科学講座) 

 

 

一般社団法人日本集中治療医学会 

理事長 西田 修 
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寄付金募集要項 

〇会議名称： 第49回日本集中治療医学会 学術集会 

The 49th Annual Meeting of The Japanese Society of Intensive Care Medicine 

 

〇会  期： 2022年3月18日(金)～20日(日)  

 

〇会  場： 仙台国際センター 

〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地 

東北大学百周年記念会館 川内萩ホール 

〒980-0862 宮城県仙台市青葉区川内40 

 

〇会  長： 川前 金幸（山形大学医学部麻酔科学講座 主任教授） 

 

〇テ ー マ ： 「 Creative . . 」 

 

〇開催意義： 

集中治療医学および関連領域の進歩をはかり、あわせて学術文化の発展に寄与すること

を目的とし、集中治療医学に携わる医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、薬剤師等

が年に一度、一堂に会して研究成果を発表・討論することを目的とする。併せて国民の福

祉と健康に貢献することを目的とする。 

 

〇参加予定者数：約 8,000 名 

   （集中治療関連分野に携わる医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、薬剤師、他） 

 

〇寄付の目的： 第49回日本集中治療医学会 学術集会の開催資金 

 

〇寄付金の使途：第49回日本集中治療医学会学術集会の準備および運営費用の一部として 

 

〇募集期間： 

   2021年2月1日（月）より2022年3月17日（木）まで 

 

〇寄付の目標総額： 

   7,000,000円 

 

〇事 務 局 ： 山形大学医学部 麻酔科学講座 

〒990-9585 山形県山形市飯田西2-2-2 
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〇組織委員(一般社団法人日本集中治療医学会役員)： 

理事長  西田 修  藤田医科大学医学部麻酔・侵襲制御医学講座、同大学病院集中治療部 

副理事長 川前 金幸 山形大学医学部麻酔科学講座 
       黒田 泰弘 香川大学医学部附属病院 救命救急センター 

志馬 伸朗 広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学 

常務理事 垣花 泰之 国立大学法人鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科救急・集中治療医学 

橋本 悟  京都府立医科大学附属病院 集中治療部 

藤野 裕士 大阪大学大学院医学系研究科生体統御医学講座麻酔・集中治療医学 

理事   相嶋 一登 横浜市立市民病院 臨床工学部 
卯野木 健 札幌市立大学 看護学部 

小倉 真治 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 高次救命治療センター 

佐藤 直樹 かわぐち心臓呼吸器病院 循環器内科 

高橋 哲也 学校法人順天堂大学 保健医療学部理学療法学科 

谷口 巧  金沢大学附属病院 集中治療部 

土井 研人 東京大学医学部附属病院 集中治療部 
藤谷 茂樹 学校法人聖マリアンナ医科大学 救急医学  

升田 好樹 札幌医科大学医学部集中治療医学 

松田 直之 名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野 

森松 博史 岡山大学麻酔蘇生科 

監事   坂本 哲也 帝京大学医学部 救急医学講座 

       西村 匡司 徳島県立病院 
会長   川前 金幸 山形大学医学部麻酔科学講座 

副会長  志馬 伸朗 広島大学大学院 医系科学研究科 救急集中治療医学 

升田 好樹 札幌医科大学医学部集中治療医学 

前会長  黒田 泰弘 香川大学医学部附属病院 救命救急センター 

 

〇プログラム（予定） 

月日 午前 午後 夕方 

3月17日

（木） 

ハンズオンセミナー 

リフレッシャーセミナー 

理事会、社員総会 

ハンズオンセミナー 

リフレッシャーセミナー 

各種セミナー 

3月18日

（金） 

開会式 

講演 

シンポジウム 

パネルディスカッション 

一般演題（口演・ポスター） 

など 

講演 

シンポジウム 

パネルディスカッション 

一般演題（口演・ポスター）  

教育セミナー 

（ランチョンセミナー）など 

講演 

シンポジウム 

ミートザエキスパート 

プロコン 

一般演題（口演） 

教育セミナー 

（イブニングセミナー） 

3月19日

（土） 

講演 

シンポジウム 

パネルディスカッション 

一般演題（口演・ポスター）  

教育セミナー 

（モーニングセミナー）など 

講演 

シンポジウム 

パネルディスカッション 

一般演題（口演・ポスター）  

教育セミナー 

（ランチョンセミナー）など 

講演 

シンポジウム 

ミートザエキスパート 

プロコン 

一般演題（口演） 

教育セミナー 

（イブニングセミナー） 

3月20日

（日） 

講演 

シンポジウム 

パネルディスカッション 

一般演題（口演・ポスター）  

教育セミナー 

（モーニングセミナー）など 

閉会式 

関連研究会 

教育セミナー 

（ランチョンセミナー）  

ハンズオンセミナー など 

講演 

看護交流会 

講習会 

関連研究会 

その他：企業展示（集中治療関連分野に寄与する機器、医薬品、書籍の展示） 
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〇寄付金申し込み方法 

趣旨にご賛同賜りご協力いただけます場合は、同封の申込書にご記入の上、下記運営事務局ま

でご提出ください。 

 

