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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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学術集会開催概要 
 

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 

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 
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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） 

 

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 。 
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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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教育セミナー募集要項 
 

〇 募集概要 

（１）教育セミナー（ランチョンセミナー） 

   開催日時：2022年3月18日(金)・19日(土)・20日(日)の昼60分間 

   開催場所：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 

   募集セミナー数：61セミナー 

（２）教育セミナー（モーニングセミナー） 

   開催日時：2022年3月19日(土)・20日(日)の朝60分間 

   開催場所：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 

   募集セミナー数：6セミナー 

（３）教育セミナー（イブニングセミナー） 

   開催日時：2022年3月18日(金)・19日(土)の夕刻60～120分間 

   開催場所：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 

   募集セミナー数：6セミナー 

※会場席数は仕様により若干増減する場合があります。 

※各利用会場につきましては、各共催企業のご希望をお伺いした後に、プログラム内容等を 

 考慮のうえ、事務局にて決定いたします。 

 

【ランチョンセミナー】 

施設名 申込番号 枠数 席数（予定） 共催費（税込） 

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 

LS-A 6 約1000席 2,750,000円 

LS-B 15 約350-500席 2,200,000円 

LS-C 12 約200-350席 1,870,000円 

LS-D 10 約110-200席 1,650,000円 

LS-E 18 約110席以下 1,100,000円 

 

【モーニングセミナー（MS）、イブニングセミナー（ES）】 

施設名 申込番号 開催時間 共催費（税込） 

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 

  MS-60 60分 880,000円 

  ES-60 60分 1,650,000円 

  ES-90 90分 2,200,000円 

  ES-120 120分 3,080,000円 

 

※モーニングセミナー・イブニングセミナーの共催費は会場によらず一定額となります。 

 前項のランチョンセミナーの一覧にて席数をご参照いただき、ご希望の会場を申込用紙に 

 ご記入ください。 
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〇共催費について 

（１）共催費に含まれるもの 

  ①会場使用料 

   ・講演会場、控室（場所、利用時間は主催者指定となります） 

  ②基本運営費 

   ・講演会場常備の映像機材・音響機材・備品 

    (スクリーン、プロジェクター、WindowsPC、レーザーポインター、 

    座長・演者・質疑用マイク、手元灯） 

  ③会場スタッフ 

   ・講演会場内の映像オペレーター 

（２）共催費に含まれないもの 

  ①座長・演者への謝金、交通費、宿泊費など 

   ・下記「座長・演者・講演内容の選定にあたって」をご参照ください。 

  ②講演会場常備以外の映像機材 

   ・音響機材、備品、録画、録音、同時通訳など 

  ③スタッフ人件費 

   ・飲食資料配布係、アナウンス係 、計時係、照明操作係など 

  ④制作物 

   ・広報告知用ポスターやチラシ、 会場前看板など 

  ⑤参加者用飲食費 

   ・飲食の内容、価格および手配数は主催者にて決定します。 

    手配数については改めてご連絡いたします。 

  ⑥控室飲食費、機材費 

   ・控室での飲食費や打合せ用映像機材など 

＊共催費に含まれない機材・制作物・飲食などの手配に関しましては、2022年1月頃にご案内

予定の「セミナー運営実施要項」にてご確認ください。 

 

〇セミナーの開催についてのご注意 

（１）会場と開催日の割り振りにつきましては主催者にご一任ください。 

（２）申込者が主催者の許可なくセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは 

   申込者同士において交換することはできません。 

（３）録画、録音、写真撮影をした内容をDVDやオンデマンド配信、チラシ等に二次利用を 

   する場合は事前に事務局にお知らせください。 

 

