2018年1月吉日

関係企業各位

第34回日本救急医学会中国四国地方会 ご協賛のお願い
謹啓
大寒の候、貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。
常日ごろより当科ならびに当学会の活動に種々ご高配いただき、ありがとうございます。
さて、このたび第34回日本救急医学会中国四国地方会を本年5月11日（金）・12日（土）に広島県医師会館
において開催する運びとなりました。メインテーマは、
“EVOLUTION〜進化する救急”です。
すべての生物は、進化という過程を経て、環境に適合しながら生存し、その種を継続させることを必然とさ
れています。遺伝子の保存のための遺伝子が染色体上に組み込まれているのだと思います。
救急に携わるすべての医療従事者も、つねに進化しなければなりません。救急医療を取り巻く厳しい環境の
変化に対応し、よりよい診療/救護体制を構築維持するために、進化する必要があるのです。技術と知識を、
個々人あるいは組織全体として進化させることを目的として、日々の研鑽を止めないことが重要です。
”つよく
意識して進化につとめる“のです。
進化の過程は、必ずしも容易ではありません。その結果も、たちどころに出るものもないかも知れません。
しかし、進化とはそういうものです。いまできるすべてのことを、最も高品質なものに保とうとすること、そ
して、しっかりと前を向いて、つねに歩みを止めないことを意識することです。
深緑に溢れるヒロシマの地に、救急に携わるすべての人々が集い、知り合い、考え、議論し、わずかであっ
ても進化の歩みを進める機会になればと思います。
つきましては、貴社におかれましても本研究会の主旨をご理解いただき、成功にご協力いただきたく、ここ
に協賛をお願い申し上げる次第です。
謹白
第34回日本救急医学中国四国地方会
会

長

志

馬

伸

朗

（広島大学大学院医歯薬保健学研究科救急集中治療医学）

■開 催 概 要
１．会議の名称
第34回日本救急医学会中国四国地方会
２．会議の母体機関／会議の主催者
日本救急医学会／第34回日本救急医学会中国四国地方会会長

志馬伸朗（広島大学）

３．開催期間／開催場所
2018年5月11日（金）・12日（土）の2日間／広島県医師会館
4．予想参加者数
500名

■協 賛 概 要
イブニングセミナー・ランチョンセミナー共催
共催費：

該当活動：

３００席会場

８００，０００円（税別）

✕１社

１００席会場

６００，０００円（税別）

✕２社

８５席会場

６００，０００円（税別）

✕１社

イブニングセミナー共催／プログラム・抄録集に企業名を掲載

展示出展
出展料： １００，０００円（税別）
該当活動：

展示１小間（基礎小間W1800×H2100mm）／プログラム・抄録集に企業名を掲載

書籍販売ブース出店
出店料： １０，０００円（税別）／テーブル1本
該当活動：

書籍販売ブースのご出店／プログラム・抄録集に企業名を掲載

プログラム・抄録集への広告掲載
掲載料： 表2・３
巻末後付

１００，０００円（税別）／1ページ・モノクロ
８０，０００円（税別）／1ページ・モノクロ
５０，０００円（税別）／1/2ページ・モノクロ

該当活動：

プログラム・抄録集の表３および巻末に広告掲載／プログラム・抄録集に企業名を掲載

参加者用飲料提供（製薬企業を除く）
協賛方法：

現物支給

該当活動：

参加者用飲料提供／プログラム・抄録集に企業名

■開 催 内 容
イブニングセミナー共催
第1会場：

広島県医師会館１F ホール

３００席

８００，０００円（税別）

第2会場：

広島県医師会館２F ２０１会議室

１００席

６００，０００円（税別）

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ので、ご了承ください。
(2) 開催会場の選定について
プログラム内容、共催企業のご要望も勘案しつつ、事務局が決定します。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（プロジェクター、スイッチャー・モニター等）その
他備品（メインスクリーン、手元灯、レーザーポインター、マイクなど）
③講演会場に配置されているスタッフ（進行ディレクター、オペレータなど）
(4) 共催費に含まれないもの

＊詳細は別途要相談

①座長・演者への謝金（宿泊・交通費を含む）
＊謝礼や宿泊・交通手配が必要な場合は共催企業より直接お支払いください。
②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
＊本研究会の手配原則に基づいて講演会場に常備されているPCおよびPC周辺機器（プロジェクター、
スイッチャー・モニター等）その他備品（メインスクリーン、手元灯、レーザーポインター、マイ
クなど）以外については別途有料にてご手配いたします。
③追加人件費
＊アナウンス係、控室での映写係、会場前での資料配布スタッフなど、本研究会の手配原則に基づき
会場に配置されているスタッフ（進行ディレクター、オペレータなど）以外については別途有料に
てご手配いたします。
④会場内・会場前看板制作費
＊お持ち込みはご遠慮ください。
⑤配布資料印刷製作費（チラシ等）
※引き続き懇親会を開催しますため、飲食のご手配は原則として不要です。
募集数：

２セミナー

ランチョンセミナー共催
第2会場：

広島県医師会館２F ２０１会議室

１００席

６００，０００円（税別）

８５席

６００，０００円（税別）

第4＋第5会場： 広島県医師会館３F ３０２・３０３会議室
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ので、ご了承ください。
(2) 開催会場の選定について
プログラム内容、共催企業のご要望も勘案しつつ、事務局が決定します。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（プロジェクター、スイッチャー・モニター等）その
他備品（メインスクリーン、手元灯、レーザーポインター、マイクなど）
③講演会場に配置されているスタッフ（進行ディレクター、オペレータなど）
(4) 共催費に含まれないもの