〇企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて 

日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」および、日本

医療機器産業連合会策定の「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性に関する指針」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いたします。 

 

 

※災害時（予期せぬ震災、水害、パンデミック、その他、等）通常開催から開催形態の変更の

可能性もございますことを申し添えます。 

 

 

〇振込口座 

  金融機関名：山形銀行 

  店 名：大学病院前支店（店番：118) 

  預 金 種 目：普通預金 

  口 座 番 号：693707 

  ロ 座 名 義：第 49 回日本集中治療医学会学術集会 会長 川前 金幸 

       (ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳｷﾕｳｶｲﾆﾎﾝｼﾕｳﾁﾕｳﾁﾘﾖｳｲｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｶﾜﾏｴ ｶﾈﾕｷ) 

  ※振り込み手数料は貴社にてご負担下さい 。 

 

〇お問い合わせ先（運営事務局） 

  第49回日本集中治療医学会学術集会 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 内 

  〒980-0824 宮城県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：jsicm49@convention.co.jp 
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収支予算書 
 

【収入内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支出内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額 小計金額 積算内訳
Ⅰ　自己資金

77,500,000 30,600,000 医師会員 ＠18,000円×1,700名

4,200,000 医師非会員 ＠21,000円×200名

16,500,000 医療従事者会員 ＠15,000円×1,100 名

18,000,000 医療従事者非会員 ＠18,000円×1,000名

4,000,000 初期研修医・その他 ＠8,000円×500名

4,200,000 その他一般（企業）＠21,000円×200名

61,480,000 24,000,000 医師会員 ＠20,000円×1,200名

3,910,000 医師非会員 ＠23,000円×170名

12,920,000 医療従事者会員 ＠17,000円×760名

14,000,000 医療従事者非会員 ＠20,000円×700名

3,200,000 初期研修医・その他 ＠10,000円×320名

3,450,000 その他一般（企業）＠23,000円×150名

750,000 ＠5,000円×150名

900,000 ＠3,000円×300名

2,057,000 1,892,000 ポケットプログラム集

165,000 学会ホームページ広告パ ナー ＠165,000円×1枠

69,795,000 69,300,000 企業展示 ＠330,000×210小間

495,000 書籍展示

62,370,000 8,250,000 教育セミナーLS-A ＠2,750,000×3枠

22,000,000 教育セミナーLS-B ＠2,200,000×10枠

11,220,000 教育セミナーLS-C ＠1,870,000×6枠

13,200,000 教育セミナーLS-D ＠1,650,000×8枠

7,700,000 教育セミナーLS-E ＠1,100,000×7枠

12,540,000 1,760,000 教育セミナーMS-60 ＠880,000×2枠

3,300,000 教育セミナーES-60 ＠1,650,000×2枠

4,400,000 教育セミナーES-60 ＠2,200,000×2枠

3,080,000 教育セミナーES-120 ＠3,080,000×1枠

Ⅱ　寄付金 7,000,000
Ⅲ　学会本体拠出金 6,500,000

300,892,000

費用項目

合　　計

      参加費（事前）

      参加費（当日）

      評議員懇親会

      懇親会費

      広告掲載費

      展示出展費

      共催費

金額 小計金額 積算内訳
Ⅰ　準備費

１　印刷・製作費 7,000,000 2,500,000 ポスター、封筒、他
4,500,000 プログラム集

２　通信・運搬費 3,000,000 趣意書、座長依頼、講演依頼、他
３　事務委託費 23,000,000 ホームページ、演題処理、事前登録、他

Ⅱ　当日運営費
１　人件費 15,000,000 ディレクター、PCオペレーター、運営スタッフ
２　旅費・交通費 10,500,000
３　会場関係費 99,982,000 会場費、付帯設備費、特設テント等
４　機材・備品費 27,000,000
５　看板装飾費 7,000,000
６　展示関係費 15,000,000 小間製作費、電気工事費
７　招請関係費 15,000,000 招聘費等
８　会合関係費 9,000,000 3,000,000 各種委員会費等

6,000,000 懇親会費
９　その他 6,410,000 シャトルバス、スタッフ飲食、レンタル備品等
１０業務委託費 13,000,000

Ⅲ　学会本体拠出金租税公課 50,000,000

300,892,000

費用項目

合　　計
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第 49 回日本集中治療医学会 学術集会 

寄付申込書 
 

申込日      年  月  日 

 

第49回日本集中治療医学会 学術集会 

会長  川前 金幸 殿 

 

趣旨に賛同し、下記の金額を第49回日本集中治療医学会学術集会開催に伴う助成として、 

寄付の申し込みをいたします。 

 

 

 

 

 

 

貴社名  

部著名  

ご担当者名  

ご住所 〒 

TEL  FAX  

E-mail  

振込予定日          年       月       日 

 

■お申込み・お問合せ先 

 

 

FAX : 022-722-1178 

金        円也 

FAX送付先：022-722-1178    申込締切：2022年3月17日(木) 

第49回日本集中治療医学会学術集会 
運営事務局：日本コンベンションサービス（株）担当：下条 和介・松田 一輝 宛 
TEL：022-722-1311    E-mail：jsicm49@convention.co.jp 


