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日本集中治療医学会第 2 回関西支部学術集会
2018 年 7 月 7 日（土） 会場：ピアザ淡海・コラボしが 21
会長： 福井 道彦（大津市民病院集中治療部部長）

2017年9月現在

日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会協賛趣意書

ご協賛のお願い
拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会を、2018年7月7日（土）、ピアザ淡海およびコラ
ボしが21において「広めよう集中治療の輪：ICUの外へ次世代へ」をテーマに開催する運びとなりました。
日本集中治療医学会は、集中治療の現場に携わる医師および医療関係者を中心に、重症管理の発展を
目的に活動しています。その関西支部は同地域に在住または有職する約2,000名の会員により構成されて
おり、第１回関西支部学術集会の参加者は約800名でした。関西支部学術集会は非会員の発表・参加の制
約をなくし地域の多様な医療関係者の方々と重症管理情報を交換する場を目指し、ネットワーク強化に努
めているところです。企業の皆様との協働は重症管理向上には不可欠であり、医療現場・企業間の活発な
交流の在り方も検討しているところです。日本集中治療医学会の取組をご理解いただき、関西支部学術集
会を中心とした地域の重症管理ネットワークへの御参加・御支援をお願いします。
第２回関西支部学術集会では、会員資格の有無を越えて多くの方々に交流いただけるよう二つの企画を
準備中です。第一の企画「重症管理連携」では、ICU・病棟連携、多業種間協働を最適化するために、パネ
ルディスカッション、教育講演：多業種連携の実際、重症管理関連手技のハンズオンワークショップを準備
中です。第二の企画「新集中治療専門医研修の夜明け」では、関西集中治療研修施設指導医による若手
医師向けのリレーレクチャーと、同指導医を交えた新研修に関連したパネルディスカッションを準備していま
す。
いずれの企画も関西で次の集中治療を担う中堅の方々に、講師を担当していただく予定です。
日本集中治療医学会第２回関西支部学術集会への御協賛をお願いします。なお、本趣意書はHPにも掲
載しておりますので、併せてご利用ください。
敬具

日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会
会長
福 井 道 彦
（大津市民病院集中治療部部長）
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開催
催概
概要
要
開
１．会議の名称
日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会
２．主催
日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会事務局
３．会長
福井 道彦（大津市民病院集中治療部）
４．会議の母体機関
日本集中治療医学会
５．開催期間／開催場所
2018年7月7日（土）の1日間／ピアザ淡海・コラボしが21
６．予想参加者数
800名

共
協催
賛内
内容
容
１．ランチョンセミナー共催費
協賛費： 1000,000円（税別）＜ただし99席の会場は800,000円（税別）＞
該当活動： ランチョンセミナー 1セッションを共催
HPおよびプログラム・抄録集に企業名を掲載
２．教育講演共催費
協賛費： 600,000円（税別）
該当活動： 教育講演 1セッションを共催
HPおよびプログラム・抄録集に企業名を掲載
３．展示ルーム・ハンズオンワークショップ協賛費
協賛費： 300,000円（税別）＜ただし203と204号室は400,000円（税別）＞
＊上記協賛費には「仮：全体ワークショップ」（軽食付き）協賛金100,000円を含む
該当活動： 展示ルーム：ハンズオンワークショップ会場１会場を協賛
HPおよびプログラム・抄録集に企業名を掲載、ただし「仮：全体ワークショップ」の協賛社名は「ハ
ンズオンワークショップ協賛各社」として掲載
４. 展示出展費
出展料： 150,000円（税別）
該当活動： 展示1小間（基礎小間W1800×H2100mm（予定））を出展
HPおよびプログラム・抄録集に企業名を掲載
※書籍展示は10,000円（税別）／机1本
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５．プログラム・抄録集広告掲載費
掲載料： 表２ 150,000円（税別）／1ページ・モノクロ
表３ 100,000円（税別）／1ページ・モノクロ
巻末 80,000円（税別）／1ページ・モノクロ
該当活動： プログラム・抄録集の表２・３および巻末に広告を掲載
６．その他
□ 当日配布用飲料物
＊現物ご提供とさせていただきます。詳細については運営事務局にご照会ください。

