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日本集中治療医学会第6回九州支部学術集会 

ご協賛のお願い 
 

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、令和 4 年（2022 年）7 月 23 日（土）・24 日（日）の日程で、日本集中治療医学会第６回九州支部学術

集会を鹿児島市にて開催する運びとなりました。 

日本集中治療医学会九州支部会の前身は、日本集中治療医学会九州地方会であり、九州・沖縄８県に属す

る多施設が協力して地方会を運営してまいりました。しかし、すべての管理運営を日本集中治療医学会本体が行

う体制が確立したため、その下部組織である７支部（北海道支部、東北支部、関東甲信越支部、東海北陸支部、

関西支部、中国・四国支部、九州支部）の一つとして、2017年より九州支部が発足しました。 

日本集中治療医学会は 1974年に設立され、2021年 6月の段階で学会会員数は 10,327名となりました。集中

治療は、医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、理学療法士などの多職種の連携体制として、24 時間体制で集

中治療を行う急性期診療領域です。新型コロナ感染症の重症患者対応に関しては、人工呼吸管理や ECMO 管

理など、集中治療医の役割の大きさや、多職種連携の重要性が認識されました。さらに、重篤な病態からの生存

者の多くが、長期にわたり社会復帰が困難となり、その家族にまで影響を及ぼしている現状を鑑み、集中治療は、

救命の先にある社会復帰を目標とすべきという認識のもと、集中治療医学会が中心となり地域の受け皿との連携

強化など社会全体で考える仕組みづくりを行っていこうと考えています。長期予後の質改善を目指した取り組み

を、急性期から積極的に進めていく必要がありますし、そのような考えは、超高齢社会の 2024 年問題に向けても

極めて重要かつ根本的な考えであり、そのことを日本集中治療医学会九州支部学術集会をとおして、学会会員

と共有していく必要があると考えています。特に今回は、アフターコロナを意識して、テーマを「New Normal の集

中治療を考える」といたしました。これからの集中治療医の目指す新たな方向性、多職種連携の強化などに関し

て、白熱したディスカッションを行う予定です。また、日本集中治療医学会九州支部学術集会は、最新の知識を

学び学会員全体がレベルアップするための重要な機会となりますし、学会員同士の意見交換や情報共有を行う

重要な場とも考えています。そしてその結果は、重症患者の適切な管理に直結するため、多くの国民に対して安

心・安全な医療を提供することに繋がるものと信じています。 

今回、日本集中治療医学会第６回九州支部学術集会を開催するにあたり、もとより学会の運営経費は、会員の

会費、参加者からの会費を以って充当いたすべきではありますが、それを上回る経費を必要とするのが実情でご

ざいます。本会の運営につきましては無駄を省き、かつ内容が充実したものにしてまいる所存でございますので、

ぜひとも皆様のご支援、ご協力を賜りたくお願い申し上げる次第です。 

本来ならば拝眉のうえお願いすべきことではございますが、本書面を借りて御高配と御援助の程何卒宜しくお願

い申し上げます。 

末筆ながら、貴社の益々の御発展、御繫栄を祈念いたしております。 

謹白 

 

2021年 7月吉日 

 

日本集中治療医学会第 6回九州支部学術集会 

会長 垣花 泰之 

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 救急・集中治療医学分野 
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 開催概要 

 

【 名 称 】 日本集中治療医学会第6回九州支部学術集会 

 

【 会 長 】 垣花 泰之 

（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 救急・集中治療医学分野） 

 

【 会 期 】 2022年（令和4年）7月23日（土）・24日（日） 

 

【 会 場 】 かごしま県民交流センター 

       〒892-0816 鹿児島市山下町 14-50 

 

【 開 催 形 式 】 現地開催（予定） 

 

【 参 加 者 数 】 約400名 

 

【予 定 プログラム】 特別講演、教育講演、シンポジウム、一般演題（口演）、 

日本集中治療学会公認セミナー、ランチョンセミナー、等 

 

【 学 会 事 務 局 】 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 救急・集中治療医学分野 

   〒890-8544 鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号 

 

【 運 営 事 務 局 】 日本コンベンションサービス株式会社 九州支社  

   〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7階  

TEL：092-712-6201（平日9:30～17:30） 

E-mail: kyuicu2022@convention.co.jp 
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収支予算案 

 

 

 

  

