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ご挨拶 
 
謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さてこの度、2023 年 8 月 25 日（金）〜26 日（土）にヒルトンニセコビレッジにおきまして、日本集中
治療医学会 50 周年記念の一環として「サマーキャンプ in NISEKO」セミナーを開催する運びとなりまし
た。このセミナーでは、集中治療に関連する最新研究の講演や最先端技術を学ぶことのできるハンズオン
セミナーなど数多くの魅力的な企画を予定しています。 

集中治療に関係する医師や医療関係者は、非常に高度な医療を提供することが求められるため、大きな
重責を常に負っています。彼らは重症患者を担当することが多く、命を救うために最善を尽くすことが期
待されています。患者の生死に関わる状況に遭遇することがよくあり、毎日非常にストレスの多い環境の
中、患者を救うことに情熱を注ぎ、最善の治療を提供することに全力を尽くしています。 

今回の開催地であるニセコは自然豊かな環境であり、また８月はシーズンオフであるため混雑した世間
の喧噪から隔離されており、歓楽街などもなく、医師やメディカルスタッフが最新の医療技術を集中して
学ぶための良い環境が整っています。集中治療は多職種連携のチーム医療です。自然環境のよい夏のニセ
コの地は、多職種による日常診療での疑問点などを含めた討論やグループワークにも最適な環境を提供す
ると確信しています。 

また、新鮮な空気と自然の景観に囲まれた中で、日々の診療による蓄積したストレスを解消しながら学
習することは、参加者の心身にも良い影響をもたらし、引いては良い医療を提供することにも繋がること
が期待できます。 

本セミナーに要する費用は、参加者からの参加費ならびに日本集中治療医学会よりの準備金により賄う
予定で、準備や運営は質素倹約を旨として節制を心がけてまいりますが、参加者へ最新最先端の医療情報
を提供するための発表や教育のための準備において費用が不足している状況です。 

つきましては、本セミナー開催がもたらす最先端の医療技術や研究成果の共有、それらの学びをこれか
らの医療活動に役立て社会貢献を果たそうと考える参加者の崇高な志しをご理解いただき、そのような目
的のもと開催される本セミナーへの企業様のご支援を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、何卒ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

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 

2022 年 2 月吉日 
 

一般社団法人日本集中治療医学会 
理事長 西田 修 

同 50 周年記念事業準備委員会 
委員長 黒田泰弘 

副委員長 志馬伸朗 
副委員長 升田好樹 
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開催概要 

 

○会の名称 日本集中治療医学会 50 周年記念 サマーキャンプ in NISEKO 

○会 期  2023 年 8 月 25 日（金）〜26 日（土） 

○会 場  ヒルトンニセコビレッジ 

  〒048-1592 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉 

○テーマ  「大自然に囲まれて集中治療を学ぼう！」 

○開催意義 

日本集中治療医学会が発足して 50 周年を迎える節目の年に、今後のさらなる集中治療医学及び

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する。また、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、薬剤師などの多職種が一堂に会して

互いの交流を深めるとともに集中治療に関わる最新の知見を学ぶ機会と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。 

○参加予定人数 約 300 名 

（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、学生 他） 

〇参加費 

 座学セミナー 

  医師（会員）   10,000 円   医師（非会員）   15,000 円 

  医師以外（会員） 5,000 円   医師以外（非会員） 8,000 円 

 ハンズオンセミナー 

     3,000 円〜10,000 円 （会員，非会員を問ず）  

○開催事務局 日本集中治療医学会 事務局 

  〒113-0033 東京都文京区本郷 2−15−13 

お茶の水ウイングビル 10F 

  TEL:03-3815-0589  FAX:03-3815-0585 

メール：50.niseko@jsicm.org 

○運営事務局 株式会社 JTB 北海道事業部 

〒060-0011 札幌市中央区北1条西6丁目 アーバンネット札幌ビル8F 

TEL：011-261-6584 

メール：m_tokunaga691@jtb.com 

担当：徳永 実 
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○プログラム（予定） 

月日 午前 午後 夕方 

8 月 25 日

(金) 

開会式 

 