開賛
催概
概要
要
協
＊ 本文末尾の「共催セミナーにおける謝礼金：社団法人日本集中治療医学会としての運営基準」もご確認く
ださい。
□ランチョンセミナー（共催セミナー）
会場： ピアザ淡海またはコラボしが21
開催要項：
(1) プログラム内容について
テーマ、座長・演者の選定については、原則として共催企業に一任といたします。ただし、事務局より調整を
お願いする場合もございます。
(2) 会場選定について
ご希望を勘案しつつ、最終的には事務局にて決定いたします。ご希望に添えない場合もありますので、ご了
承ください。
(3) 共催費に含まれるもの
①会場借上費（所定時間内の控室使用料を含む）
②講演会場に常備されているPCおよびPC周辺機器（スイッチャー・モニター等）、その他本会の手配原則に
基づき講演会場に装備されているもの
例：メインスクリーン、手元灯（座長席・演台・進行席）、レーザーポインター、マイクなど
③講演会場付きのディレクター、PCエンジニア
(4) 共催費に含まれないもの
①参加者用昼食代
＊種類、数量については事務局にて決定させていただきます。
②座長・演者への謝金（宿泊・交通費を含む）
＊共催企業より直接お支払いください。
③控室用のPC機器、控室での座長・講師用飲食費
＊別途有料にてご手配いたします。お持ち込みはご遠慮ください。
④配布資料印刷製作費（チラシ等）
＊別途有料にてご手配いたします。お持ち込みも可能です。
⑤追加人件費など
＊アナウンス係、控室での映写係・接遇スタッフ、会場前での資料・昼食配布スタッフ、照明係など、本
会の手配原則に基づき会場に配置されているスタッフ以外については、別途の有料手配となります。
⑥場内・会場前看板制作費
＊別途有料にてご手配いたします。お持ち込みはご遠慮ください。
⑦講演会場用追加機材（ビデオプロジェクターやVTR収録など）手配費およびそのためのオペレータ人件費
募集数： 3セミナー
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□教育講演（共催セミナー）
会場： ピアザ淡海またはコラボしが21
開催要領：
(1) プログラム内容と協賛企業決定について
学術集会企画として関西の日本集中治療医学会会員による教育講演６題（以下）の内諾を得ています。こ
れら教育講演に共催いただく企業様には事務局で各演者との調整を進めさせていただきます。
若干数の一般教育講演（招待講演など）を、これら６題とは別に募集します。一般教育演題では、テーマ、座
長・演者の選定については、原則として共催企業に一任といたします。
講師の先生方には共催いただく企業様協力のもと演題内容の充実を図っていただきます。教育講演の進
行方法・手順などについては、企業様と協議しつつ、原則として事務局主体で決定させていただきます。
● 関西集中治療研修施設指導医によるリレーレクチャー
● 受講対象：主に若手医師
＊演者の先生方には次の座長をリレー形式で担当いただき、４講演終了後に新専門研修に向けたパネルデ
ィスカッションに参加いただきます。
＊講師了解のうえ講演内容を学会ホームページに収載する予定です。
教育講演１
講師：江木盛時先生 神戸大学医学部附属病院麻酔科集中治療部
演題：未定
教育講演２
講師：竹内宗之先生 大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科
演題：未定
教育講演３
講師：成宮博理先生 京都第二日赤病院
演題：未定
教育講演４
講師：小尾口邦彦先生 大津市民病院救急診療科
演題：未定
● 教育講演：多業種連携の実際
● 受講対象：全業種
教育講演５
講師：木村政義先生 兵庫医科大学臨床工学部
演題：（仮）Inter-professionalismの実際 -CEと集中治療教育講演６
講師：森沢知之先生 兵庫医療大学理学療法学部
演題：（仮）多業種間患者情報共有を考える -認知能力とせん妄に関して(2) 会場選定について
ご希望を勘案しつつ、最終的には事務局にて決定いたします。ご希望に添えない場合もありますので、ご了
承ください。
(3) 共催費に含まれるもの
①会場借上費（所定時間内の控室使用料を含む）
②講演会場に常備されているPCおよびPC周辺機器（スイッチャー・モニター等）、その他本会の手配原則に
基づき講演会場に装備されているもの
例：メインスクリーン、手元灯（座長席・演台・進行席）、レーザーポインター、マイクなど
③講演会場付きのディレクター、PCエンジニア、照明係など
(4) 共催費に含まれないもの
①講演資料作成費用等
＊共催企業より直接お支払いください。
②控室用のPC機器、控室での座長・講師用飲食費
＊別途有料にてご手配いたします。お持ち込みはご遠慮ください。
③配布資料印刷製作費（チラシ等）
＊別途有料にてご手配いたします。お持ち込みも可能です。
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④追加人件費など
＊控室での映写係・接遇スタッフ、会場前での資料配布スタッフなど、本会の手配原則に基づき会場に
配置されているスタッフ以外については、別途の有料手配となります。
⑤場内・会場前看板制作費
＊別途有料にてご手配いたします。お持ち込みはご遠慮ください。
⑥講演会場用追加機材（ビデオプロジェクターやVTR収録など）手配費およびそのためのオペレータ人件費
募集数： 6セッション
□展示ルーム・ハンズオンワークショップ（共催セミナー）
会場： ピアザ淡海またはコラボしが21の小会議室
開催要項
(1) 協賛内容
ハンズオンワークショップ発表者のプレゼンテーションに協力する形で医療機器およびその周辺製品を使用
しての展示およびハンズオンを実施していただけます。ハンズオンの間で通常の展示を実施いただけます。
(2) 会場の割り当て
事務局にご一任ください。
(3) 協賛費に含まれるもの
①会場借上費
②会場前看板（４５ｃｍ角／学術集会の統一デザインを使用したもの）
(4) 出展料に含まれないもの
①上記（３）②以外の会場内ならびに会場前の装飾
②ハンズオンセミナー実施ならびに参加者募集にかかるすべての費用（人件費を含む）
＊当日参加枠の調整は原則として各展示会場で行ってください。
③演者を外部招聘される場合の謝金（宿泊・交通費を含む）
＊＊共催企業より直接お支払いください。
募集数： 8社
□展示
会場： ピアザ淡海3F大会議室ロビー（予定）
開催要項
(1) 展示内容
原則として医薬品・医療機器およびその周辺製品の展示としますが、それ以外の出展については事務局に
ご相談ください。
(2) 小間位置の割り当て
事務局にご一任ください。ただし、複数小間（原則として4小間以上）をお申し込みいただいた場合で特殊装
飾をお考えの場合は事務局にご相談ください。
(3) 出展料に含まれるもの
①会場借上費 ※控室などが必要な場合は別途費用が発生します。
②基礎小間（予定）
●バックパネル（W1980 × H2100 mm）
●展示台（白布付き：W1800 × D600 × H700 mm）
●蛍光灯（FL40W）1 灯
●社名板（W1200 × H200mm）1 枚
●イス2脚
●コンセント（AC100V 500W） 1 個 ※コンセント、電源増設などが必要な場合は別途費用
募集数： 20小間程度
□広告
媒体名称： 日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会プログラム・抄録集
配布対象： 日本集中治療医学会関西支部会員約2,000名および日本集中治療医学会第2回関西支部学術集
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会参加者約800名（予定）
制 作 数： 2,300部
制 作 費： 約1,500,000円
募 集 数： 表２ 1社／表３ 1社／後付１ページ 10社
版下提出要領 ※版下データでの入稿を原則といたします。
(1) 提出期限：2018年5月15日（火）
(2) 版下作成要領
縦位置、モノクロで、A4サイズの印刷に耐えうる解像度のデータ（Illustratorアウトライン化＋PDF）をご用意
ください。
(3) 提出方法・提出先
CD-Rに保存し、盤面に御社名を明記のうえ、下記宛てにご郵送ください。
〒104-0051 東京都中央区月島1－8－1－915 ㈱クレッシー内
日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会協賛事務局 宛