※税込 
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寄付金募集要項 

1. 寄附の名称 

   日本集中治療医学会第 6回九州支部学術集会 

   寄付金代表依頼者 ： 垣花 泰之 

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 救急・集中治療医学分野） 

 

2. 寄付目標額   

50万円 

 

3. 寄付依頼先   

製薬関連企業、医療機器関連企業、医療用食品関連企業、その他企業等 

 

4. 寄付金の使途・必要とする理由 

日本集中治療医学会第 5回九州支部学術集会の為の費用に充当します。 

本学術集会には、集中治療に携わる医師など約 500名の参加が予想され、開催に要する費用は、

約 844 万円と推算されます。これらの諸経費は、本来、参加費、学会からの補助金で賄われるべき

ではありますが、個人参加者の負担には限度があり、相当額を企業あるいは個人からの御賛助に

頼らなければならないのが実情であります。収支予算書のように、50 万円を寄付金により充当させ

ていただきたく存じます。諸事御多端の折、誠に恐縮に存じますが、集中治療医学の発展ならびに

その知識の普及のために、是非ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

5. 募集期間（申込書提出期限）  

2021年 7月 26日（月）～ 2022年 6月 30日（木） 

 

6. 申込方法 

  添付のお申込書へ必要事項をご記入の上、メール添付にて運営事務局までお送りください。 

 

7. お振込み先 

   銀行名・支店名：鹿児島銀行 宇宿支店 （店番：１２１） 

 口座種別・番号：普通 ３０５６８６０ 

 口座名：日本集中治療医学会第６回九州支部学術集会 

  （ﾆﾎﾝｼﾕｳﾁﾕｳﾁﾘﾖｳｲｶﾞｸｶｲﾀﾞｲ 6 ｶｲｷﾕｳｼﾕｳｼﾌﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ） 

 

8. お問合せ先／申込書提出先 

日本集中治療医学会第 6回九州支部学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

〒810-0002  福岡市中央区西中洲 12-33 

TEL : 092-712-6201      FAX : 092-712-6262 

E-mail ： kyuicu2022@convention.co.jp 
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共催セミナー募集要項 
1. 開催日程 2022年（令和4年）7月23日（土）・24日（日） 

 

2. 会場     かごしま県民交流センター 

 

3. 開催形式 現地開催（予定） 

 
4. 共催費用 

セッション名 募集枠 開催日 席数 共催費（税込） 

ランチョンセミナーA 3枠 ７月 23日（土） 200～300席 495,000円 

ランチョンセミナーB 1枠 7月 24日（日） 200～300席 495,000円 

教育講演 2枠 7月 23日（土） 500席以上 220,000円 

※会場仕様は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染防止策として、会場が作成するガイドラインに基づき、講演会場内の収容人数を

調整させていただく場合がございますので、ご了承ください。 

 

¾ 共催費用に含まれるもの (予定) 

・会場使用料 

・映像オペレーター人件費  

・発表機材および備品（スクリーン、PCプロジェクター、卓上ライト） 

・発表用 PC（windows）、レーザーポインター etc. 

・付帯設備費（演台、椅子、テーブル） 

・音響、照明設備基本使用料 

 

¾ 共催費用に含まれないもの (予定) 

・参加者用弁当 

・看板（会場前） 

・控室使用料 

・「座長/演者」に関する接遇費用（交通費、宿泊費、謝金、飲食費、諸経費等） 

・広告チラシ作成費、運営要員人件費、控室での試写機材 

・録画･録音･通訳機器等のオプション機材費 

※各種オプション品のお申し込みにつきましては、後日お送りする「実施要項」にてご案内いたします。 

・その他、セミナー会場内に設置されている機材以外の追加機材手配に関わる費用 
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4. プログラム内容（テーマ、座長、演者） 
プログラム内容については各企業のご希望をいただき、学会プログラムと調整、ご相談のうえ、決定させてい

ただきます。 

テーマおよび演題等プログラム内容につきましては、調整をお願いすることもありますので、あらかじめご了

承ください。 

 

5. 開催会場 

日程の割当などは申し込み締切後、希望枠、講演内容、演者の予定等を考慮して事務局にて決定致します

ので、ご一任願います。 

時間･会場等についてはご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

6. 会場運営 

セミナーの運営は貴社にてお願いします。 

弁当･資料配布係、アナウンス･進行係・照明係等は貴社にてご準備ください。 

 

