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大 会 長 よ り 

 

新型コロナ感染症収束の目処がつかない状況において、本学術集会を完全オンラインで開催す

ることにいたしました。昨年は私たちだけでなく、すべての社会システムに試行錯誤的な面が

ありましたが、今年度は昨年の経験も生かしながら、単なる現地開催の模倣ではなく、オンラ

インならではのメリットを生かしながら、有意義な学術集会を目指します。 

ともに質の高い安全な医療を目指す仲間として、企業の皆様とは情報共有やコミュケーション

をさらに深めたいと存じます。今年度は、それらを実現するための新たなステージを用意しま

した。 

従来の企業展示のような単なるPRの場ではなく、「安全を支える技術展」として、審査希望

の有無に関わらず、皆様と交流ができるコミュケーションの場といたします。また、企業の方々

には容易に参加できるような仕組みを取り入れております。また、セッションの合間の時間を

利用して、スポット的な情報提供ができるようなオンラインCMの場も用意しました。 

学術集会が医療現場とそれを支える企業の皆様の交流の場となることを願っておりますので、

ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。 

 

第16回医療の質・安全学会学術集会   

大会長  矢野 真  

（日本赤十字社 医療事業推進本部 総括副本部長） 
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開 催 概 要 

 
1.  会議の名称 

（和文名） 第 16 回医療の質・安全学会学術集会 

（英文名） The 16th Annual Congress of Japanese Society for Quality and Safety in Healthcare 

 

2.  大会テーマ   心でつなぐ安全文化 ～Cosmetic complianceとの戦い～ 

 

3.  会期  2021年11月27日（土）・28日（日）、オンデマンド配信（会期中～12月28日） 

 

4.  主催  一般社団法人 医療の質・安全学会 

 

5.  第 16 回医療の質・安全学会学術集会について 

理  事   長：松村 由美（京都大学医学部附属病院 医療安全管理部 教授） 

大  会  長：矢野 真 （日本赤十字社 医療事業推進本部 総括副本部長） 

副 大 会 長：寺井美峰子 （公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 看護部長） 

プログラム委員長：荒神 裕之 （山梨大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部 特任教授） 

プログラム副委員長：荒井 有美 （北里大学病院 医療の質・安全推進室 副室長） 

 

6.  開催場所 完全オンライン 

 

7.  参加予定者数  約2,500名 

 

8. お問い合わせ先 

第16回医療の質・安全学会学術集会 テクニカルサポート事務局 

有限会社ビジョンブリッジ内  

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル2階 

TEL：03-5229-6881／FAX：03-3508-1302／E-mail：16jsqsh@supportoffice.jp 

 

9.  事務局 

一般社団法人 医療の質・安全学会事務局 

  〒113 0033 東京都文京区本郷 2 29 1 渡辺ビル 201 

TEL：03-5803-7828 ／FAX：03-5803-7829 ／E-mail：secretary@qsh.jp 
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オンライン教育セミナー 募集要項 

 

下記のようにオンライン教育セミナーの募集を行います。様々な特典をご用意しておりますので、奮ってご応募くだ

さい。タイトル・座長・講演者については、予め企業のご希望をお伺いいたします。最終決定につきましては、大会

長にご一任ください。お申込みを心よりお待ち申し上げております。 

 

（1） 開催日時 

2021年11月27日（土）・28日（日） 

 ライブ配信枠に50分のセッション枠を割り当てます。オンデマンド配信については、ご相談ください。 

 

(2)  募集枠 

  1日3枠、計６枠（2021 年7 月現在） 

  講演形式（Zoom ウェビナー、最大2,000名）、共催費1,650,000円  

「オンライン教育セミナー」を共催いただける場合、オフィシャルパートナー特典として、オンライン C M 枠

（ゴールドC M）、バーチャル企業展示会（ゴールド・バーチャル展示）、オンライン交流会への参加枠をご希望

に応じて無料で付帯させて頂きます。詳しくは担当までお問い合わせ下さい。 

  

 

 

 

注記）  １．※質疑応答等を含む 60分ならびに30分のセッション枠となります。 

２．ご希望があれば、オンデマンド配信も可能です 

３．ご講演内容・ご希望等を伺い、形態を決めさせていただきます。募集枠につき、プログラムの都合 

上変更する場合がございます。 

 

（3） オンライン会場設定 

ご希望･ご予定内容を申込書によりご提出いただき、事務局にて調整の上決定させていただきます。 

枠数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

（4） 共催費：以下の費用は共催費に含まれております。 

1. Zoomセミナー設定 

2. Zoom操作エンジニア 

3. 事前リハーサル 

4. 開始前のCM動画（３分以内）放映 

5. オンラインアンケート設置・データ回収 

 