申込
込方
方法
法
申
１．募集期間
2018年2月28日（水）まで
２．申し込み方法
下記URLよりお申込ください。
➡ http://www.cresci-inc.jp/form/jsicm_kansai_2018_sponsorship.html
３．申込先・お問い合わせ先
・日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会事務局
〒520-0804 大津市本宮2-9-9 大津市民病院臨床研修センター
TEL：077-522-4607／FAX：077-521-5414
URL http://www.jsicm.org/shibukai/kansai/2018
・日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会運営事務局
〒561-0861 豊中市東泉丘4－3－5－1306 ㈱クレッシー内
TEL: 06-6850-8558／FAX: 06-6850-8541
E-mail: jsicm-kansai2018@cresci.jp
４．振込先
銀 行 名：
支 店 名：
預金種目：
口座番号：
名
義：

ゆうちょ銀行
四四八（ﾖﾝﾖﾝﾊﾁ）（４４８）
普通
４５１８９７６
第2回日本集中治療医学会関西支部学術集会 代表者 福井道彦
（ﾀﾞｲﾆｶｲﾆﾎﾝｼｭｳﾁｭｳﾁﾘｮｳｲｶﾞｸｶｲｶﾝｻｲｼﾌﾞｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳｼｬ ﾌｸｲﾐﾁﾋｺ）

５．送金期限
2018年6月29日（金）まで
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共催セミナーにおける謝礼金：社団法人日本集中治療医学会としての運営基準
（一部抜粋改編）
共催セミナーは、他の特別講演またはシンポジウム等と同様、会員の医療技術向上のために
直接有益な情報を提供する場として、学術集会のなかでも意義のある企画と位置づけ、以下
の規定を遵守して運営しております。何卒ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
※ 学術集会の正式プログラムとして、他講演同様プログラム・抄録集に抄録を収載いたしま
す。
※ 協賛費には、座長、講演者に対する謝礼・講演資料作成費・交通費・宿泊費は含まれてお
りません。
＃座長、演者が非会員の場合は以下の通りです。
・ 国内の演者の場合：謝礼金および交通費・宿泊費 相当額
・ 国外の演者の場合：別途ご相談させていただきます。
＃座長、演者が会員の場合は、以下の通りです。
・ 講演資料作成費用等 相当額
注： 日本集中治療医学会第2回関西支部学術集会において上記運営基準で判断できないこと
が生じた場合は、日本集中治療医学会事務局に指示を仰ぎ対処いたします。
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