＊詳細は別途要相談

①座長・演者への謝金（宿泊・交通費を含む）
＊謝礼や宿泊・交通手配が必要な場合は共催企業より直接お支払いください。
②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
＊本研究会の手配原則に基づいて講演会場に常備されているPCおよびPC周辺機器（プロジェクター、
スイッチャー・モニター等）その他備品（メインスクリーン、手元灯、レーザーポインター、マイ
クなど）以外については別途有料にてご手配いたします。
③追加人件費
＊アナウンス係、控室での映写係、会場前での資料配布スタッフなど、本研究会の手配原則に基づき
会場に配置されているスタッフ（進行ディレクター、オペレータなど）以外については別途有料に
てご手配いたします。
④会場内・会場前看板制作費
＊お持ち込みはご遠慮ください。
⑤配布資料印刷製作費（チラシ等）
⑥参加者用昼食代
＊単価2,000円(税別)✕席数にて会期後にご請求いたします。
＊手配内容については事務局にご一任ください。
募集数：

２セミナー

展示出展
会場：

広島県医師会館１F ホワイエ

開催要項：
(1) 展示内容について
原則として承認済みの医薬品・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について
事務局にご一任ください。ただし、複数小間をお申し込みいただいた場合、特殊装飾をお考えの場合は
あらかじめ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
●バックパネル（W1800 × 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
※施設の規制があり、蛍光灯、コンセント等はご用意できない可能性があります、ご了承ください。
募集数：

10小間

書籍販売ブース出店
会場：

広島県医師会館１F ホワイエ

開催要項：
(1) 販売内容について
原則として医学書および医学書に準ずるものといたします。
(2) ブース位置について
事務局にご一任ください。
(3) 出店料に含まれるもの
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基本備品
●テーブル（白布付き）
●イス２脚程度
●コンセント
※電源増設などが必要な場合は別途費用が発生します。

プログラム・抄録集への広告掲載
媒体名称： 第34回日本救急医学会中国四国地方会プログラム・抄録集
配布対象： 日本救急医学会中国四国地方会会員および第34回日本救急医学会中国四国地方会参加者
発行部数： 800部

※冊子発行(800部)のほか、電子版をウェブに掲載いたします。

制作費：

約１，０００，０００円

募集数：

表2・３

各１社

巻末後付１ページ

５社

巻末後付1/2ページ

８社

版下提出要領

※ウェブ抄録ではいずれも表紙あとに収載させていただきます。

※電子データでの入稿を原則といたします。

(1) 提出期限：2018年3月15日（木）
(2) 版下作成要領
１頁の場合は縦位置／1/2ページの場合は横位置）、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（見本用））をご用意ください。
(4) 提出期限・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。
送付先：

〒104-0052 東京都中央区月島1-8-1-915 株式会社クレッシー（34JAAM中国四国担当）
TEL 03-6231-0307

■申 込 方 法
募集期間
申込先

2018年2月28日（水）まで
➡http://www.cresci-inc.jp/form/jaam34cs_sponsorship.html

お問い合わせ先
第34回日本救急医学会中国四国地方会運営事務局
〒561-0861 大阪府豊中市東泉丘4-3-5-1306

㈱クレッシー内

TEL 06-6850-8558／FAX 06-6850-8541／E-mail sponsor@34jaam-cs.jp
振込先
銀行名：

広島銀行

段原支店

口座番号：

普通３１７８２１９

口座名義：

第３４回日本救急医学会中国四国地方会

会長

志馬

伸朗

（ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲ ﾆﾎﾝｷﾕｳｷﾕｳｲｶﾞﾂｶｲ ﾁﾕｳｺﾞｸｼｺｸﾁﾎｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｼﾒ ﾉﾌﾞｱｷ）
金融機関コード： 0169-027
協賛金送金期限
2018年5月31日（木）まで
＊請求書が必要な場合はお申し出ください。
※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
本学術集会における各種ご共催のお申し込みに関し、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、学術集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します。

予

算

書

歳 入
科

目

参加費

医師

参加費

その他

予

算

額

内

750,000 円 （医師
1,050,000 円

プログラム・抄録集販売

容

5,000 円×150 名）

（その他 3,000 円×350 名）

50,000 円 （1,000 円×50 冊）

県・市補助金

200,000 円 県 150,000 円、市 50,000 円

地方会補助金

540,000 円 日本救急医学会中国四国地方会より

学会補助金

200,000 円 日本救急医学会より

広告費

1,080,000 円

寄付協賛金

（10 万×2 社、8 万×5 社、5 万×8 社）

500,000 円

共催セミナー

2,808,000 円

機器展示

1,134,000 円
合

計

科

目

（80 万×1 社、60 万×3 社）
機器（100,000 円×10 社）
書籍（10,000 円×5 本）

8,312,000 円

歳 出
予

算

額

内

容

準備費

900,000 円 広告ツール・HP 制作費、通信費等

会場使用料

500,000 円 附帯設備を含む

運営費

5,000,000 円 映像機材、看板、運営人件費等

プログラム・抄録集作成費

1,080,000 円

幹事会・評議員会等会議費

450,000 円

招請費

350,000 円 謝礼、交通費等

予備費

32,000 円
合計

8,312,000 円