3 

形態 金額（税込） 募集枠 

講演会形式（Zoom ウェビナー、60分枠※） 1,650,000 円 3枠／日×2日間 

ミニレクチャー形式（Zoomウェビナー、30分枠※） 500,000円 2枠／日ｘ2日間 



 

※以下の費用は下記共催費に含まれておりません。 

①演者、座長の先生方の謝礼・交通費・宿泊費 

②食事代：参加者用弁当/お茶、演者・座長打合せの食事費用等 

 

（5） 申込方法 

添付申込み用紙にてお申し込みください。 

 

（6） 申込先 

第16回医療の質・安全学会学術集会 テクニカルサポート事務局 

有限会社ビジョンブリッジ内  

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル2階 

TEL：03-5229-6881／FAX：03-3508-1302／E-mail：16jsqsh@supportoffice.jp 

 

（7） 申込締切日 2021 年 7 月 30 日（金） 

 

（8） 支払方法 

申込み後、運営準備室より請求書を発行いたします。 

請求書発行日より1 ヶ月以内に、請求書記載の指定口座へ共催費のお支払をお願いいたします。 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

（お振込先） 

三菱UFJ銀行 本郷支店 【銀行コード：0005  店番：351】 

口座番号  ： （普通） 0175368 

口座名(漢字)： 一般社団法人医療の質・安全学会 

口座名(カナ)： ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｲﾘｮｳﾉｼﾂｱﾝｾﾞﾝｶﾞｯｶｲ  ※口座名(カナ)に「・」は入りません 

 

（9） 取消 

申込書提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合を除き、取消はできません。ご了承ください。 

 

（10）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会教育セミナーに要した費用（共催費、料飲費等）に関して、各社の「企業活動 

と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意致します。 

なお、別途同意書への押印・サインをご希望の方は、運営準備室までお問い合わせください。 
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広告掲載（抄録集・オンラインCM） 募集要項 

 

下記のように抄録集への広告掲載の募集を行います。 お申込みを心よりお待ち申し上げております。 

 

 A. 抄録集 

（1） 予定発行部数：   

プログラム・抄録集：3,000 部 【サイズ：A4】 

 

（2） 媒体作成費（税込） 

プログラム抄録集 ：  3,300,000円 

 

（3） 広告料総額 

プログラム・抄録集 ：  1,452,000円 

 

（4） 広告掲載料金  

プログラム・抄録集 掲載料 

種類 金額（税込） 募集数 

表４（裏表紙・カラー） 275,000円 1口 

表２（表紙内側・カラー） 220,000円 1口 

表３（裏表紙内側・カラー） 165,000円 1口 

後付 １ページ（モノクロ） 110,000円 4口 

後付 1/2ページ（モノクロ） 88,000円 4口 

 

（5） 広告掲載位置 

ページ割付、掲載位置は主催者にご一任願います。 

掲載位置・順番等の選定理由は公表いたしませんので予めご了承ください。 

 

（6） 広告データ 

版下データまたは Illustratorデータを下記の運営準備室 宛て に、 

2021 年 9 月 30 日（木）までにご提出ください。 

 

 B. オンラインCM（動画） 

（1） 募集数：  19動画（1，2分程度） 

 

（2） 配信費（税込） 

オンラインCM ：11万円～33万円 
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（3） オンラインCM広告料総額： 3,520,000 円 

 

（4） CM広告料金  

セッション開始前にCM 広告を配信します。 

   種類              金額（税込） 募集数 

プラチナCM（開会式、表彰式、特別講演、大会長講演） 330,000円 ４口 

ゴールドCM（招請講演、総会） 220,000円 ５口 

シルバーCM 

（学会セミナー、パネルディスカッション、シンポジウム、閉会式） 
110,000円 10口 

（5） CM動画放映場所 

プラチナCM、ゴールドCM、シルバーCM ともに放映場所につきましては企業様と相談の上で決定させて頂

きます。 なお、CMの種類について、ご希望に添えない場合はご相談いたします。放映場所・順番等の選定

理由は公表いたしませんので予めご了承ください。 

 

（6） 広告データ 

動画データを下記のテクニカルサポート事務局宛てに、2021 年 9 月 30 日（木）までにご提出くださ 

い。 

 

（7） 申込方法 

添付申込み用紙にてお申し込みください。 

 

（8） 申込先 

第16回医療の質・安全学会学術集会 運営準備室 

日本コンベンションサービス株式会社 コンベンション事業部 メディカル部内 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル14階 

TEL：03-3508-1214 ／FAX：03-3508-1302 ／E-mail：16jsqsh@convention.co.jp 

 

（9） 申込締切日：2021 年 9月 15 日（水） 

 