ハンズオンセミナー 

ランチョンセミナー 

座学セミナー 

ハンズオンセミナー 

イブニングセミナー 

8 月 26 日

(土) 

モーニングセミナー 

座学セミナー 

教育セミナー 

ハンズオンセミナー 

ランチョンセミナー 

閉会式 

 

 

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） 

※災害時(予期せぬ震災、水害、パンデミック、その他)には、通常開催から開催形態変更の可能性もござ

いますことを申し添えます。 

※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

の要請・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。 

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。 

〇振込口座 

金融機関名：りそな銀行 支店名：本郷支店（店番：453) 

預金種目：普通預金 口座番号：1804573 

フリガナ：ｼｬ)ﾆﾎﾝｼｭｳﾁｭｳﾁﾘｮｳｲｶﾞｸｶｲ 

口座名義：一般社団法人日本集中治療医学会 

※振込手数料は貴社にてご負担ください。 
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各共催セミナー募集要項 

 

○募集概要 

（1）モーニングセミナー 

開催日時：2023 年 8 月 26 日(土)の朝 50〜60 分間 

開催場所：ヒルトンニセコビレッジ（会場：北海道，アンヌプリ） 

募集セミナー数：2 セミナー：別途飲食代の負担をお願いします。 

会場名 席数（予定） 共催費（税込） 

北海道 200 1,000,000 円 

アンヌプリ 120 1,000,000 円 

参加人数：各 80 人以上 

 

（2）ランチョンセミナー 

開催日時：2023 年 8 月 25 日(金)、26 日(土)の昼 50〜60 分間 

開催場所：ヒルトンニセコビレッジ（会場：北海道，アンヌプリ） 

募集セミナー数：4 セミナー：別途飲食代の負担をお願いします。 

会場名 席数（予定） 共催費（税込） 

北海道 200 1,200,000 円 

アンヌプリ 120 1,200,000 円 

参加人数：各 80 人以上 

 

（３）イブニングセミナー 

開催日時：2023 年 8 月 25 日(金)夕刻 50〜60 分間 

開催場所：ヒルトンニセコビレッジ（会場：北海道，アンヌプリ） 
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募集セミナー数：2 セミナー：別途飲食代の負担をお願いします。 

会場名 席数（予定） 共催費（税込） 

北海道 200 1,200,000 円 

アンヌプリ 120 1,200,000 円 

参加人数：各 80 人以上 

 

（４）教育セミナー 

開催日時：2023 年 8 月 25 日(金) 、26 日(土)午前 50〜60 分間 

開催場所：ヒルトンニセコビレッジ（会場：北海道，アンヌプリ） 

募集セミナー数：2 セミナー 

施設名 席数（予定） 共催費（税込） 

北海道 200 1,000,000 円 

アンヌプリ 120 1,000,000 円 

参加人数：各 80 人以上 

※「教育セミナー」は，飲食代の負担はありません。 

※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したうえ

運営事務局で決定いたします。また，参加人数に関しては，あくまで予想人数となることをご了承くださ

い。 

 

○各種セミナー開催に伴う共催費について 

（１）共催費に含まれ，負担が必要ないもの 

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 
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・講演会場常備の映像機材、音響機材、備品 

③会場スタッフ 

・講演会場内の映像オペレーターなど 

（２）共催費に含まれず，ご負担をお願いするもの 

 ①座長、演者への謝金、交通費、宿泊費など 

 ②飲食代 

  モーニングセミナー：1,500 円／一人 

  ランチョンセミナー：2,000 円／一人 

  イブニングセミナー：3,000 円／一人 （3,000 円を超える場合は学会負担） 

※飲食代につきまして各社上限設定を超える場合には，対応可能な場合がございますので，開催事務局に

相談ください｡ 

※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，適宜運営事務局にご相談くださ

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

前に運営事務局にお知らせください。 

 

〇お申込について 

E-mailで申込書を添付の上、お申込ください。 

開催枠確定後、請求書を送付させていただきます。 

 

〇申込締切日 

2023年5月31日(水)までにお申し込みください。 
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〇お申込・お問合せ先（開催事務局） 