〇座長・演者・講演内容の選定にあたって（一般社団法人日本集中治療医学会としての運営基準） 

第36回学術集会より、共催セミナーは他の特別講演やシンポジウム等と同様、会員の医療技術

向上のために有益な情報を提供する場と位置づけ『教育セミナー』として以下の規定を遵守し

て運営しております。 

（１）学術集会の正式プログラムとして抄録を収載いたします。 

（２）共催費には座長、演者に対する謝礼、講演資料作成費、交通費、宿泊費等は含まれて 

   おりません。別途、相当額を第49回日本集中治療学会学術集会が申し受け、事務局より 

   座長、演者にお支払いします 。 
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  ◇座長、演者が非会員の場合 

   ・国内の演者の場合：謝礼金および交通費・宿泊費相当額をご請求いたします 。 

   ・海外の演者の場合：別途ご相談させていただきます。 

  ◇座長、演者が会員の場合 

   ・講演資料作成費等の相当額をご請求いたします 。 

（３）座長、演者が教育セミナー以外の学術集会プログラムにも登壇されている場合は、 

   宿泊手配状況など運営事務局へお知らせください。 

 

〇お申し込みについて 

同封の申込用紙に必要事項をご記入いただき、下記運営事務局までFAXにてお申し込みくださ

い。複数のお申し込みがある場合は事務局に一任とさせていただきます。請求書につきまして

は、申込締切後に送付させていただきます。 

 

〇申込締切日 

プログラム作成の都合上2022年1月31日（月）までにお申し込みください。 

 

〇お申し込み・お問合せ先 （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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ミニプログラム集広告掲載募集要項 
 

〇ミニプログラム集の大きさ：A5版（予定） 

〇発行部数：8,000部（予定） 

〇配布対象：学術集会参加者、関連団体・企業 

〇掲載料金： 

表２ カラー可 275,000円 募集数１口 

表３ カラー可 220,000円 募集数１口 

表４ カラー可 330,000円 募集数１口 

記事中１頁 モノクロ 110,000円 募集数１口 

記事中１／２頁 モノクロ 88,000円 募集数１口 

（消費税込） 

〇ミニプログラム集制作費：3,500,000円 

〇広告料目標金額：1,815,000円 

〇発行予定月：2022年2月 

〇お申込みについて 

  ご希望の掲載枠を同封の申込用紙にご記入いただき、運営事務局までFAXにてお申し込み 

  ください。FAX受領後、請求書を発行いたします。 

  ※表２・表３・表４にお申し込みされる場合は、事務局より決定の通知を受けた後に 

   掲載料をお振り込みください。 

 

〇原稿形式：データ (Eメール添付またはCD-R等を郵送） 

  ※リンク外れ等の確認のため、Eメール添付の場合は元データの他にPDFデータも添付して 

   いただき、CD-R等を郵送される場合はプリントアウトした紙を同封してください。 

  ※郵送の際は、「第49回日本集中治療医学会 学術集会」とご記入ください。 

 

〇お申込締切日 

ミニプログラム作成の都合上、2022年1月31日（月）までにお申し込みください。 

  ※原稿は2022年2月10日（木）までに運営事務局宛にお送りください。 

 

〇お申し込み・お問合せ先 （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 
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ホームページバナー広告掲載募集要項 
 

〇掲載媒体：第49回日本集中治療医学会学術集会ホームページ 

https://www.jsicm.org/meeting/jsicm49/ 

 

〇ユーザー：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 

 

〇主要コンテンツ：開催概要、演題募集、プログラム、参加案内等 

 

〇開設期間：2021年3月～2022年3月 

 

〇広告サイズ：縦60 ピクセル×横200 ピクセル 

      （画像データ（拡張子）は、GIF、JPEG) 

 ※バナーをご用意ください。指定のホームページにリンクをいたします。 

 ※広告原稿サイズが上記以外の場合、事務局にてサイズを修正させていただきます 。 

 

〇募集件数：3 社（予定） 

 

〇掲載料：330,000円（消費税込） 

 ※上記金額には貴社のバナーデザイン等の制作費は含まれておりません。 

 ※ホームページ内の掲載場所につきましては、事務局に一任ください。 

 

〇お申し込みについて 

同封の申込用紙をご記入いただき、下記運営事務局までFAXにてお申し込みください。 

FAX受領後、請求書を発行いたします。 

 