（10）支払方法 

申込み後、運営準備室より請求書を発行いたします。 

請求書発行日より1 ヶ月以内に、請求書記載の指定口座へ共催費のお支払をお願いいたします。 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 
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（お振込先） 



 

三菱UFJ銀行 本郷支店 【銀行コード：0005  店番：351】 

口座番号  ： （普通） 0175368 

口座名(漢字)： 一般社団法人医療の質・安全学会 

口座名(カナ)： ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｲﾘｮｳﾉｼﾂｱﾝｾﾞﾝｶﾞｯｶｲ  ※口座名(カナ)に「・」は入りません 

 

（11）取消 

申込書提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合を除き、取消はできません。ご了承ください。 

 

（12）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会教育セミナーに要した費用（共催費、料飲費等）に関して、各社の「企業活動と

医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインをご希望の方は、運営準備室までお問い合わせください。 
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バーチャル企業展示会「安全を支える技術展」 募集要項 

 

医療機器・用具・設備をはじめ、教育用ツールや関連ソフトウエアなど、医療やケアが安全に行われることに配慮

した技術や製品に関する最新の情報を展示・供覧し、医療の質・安全の向上に役立てていきたいとの願いとともに、

現場のユーザーとの意見交換により、技術や製品のさらなる質向上につなげたいという期待をこめて、バーチャル

企業展示会「安全を支える技術展」を開催いたします。 

「安全を支える技術展」選考委員が各展示を訪問し、審査ご希望の展示の中で特に優れた展示に対して、賞の授与

を行います。  

お申込みを心よりお待ち申し上げております。  

 

（1） バーチャル展示会「安全を支える技術展」日程 

 2021 年11 月27 日（土）・28 日（日）（選考委員訪問は11月27日）、オンデマンド配信       

    

（２） 出展費 

募集内容 費用（税込） 募集枠 

プラチナ・バーチャル展示（動画あり） 

①社名・ロゴ・企業紹介  ②テキスト、PDF資料等2点 

③動画1点（ｍｐ４）、④アンケートフォーム ⑤連絡先 

⑥Ｚｏｏｍでの面談枠設定（1日2時間枠ｘ2回（午前・午後） 

450,000円 10ブース 

ゴールド・バーチャル展示（動画なし） 

①社名・ロゴ・企業紹介  ②テキスト、PDF資料等2点 

③アンケートフォーム  ④連絡先 

⑤Ｚｏｏｍでの面談枠設定（1日2時間、1回） 

330,000円 10ブース 

シルバー・バーチャル展示（展示のみ、面談なし） 

①社名・ロゴ・企業紹介  ②テキスト、PDF資料等2点 ③連絡先 
55,000円 10ブース 

注記）Zoomでの面談設定は展示ブースの中に設置します。訪問者が時間になれば、入場いただく形式です。 

講師によるミニセミナー、担当者による製品説明にお役立てください。 

 

（３） バーチャル展示総額： 8,350,000円 
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プラチナバーチャルブース展示例 

（イメージ図と実物は若干異なることもございます。予めご了承ください。） 

      

ブース全体イメージ 

（動画あり） 

クリックすると動画を視

聴、PDF資料を掲載

できます。 

動画にて企業説明、製品

紹介視聴いただけます。 

 

資料をPDFにて掲載 

（URL, PDF, JPEG

のいずれか、TIFF・

PING不可） 

問合せ先 

資料をPDFにて掲載 

（URL, PDF, JPEG

のいずれか、TIFF・

PING不可） 

  

  

Zoom面談 

 

 

Zoom での面談

枠を設定し、ご担

当者と訪問者で、

お打ち合わせが

できます。ミニ講

演の設定も可能

です。 
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ゴールドバーチャル展示例 

（イメージ図と実物は若干異なることもございます。予めご了承ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シルバーバーチャル展示例 

（イメージ図と実物は若干異なることもございます。予めご了承ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom での面談枠

を設定し、ご担当

者と訪問者で、お

打ち合わせができ

ます。エンジニア

の個別サポートは

ございません。 
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掲示板 

ポスター 

PDF, etc. 

 



 

（4） 申込方法 

添付申込み用紙にてお申し込みください。 

 

（5） 申込先 

第16回医療の質・安全学会学術集会 テクニカルサポート事務局 

有限会社ビジョンブリッジ内  

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル2階 

TEL：03-5229-6881／FAX：03-3508-1302／E-mail：16jsqsh@supportoffice.jp 

 

（6）申込締切日： 2021年 8 月 31 日（火） 

※予定小間数に達した場合は、期限前でも申込みを締め切ることもありますので、お早めにお申込み 

ください。 

※展示物等が本学会の主旨にそぐわない場合，出展をお断りすることもございます。 

 

（7）支払方法 

申込み後、運営準備室より請求書を発行いたします。 

請求書発行日より1 ヶ月以内に、請求書記載の指定口座へ共催費のお支払をお願いいたします。 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