7. 会場前看板 

ご希望により、大会統一書式のものを作成いたします。（オプション） 

後日お送りする「実施要項」にてお申し込みください。 

 

8. 開催の取消し 

① 申込期限後の取り消しはできません。ただし、やむなく取り消しを希望される場合は、運営事務局宛てに

文書にてその事由とともにご連絡ください。 

② 取り消された場合には、開催費用の返金はいたしませんのでご了承ください。 

 

9. 変更・中止  

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を変更、または開催を中

止する場合があります。自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備

の損壊、行政機関の指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制

限・停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合があります。 

 

10. 備品の管理および事故 

① セミナーで使用する備品等の管理は申込企業が責任を負うものとし、 

盗難･紛失･損傷等について、主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、各社にて保険

に加入するなどの措置をとってください。 

② 申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において 

解決するものとし、主催者はこれに対し一切責任を負いません。 

 

11. 告知 

原稿、告知方法、告知媒体を事前に運営事務局にご連絡ください。 
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12. 情報公開について  

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」、及び日本医療機器連合会の

「医療機器業界における医療機関等と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」に従って、学会等の会合開催にかかる費用を「学会名」「共催セミナー名」

の通りに、貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 

 

13. 申込方法 

学術集会 HP トップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記入の上

お申込みください。 

 

14. 申込締切日 

2022年 4月 22日（金） 

 

15. 共催費のお支払い 

セミナー申込内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

 

＜口座情報＞ 

   銀行名・支店名：鹿児島銀行 宇宿支店 （店番：１２１） 

 口座種別・番号：普通 ３０５６８６０ 

 口座名：日本集中治療医学会第６回九州支部学術集会 

  （ﾆﾎﾝｼﾕｳﾁﾕｳﾁﾘﾖｳｲｶﾞｸｶｲﾀﾞｲ 6 ｶｲｷﾕｳｼﾕｳｼﾌﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ） 

 

16. お問い合わせ先 

日本集中治療医学会第 6回九州支部学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7階 

TEL：092-712-6201（平日 9:30～17:30） 

E-mail：kyuicu2022convention.co.jp  
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企業展示募集要項 

 

1． 募集要項 

■募集小間数 ： 約 20小間 

■会場 ： かごしま県民交流センター 

■展示期間 ： 2022年 7月 23日（土）、24日（日） 

       準備・搬入・設営：2022年 7月 22日（金） 午後 

       搬出・撤去：2022年 7月 24日（日） 学術集会終了後 

■出店料 ： 132,000円 / 1小間 (税込) 

 

2. 展示基礎小間仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※展示中の出展物その他の出展企業の財産の保全管理は各出展企業におきましても責任をもって対応い

ただきますようお願い致します。 

※展示期間中の事故、損害におきましては主催者の責任に帰する事物以外は一切の責任を負いません。 

※展示位置の決定は会長にご一任くださいますようお願い申し上げます。 

 

3. 電気工事及び料金 

■特別な機材展示および、1ブース500Wを超える電力使用に付きましては別途、実費をご請求いたします。 

■通電の異常、突発事故等による停電、電圧異常などによる実演機器の損傷、破損には責任を負いかねま

す。出展者においては事前の事故防止対策をおとりになりますよう御願い致します。 

 

4. 申込方法 

学術集会 HP トップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記入の上

お申込みください。 

 

5. 申込締切日 

2022年 5月 27日（金） 

■小間のサイズ：高さ 210cm×幅 180cm×奥行き 90cm 

■バックパネル（後壁のみ） 

■社名板（縦 20cm×横 90cm～120cm） 

 [白スチレンボードに黒シート文字・ゴシック体] 

 ※株式会社・有限会社は（株）（有）にて表記 

 ※複数小間で出店の場合も 1社につき 1枚です。 

 ※ロゴ指定の場合は、別途費用が発生いたします。 

■展示台 1 台(幅 180cm×奥行 90cm×高さ 70cm) 

■電気容量 500W(2口コンセント) 

■パイプ椅子 2脚 

 

2400 

700 
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6. お振込先・期日 

申込内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

 

＜口座情報＞ 

   銀行名・支店名：鹿児島銀行 宇宿支店 （店番：１２１） 

 口座種別・番号：普通 ３０５６８６０ 

 口座名：日本集中治療医学会第６回九州支部学術集会 

  （ﾆﾎﾝｼﾕｳﾁﾕｳﾁﾘﾖｳｲｶﾞｸｶｲﾀﾞｲ 6 ｶｲｷﾕｳｼﾕｳｼﾌﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ） 