日本集中治療医学会50周年記念 サマーキャンプ in NISEKO 開催事務局 

日本集中治療医学会 事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2−15−13 お茶の水ウイングビル 10F 

TEL:03-3815-0589  FAX:03-3815-0585 

メール：50.niseko@jsicm.org 
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機器展示募集要項 

 

○開催期間：2023 年 8 月 25 日（金）〜26 日（土） 

○開催場所：ニセコヒルトンビレッジ 会場：北海道 

○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，医書，他 

○募集コマ数：５コマ程度 

コマ配置：長さ 180cm を一コマとし，必要数をお申し込みください．高さ制限はありません．

また，特殊な配置を希望される場合，適宜運営事務局にご相談下さい． 

会場「北海道」の出入り口付近を中心に配置を予定しております． 

○展示出展料：一コマにつき 200,000 円（税込） 

〇基礎設備＝展示台のみ（W1800×D600×H700）布なし 

      電源、バックパネル、社名板は、オプションで別料金となります。 

〇申込について 

E-mailで申込書を添付してお申し込みください。 

お申込受領後、請求書を送付させていただきます 

○申込締切日：2023 年 5 月 31 日（水） 

 お申込み後の取り消しについては、一切お受けできません。 

〇お申込・お問合せ先（開催事務局） 

日本集中治療医学会50周年記念 サマーキャンプ in NISEKO 開催事務局 

日本集中治療医学会 事務局 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2−15−13 お茶の水ウイングビル 10F 

TEL:03-3815-0589  FAX:03-3815-0585 

メール：50.niseko@jsicm.org 

○搬入出：詳細決まり次第，各社にご連絡いたします。 
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○交通アクセス：〒048-1592 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉 

TEL: 0136-44-1111 FAX: 0136-44-3224  

新千歳空港から   国道 276 号線で 110km。平常時 1 時間 50 分 

札幌から   国道 230 号線で 97km。平常時 1 時間 50 分 

函館から   国道 5 号線で 185km。平常時 3 時間 30 分 

北海道新幹線 

新函館北斗駅から  国道 5 号線で 155km。平常時約 2 時間 10 分。 
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収入 （単位：円）

項目 詳細 単価 数量 金額

医師（会員） 10,000 160 1,600,000

医師（非会員） 15,000 55 825,000

医師以外（会員） 5,000 45 225,000

医師以外（非会員） 8,000 20 160,000

その他（招待・学生等） 無料 20 0

神経 10,000 30 300,000

エコー・医師 5,000 20 100,000

エコー・医師以外 3,000 10 30,000

人工呼吸 3,000 30 90,000

DAM 3,000 20 60,000

ECMO 3,000 30 90,000

早期離床 3,000 30 90,000

急性血液浄化 3,000 20 60,000

モーニングセミナー 1,000,000 2 2,000,000

ランチョンセミナー 1,200,000 4 4,800,000

イブニングセミナー 1,200,000 2 2,400,000

教育セミナー 1,000,000 2 2,000,000

展示 機器展示 200,000 5 1,000,000

15,830,000

支出 （単位：円）

項目 金額

会場関係費 2,800,000

1,000,000

1,300,000

1,200,000

600,000

1,100,000

1,800,000

1,300,000

2,530,000

1,000,000

講師謝金 1,200,000

学会負担分 学会準備金より拠出

15,830,000

2023年2月

参加費

共催セミナー

収入計

支出計

一般社団法人日本集中治療医学会 50周年記念　サマーキャンプ in NISEKO
収支予算書

その他（WG・運営スタッフ諸経費、託児所など）

詳細

講師旅費・宿泊費、シャトルバス、関連会議費など

ハンズオン受講費

看板・施工関連費（各種看板作成、展示施工、ハンズオン準備）

映像機材関連費

運営人件費（ディレクター・オペレーター・運営スタッフ）

ヒルトンニセコビレッジ会場費、付帯設備費

広報活動費（開催ポスター・チラシ制作発送など）

業務委託費、税務処理費

各種制作費（プログラム作成、HP作成）

参加登録システム関連費

30,000円×40名

事務関連費（企画・プログラム編集、事務局費など）

開催準備・運営費