〇お申込締切日：2022年1月31日（月） 

 

〇お申し込み・お問合せ先 （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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学会アプリバナー広告掲載募集要項 
 

〇媒体名：第49回日本集中治療医学会学術集会アプリ 

 

〇ユーザー：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 

 

〇主要コンテンツ：開催概要、プログラム、タイムテープル、抄録など 

 

〇広告表示位置： 

アプリ起動直後に表示されるトップ画面の下部にバナーを配置いたします。 

複数の応募があった場合には一定時間ごとに交互に表示いたします。 

 

〇広告サイズ：縦210ピクセル × 横1,536ピクセル 

       （画像データ（拡張子）は、PNG) 

       ※バナーをご用意ください。指定のホームページにリンクいたします。 

 

〇広告掲載料：275,000円（消費税込） 

 

〇募集件数：3 社 

 ※上記金額には貴社のバナーデザイン等の制作費は含まれておりません。 

 

〇お申し込みについて： 

同封の申込用紙をご記入いただき、下記運営事務局までFAXにてお申し込みください。 

FAX受領後、請求書を発行いたします。 

 

〇お申込締切日：2022年1月31日（月） 

 

〇お申し込み・お問合せ先 （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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企業展示・書籍展示募集要項 
 

付設展示会に関する申込先・お問合せ先は、日本コンベンションサービス株式会社 

となります。 

  ◎展示事務局： 

    日本コンベンションサービス株式会社内 

    担当： 高山 茂 

    〒130-0012 東京都墨田区太平4-6-17-504 

    TEL : 03-3623-1938 FAX: 03-3623-1834 

    E-mail：s-taka@cc.rim.or.jp 

 

〇開催期間：2022年3月18日(金)～20日(日) 

 

〇開催場所：仙台国際センター特設テント せんだい青葉山交流広場 

 

〇出展対象：医療機器、検査機器、医薬品 、医療情報機器・システム、医学書他 

 

〇展示会インフォーメーション======================================================== 

 *募集予定小間数：250小間（出展のお申し込みは先着順に受け付けます） 

 *会場条件： 

   展示会場に予定されている特設テントは地下鉄東西線国際センター駅のすぐ近くに 

   位置しているため登録を終えた参加者の目に留まりやすく、良好な会場条件です。 

 *小間配置： 

   4小間以上（ブロック小間の場合）の小間の取り方は原則として間口X×奥行2（ダブル 

   小間）、3×3や4×4という取り方を希望する方は、展示事務局までご相談ください。 

   個別に対応・調整させていただきますが、ご希望に添いかねる場合もございます。 

   なお、四方が通路の独立小間で配置することは原則として出来ません。一辺が他社ブース 

   と隣接するか、または会場躯体に面する配置になりますので予めご承知おきください。 

 *装飾物の高さ制限： 

   基礎小間は 240cm迄、ブロック小間は360cm迄（予定）となります。 

 *搬入出： 

   出展各社の搬入出時間を展示事務局で予め指定する『計画搬入出』を予定しております。 

   なお、展示会の準備は学会前々日の3月 16日（水）13時からスタートする予定です。 

   プースの特別装飾は同日の16時前後より、製品の搬入は翌17日の11時頃よりそれぞれ 

   可能になる予定です。 

 *交通アクセス：仙台駅から地下鉄東西線で約5分の距離にあります。 

=================================================================================== 

〇ミニプログラム集、Web抄録、学会アプリに掲載する企業展示の原稿について： 

  A5サイズ(予定)のプログラム集を作成して学会参加者に提供します。 

  同プログラム集には企業展示の情報も掲載しますので、企業展示にエントリーされる 

  企業様は、以下の要領で原稿を作成ください。 

1)字数制限 

 今回の「展示のみどころ」を全角400字以内のワード文書で作成してください。図表・写真は 

 使用できません。併せて、出展企業の主要データとして、以下の内容も記載してください。 
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 【①出展製品 ②所在地 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤URL】 

2)原稿の提出方法 

 上記の要領で作成したワード文書を以下のE-mailまでご提出ください。 

 メールタイトルは49集中治療(会社名)プログラム原稿提出の件としてください。 

 E-mail：s-taka@cc.rim.or.jp  展示事務局（JCS）高山宛 

3) 原稿の提出期 限 

 2022年2月10日(木)迄となります。 

 

〇基礎小間：基礎小間(パッケージブース) は以下の仕様です。(単位：ミリ) 

 

〇基礎小間仕様 

① 基礎小間（システムパネル） 

② 基礎照明（パラペット裏側に取り付ける蛍光灯1灯） 

③ 社名板（パラペットの表に取付、白地に黒ゴシック文字で作成） 

④ 展示台（テーブルクロスは付きません。各自でご用意ください） 

  ⑤ 電源・コンセントなし *別途有料で手配いたします。 

 

〇展示出展料：小間につき 330,000円(消費税込) 

 

〇書籍出展料：机1本につき33,000円(消費税込) 

 

〇出展申込方法： 

同封の出展申込書に所定事項をご記入し展示事務局宛てにお送りください。 

 

〇申込締切期限：2022年1月31日(月)  

 

〇出展料の納入： 

請求書をお送りしますので請求書記載の振込期限までにお支払いください。 

※請求書は締切日以降ご担当者様宛てに発送する予定です。 

 

〇禁止事項：水、プロパンガス、圧縮空気の使用は原則的に禁止します。 



14 

 

〇主催者による申込受付の保留・取消： 

出展内容が当学会に併設する企業展示会の趣旨にかけ離れていると主催者が判断した場合は、
申込受付を保留または拒否する場合もあります。予めご承知おきください。 

 

〇薬機法未承認品の出展について： 

未承認医療用具の出展を検討されている方は、川前金幸会長宛ての「出展申請書」を展示事務
局までご提出ください。なお、この申請書をご希望される場合、展示会事務局にお問い合わせ
ください。 

 

〇小間配置について： 

小間の配置につきましては、申込小間数や申込順、出展内容等を勘案し、最終的に主催者が決
定します。出展申込書にご記入いただく出展製品名は略称（例 ABC- 5100) ではなく、一般的
名称（例・人工呼吸器）でのご記入をお願いいたします。小間割を含めた展示会の詳細は『出
展の手引き』にまとめて2022年1月頃にご担当者様宛てにメールにてお送りする予定です。 

 

〇その他：本展示会においては、現金の授受等製品の販売とみなされる行為は一切出来ませ
ん。予めご承知おきください。 

 

〇お申し込み・お問合せ先 

  ◎展示事務局： 

    日本コンベンションサービス株式会社内 

    担当： 高山 茂 

    〒130-0012 東京都墨田区太平4-6-17-504 

    TEL : 03-3623-1938 FAX: 03-3623-1834 

    E-mail：s-taka@cc.rim.or.jp 
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第 49 回日本集中治療医学会 学術集会 

教育セミナー 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 

 

１．貴学術集会の教育セミナー開催につき、その趣旨に賛同して下記のとおり申し込みます。 

 日時 セミナー名 申込番号 

（例１） （3月18日） （ランチョンセミナー） LS-A 

（例２） （3月19日） （イブニングセミナー９０分） ES-90 

第1希望    

第2希望    

第3希望    

第4希望    

第5希望    

２．希望講演内容、その他（テーマ、座長、演者等の希望）をご記入ください。 

 

 

 

 

 

３．申込者情報 

貴社名  

部著名  

ご担当者名  

ご住所 〒 

TEL  FAX  

E-mail  

■お申込み・お問合せ先 

 

 

 

 

FAX : 022-722-1178 

FAX送付先：022-722-1178    申込締切：2022年1月31日(月) 

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 
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第 49 回日本集中治療医学会 学術集会 

ミニプログラム集広告掲載 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 

 