 

7. 出展申し込みの取消し 

申込締切後の取り消しについてはお受けできませんので予めご了承ください。 

 

8. 変更・中止 

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を変更、または開催を中

止する場合があります。自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備

の損壊、行政機関の指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・

停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合があります。 

 

※中止の場合、出店者側にそれまでに要した出展料金以外の準備費用は各社の負担となります。 

※新型コロナウイルス感染症の影響等により出展方式が変更された場合は、参加の有無について改めてお

伺いいたします。 

 

9. お問い合わせ先 

日本集中治療医学会第 6回九州支部学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7階 

TEL：092-712-6201（平日 9:30～17:30） 

E-mail：kyuicu2022@convention.co.jp  
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抄録広告募集要項 
 

1． 広告掲載料と募集枠 

スペース 募集枠 料金（税込） 仕様 備考 

表4（裏表紙） 1頁 1 \165,000 A4タテ／カラー 先着順 

表3（裏表紙裏面） 1頁 1 \110,000 A4タテ／モノクロ 先着順 

表2（表紙裏面） 1頁 1 \110,000 A4タテ／モノクロ 先着順 

 

後付 

1頁 3 \88,000 A4タテ／モノクロ  

1/2頁 7 \55,000 A5ヨコ／モノクロ  

 

2． 抄録集について 

媒体名： 日本集中治療医学会第6回九州支部学術集会 プログラム抄録集 

発行予定時期： 2022年7月 

サイズ： A4版 

発行部数： 750 部 

制作費： 1,210,000円（税込） 

 

3． 申込締切日 

2022年4月28日（木） 

 

4． 版下送付方法 

2022年 5月 10日（月）までに、版下データ（aiデータ、JPG、PDF）を郵送またはメール添付にてお送りく

ださい。   

 

＜版下送付先＞ 

日本集中治療医学会第 6回九州支部学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7階 

E-mail：kyuicu2022@convention.co.jp 

 

5． 申込方法 

学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記入の

上お申込みください。 

 

6． 変更・中止 

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を変更、または開催を中

止する場合があります。自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備

の損壊、行政機関の指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・

停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合があります。 
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7． 広告料のお支払い 

申込内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

 

＜口座情報＞ 

   銀行名・支店名：鹿児島銀行 宇宿支店 （店番：１２１） 

 口座種別・番号：普通 ３０５６８６０ 

 口座名：日本集中治療医学会第６回九州支部学術集会 

  （ﾆﾎﾝｼﾕｳﾁﾕｳﾁﾘﾖｳｲｶﾞｸｶｲﾀﾞｲ 6 ｶｲｷﾕｳｼﾕｳｼﾌﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ） 

 

8． お問合せ先 

日本集中治療医学会第6回九州支部学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7階 

TEL：092-712-6201（平日9:30～17:30） 

E-mail：kyuicu2022@convention.co.jp   
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物品提供に関する協賛募集要項 
 

1． 協賛内容 

ソフトドリンク、コングレスバック、ネックストラップ他各種文具類等 

 

2． 申込み締切日  

2022年5月27日（金） 

 

3． お申込み方法 

学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記入の

上お申込みください。 

 

お申込書を受領いたしましたら、締切後に確定のご連絡とともにご提供品の送付手引きに 

つきましてご案内させていただきます。 

ご都合により期限よりも早い確定のご案内が必要な場合は事務局までお知らせください。 

 

4． お問合せ先 

日本集中治療医学会第 6回九州支部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 九州支社内 

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7階 

TEL：092-712-6201（平日 9:30～17:30） 

E-mail：kyuicu2022@convention.co.jp  
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     年  月  日 
 

趣意書に基づく 日本集中治療医学会第 6回九州支部学術集会運営事務局の趣意に賛同し、 

本会の準備および運営助成金として寄付いたします。 

 
 

金        円也 
 

 

御芳名又は法人名                                
          

           〒 

御 住 所                                 

 
御 担 当 者                                

 
TEL．               FAX．                   

 
E-mail.              
 

振 込 予 定 日      年    月    日   
 

 
■お問合せ先:  

日本集中治療医学会第 6回九州支部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 九州支社内 

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7階 

TEL：092-712-6201（平日 9:30～17:30） 

E-mail：kyuicu2022@convention.co.jp  

寄付 申込書 