（お振込先） 

三菱UFJ銀行 本郷支店 【銀行コード：0005  店番：351】 

口座番号  ： （普通） 0175368 

口座名(漢字)： 一般社団法人医療の質・安全学会 

口座名(カナ)： ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｲﾘｮｳﾉｼﾂｱﾝｾﾞﾝｶﾞｯｶｲ  ※口座名(カナ)に「・」は入りません 

 

（8）取消 

申込書提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合を除き、取消はできません。ご了承ください。 

 

（9）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、附設展示会出展に要した費用に関して、各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイ

ドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインをご希望の方は、運営準備室までお問い合わせください。 
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バーチャルブックストア 募集要項 

 
下記のように出版社向けにバーチャルブックストアの企画をいたしました。 

お申込みを心よりお待ち申し上げております。 

 

（1） 予定募集企業数：20社 

 

（2） 出展費：  

展示内容 出展費（税込） 募集数 

書籍展示（Zoom機能付） 165,000円 10社 

書籍展示のみ 88,000円 10社 

 

（3） バーチャルブックストア出展総額： 2,530,000円 

 

（4） 日時： 2021年11月27日（土）～28日（日） 

 

 (5) 利用方法： 

✔ 特設バーチャル展示場にて出展できます。 

✔ 書籍をラインアップします。（書籍をクリックいただくと自社サイトまたはAmazonなど購入サ 

イトにつなげることも可能です。） 

✔ Zoom機能は、販売員による書籍紹介のみならず、著者の先生をお招きしてのトークセッション 

としてもご利用いただけます。（著者への謝礼等は出展費用に含まれませんので、予めご了承くだ 

さい。） 

 

 

ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM 
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（6） 申込方法 

添付申込み用紙にてお申し込みください。 

 

（7） 申込先 

第16回医療の質・安全学会学術集会 テクニカルサポート事務局 

有限会社ビジョンブリッジ内  

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町43 新神楽坂ビル2階 

TEL：03-5229-6881／FAX：03-3508-1302／E-mail：16jsqsh@supportoffice.jp 

 

（8）申込締切日： 2021年 8 月 31 日（火） 

※予定小間数に達した場合は、期限前でも申込みを締め切ることもありますので、お早めにお申込み 

ください。 

※展示物等が本学会の主旨にそぐわない場合，出展をお断りすることもございます。 

 

（9）支払方法 

申込み後、運営準備室より請求書を発行いたします。 

請求書発行日より1 ヶ月以内に、請求書記載の指定口座へ共催費のお支払をお願いいたします。 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

（お振込先） 

三菱UFJ銀行 本郷支店 【銀行コード：0005  店番：351】 

口座番号  ： （普通） 0175368 

口座名(漢字)： 一般社団法人医療の質・安全学会 

口座名(カナ)： ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｲﾘｮｳﾉｼﾂｱﾝｾﾞﾝｶﾞｯｶｲ  ※口座名(カナ)に「・」は入りません 

 

（10）取消 

申込書提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合を除き、取消はできません。ご了承ください。 

 

（11）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、附設展示会出展に要した費用に関して、各社の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイ

ドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインをご希望の方は、運営準備室までお問い合わせください。 
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第16回医療の質・安全学会学術集会 

収支予算書 

収   入 

No. 項 目 金 額（税込） 備 考 

1 参加費収入 24,000,000   

2 広告関係 1,452,000   

3 オンラインCM関係 3,520,000   

4 バーチャル展示関係 8,350,000   

5 バーチャルブックストア関係 2,530,000   

6 教育セミナー関係 12,100,000   

  合計 51,952,000   

支   出 

No. 項 目 金 額（税込） 備 考 

事前準備関係費 28,049,780   

1 一般準備経費 6,791,400   

2 企業協賛 4,769,600   

3 広報 1,440,000   

4 プログラム抄録集編集 3,797,750   

5 事前登録関係 3,370,150   

6 通信費 723,880   

7 会議費 0   

8 印刷関係費 7,157,000   

当日運営関係費 13,220,000   

1 機材関係費 2,500,000   

2 運営要員関係費 2,200,000   

3 会場費（ハイブリッド） 1,540,000   

4 Web視聴サイト関係費 2,530,000   

5 バーチャル展示会場制作費関係費 3,500,000   

6 CM動画配信関係費 950,000   

事後処理関係費 4,536,750   

1 制作関係費（オンデマンド配信） 3,500,000   

2 通信費 36,750   

3 租税公課 1,000,000   

運営委託業者業務管理費 4,383,175   

講演料、賞金（上原賞、ＢＰ賞） 1,372,740   

予備費 389,555   

合 計 51,952,000   
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