貴学術集会のミニプログラム集広告掲載につき、その趣旨に賛同して下記のとおり 

申し込みます。 

 

 

□表２（カラー可） 275,000円 

□表３（カラー可） 220,000円 

□表４（カラー可） 330,000円 

□記事中１頁（モノクロ） 110,000円 

□表記事中１/２頁（モノクロ） 88,000円 

      ※□にチェックを付けるか、塗りつぶしてください。 

 

 

掲載品目                                  

 

 

申込者情報 

貴社名  

部著名  

ご担当者名  

ご住所 〒 

TEL  FAX  

E-mail  

■お申込み・お問合せ先 

 

 

 

 

FAX : 022-722-1178 

FAX送付先：022-722-1178    申込締切：2022年1月31日(月) 

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 
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第 49 回日本集中治療医学会 学術集会 

ホームページバナー広告掲載 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 

 

貴学術集会のホームページバナー広告掲載につき、その趣旨に賛同して下記のとおり 

申し込みます。 

 

1. バナー広告掲載料：       330,000 円 

2. バナー広告データ送付予定日：    年  月  日頃  

※バナー広告データ送付について 

 下記運営事務局までメール添付にて送付ください。 

 

【データ送付先（運営事務局）】 

 

 

 

 

 

申込者情報 

貴社名  

部著名  

ご担当者名  

ご住所 〒 

TEL  FAX  

E-mail  

■お申込み・お問合せ先 

 

 

 

 

 

FAX : 022-722-1178 

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 

E-mail：jsicm49@convention.co.jp 

FAX送付先：022-722-1178    申込締切：2022年1月31日(月) 

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 
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第 49 回日本集中治療医学会 学術集会 

学会アプリバナー広告掲載 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 

 

貴学術集会の学会アプリバナー広告掲載につき、その趣旨に賛同して下記のとおり 

申し込みます。 

 

1. バナー広告掲載料：       275,000 円 

2. バナー広告データ送付予定日：    年  月  日頃  

※バナー広告データ送付について 

 下記運営事務局までメール添付にて送付ください。 

 

【データ送付先（運営事務局）】 

 

 

 

 

 

申込者情報 

貴社名  

部著名  

ご担当者名  

ご住所 〒 

TEL  FAX  

E-mail  

 

■お申込み・お問合せ先 

 

 

 

 

FAX : 022-722-1178 

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 

E-mail：jsicm49@convention.co.jp 

FAX送付先：022-722-1178    申込締切：2022年1月31日(月) 

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 
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第 49 回日本集中治療医学会 学術集会 

企業展示・書籍展示 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 

 

申込日       年     月     日 

貴社名  

ご所属部署  

ご担当者  

ご連絡先 

〒 

TEL: FAX: 

E-mail: 

お申し込み 

内容 

≪企業展示≫@\330,000（税込）×   小間＝￥         

≪書籍展示≫@\333,000（税込）×   小間＝￥         

小間タイプ 
４小間以上お申し込みの方はご希望のタイプにチェックを入れてください。 

□直列小間  □ブロック小間  間口   小間×  小間 

出展物  

展示台 要 ・ 不要 社名板 要 ・ 不要 使用電力     W（100V） 

以下の項目も必ずご記入ください。 

・出展製品のサイズ（最大のもの）について 

 幅    cm × 奥行    cm × 高さ    cm → 重量    キロ 

・搬入手段について 

 □自社便（車種：         車高：    ｍ 台数：     ） 

 □混載便（運送会社名：                       ） 

 □宅配便（宅配業者名：                       ） 

・設営に要する時間       分 

通信欄（その他ご希望がございましたらご記入ください） 

 

■お申込み・お問合せ先 

 

 

 

FAX : 03-3623-1834 

FAX送付先：03-3623-1834    申込締切：2022年1月31日(月) 

第49回日本集中治療医学会学術集会 
展示事務局：日本コンベンションサービス株式会社 内  担当：高山 宛 
TEL：03-3623-1938    E-mail：s-taka@cc.rim.or.jp 


