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ご挨拶 

謹啓 

仲秋の候,貴社におかれましては益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜

り，厚くお礼申し上げます。 

さて，この度第 74 回国立病院総合医学会を 2020年 10月 16日（金）～17日（土）の 2日間, 国立病

院機構関東信越グループの新潟病院（柏崎市), 西新潟中央病院（新潟市），さいがた医療センター（上

越市），東京医療センター（東京都）が主管して，新潟市中心部にある朱鷺メッセ及びホテル日航新潟に

て開催させていただくこととなりました。この実施主体である国立病院機構は全国 141施設からなる日

本で最大の病院グループであり,さらに国立研究開発法人である循環器病，がん，成育，国際，長寿，精

神・神経の医療研究センターおよびハンセン病療養所が加わっています。著名な講師陣による特別講演

や教育講演,シンポジウム,ワークショップを行う予定であり,医師，看護師をはじめ，保健医療福祉に

従事するすべての多専門職種 約 6,000人の参加者を見込んでいます。 

今回，メインテーマとして「先進的イノベーションと支える医療の融合 求められる国立医療の構築

～2020 ときを越えて～」を掲げています。抗体医薬, 核酸医薬, 遺伝子導入, 遺伝子編集, 幹細胞治療

を代表とする医薬品・再生医療等製品のイノベーション，人工臓器，手術ロボット，サイボーグ型ロボ

ットなど様々な医療機器のイノベーションが進み，今まで治癒不能な患者，難病と言われてきた患者に

対しても革新的な治療法を使った保険診療がはじまっています。私達はそのため，臨床試験・臨床研究

を促進しこれらのイノベーションを社会に実装する努力をおこなってきました。統計学的エビデンスを

もって治療の有効性を検証し，社会に広めていくと同時に，国民一人一人の為に，疾患の種類，重症度，

障害の程度，年齢に係わらず，支えていく医療提供の必要性が増しています。私達はあらゆるライフコ

ースにおいて患者の報告するアウトカム（Patient reported outcome, PRO）の向上を目標にした医療を

提供する必要があります。地域医療における 5 疾病・5 事業を実施すると同時に，難病や障がい児（者）

に対するセーフティネット医療の充実が重要です。私達は，行政，関連医学会，高等教育機関，研究所，

医薬品・医療機器製造販売企業，すべてのヘルスケア・食品産業の方々と更なる連携を進めると同時に，

我が国の保健医療福祉従事者の核として保健医療を担っていくつもりです。上記の内容を踏まえ，多専

門職種が活発に情報交換を行い学び，安定した継続のために災害医療，ＢＣＰ対策，医療安全，個人情

報保護，働き方改革，国際保健等お互い切磋琢磨し議論を深めたく思っています。 

本来，本学会の開催経費は参加者が負担する参加費で賄われるべきではありますが,会場規模からかか

る経費による全体予算が不足することが予想されており，関連の企業の方々におかれましては,本学会の

趣旨にご賛同いただき，格別のご高配をお願い申し上げる次第でございます。皆様の御支援とご参加に

よりさらに実り多い国立病院総合医学会になることを確信いたしております。 

末筆ではございますが，貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

2019 年 10 月吉日 

第 74 回国立病院総合医学会 

会 長 中 島 孝 

（独立行政法人国立病院機構 新潟病院 院長） 

副会長 大平 徹郎 

（独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 院長） 

副会長 下村 登規夫 

（独立行政法人国立病院機構 さいがた医療センター 院長） 

副会長 新 木  一 弘 

（独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 院長） 
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■ 会議名称 ： 第74回国立病院総合医学会

■ テーマ ： 先進的イノベーションと支える医療の融合 求められる国立医療の構築 

～2020　ときを越えて～

■ 会　期 ： 2020年10月16日(金)～17日(土)

■ 会　場 ： 朱鷺メッセ　新潟コンベンションセンター

〒950-0078　新潟市中央区万代島6番1号

ホテル日航新潟

〒950-0078　新潟県新潟市中央区万代島5番1号

■ 参加者数 ： 約6,000名 (国立病院機構・国立高度専門医療研究センター・国立ハンセン病療養所の

医師、看護師、コメディカル、事務職員、企業、招待者など)

■ 会　長 ： 中島　孝 独立行政法人国立病院機構　新潟病院　院長

■ 副会長 ： 大平　徹郎 独立行政法人国立病院機構　西新潟中央病院　院長

下村　登規夫 独立行政法人国立病院機構　さいがた医療センター　院長

新木　一弘 独立行政法人国立病院機構　東京医療センター　院長

■ 開催目的 ：

■ 日程表（予定） ： 10月16日（金）

開会式

特別講演、基調講演、招請講演

ランチョンセミナー

シンポジウム、一般演題（口演・ポスター）

教育講演、QC活動表彰式

塩田賞授賞式、スイーツセミナー、全員交流会

シンポジウム

特別講演、基調講演、招請講演

一般演題（口演・ポスター）

ランチョンセミナー

シンポジウム、一般演題（口演）

閉会式

■ 主なプログラム ： 特別講演、基調講演、シンポジウム、一般演題（口演・ポスター）、塩田賞授賞式

ランチョンセミナー、スイーツセミナー

午後

国立病院総合医学会は、国立病院機構のみならず国立高度専門医療研究
センター、国立ハンセン病療養所の行う医学及び医療に関する研究として、
医療の質の向上、政策医療に関する情報の提供、研究の質の向上など、国
民のために果たすべき医療の研究及び新しい医療の情報発信を発表する貴
重な場であります。更に、参加者にとって有意義な学会にするとともに、魅力
的なプログラムを編成して、広く国民の健康増進に寄与したいと考えておりま
す。

午前

午後

10月17日（土）

午前

開催概要
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■ 展示・各種広告・セミナー共催・寄附金を必要とする理由　：

■ 事務局 ： 独立行政法人国立病院機構　新潟病院

〒945-8585　新潟県柏崎市赤坂町3番52号

■ 本学会に関するお問合せ先 ：

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824　仙台市青葉区支倉町4-34　丸金ビル6階

TEL：022-722-1311　FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

本学会は、参加者約6,000名（招待者を含む）が予定され、会議の準備・運営に関する費用
は総額124,490,500円が見込まれています。これらの諸経費は、本来は学会参加者の参加
登録費等によって賄うべきではございますが、参加者が個人で負担できる金額には限りが
ございます。従いまして、必要経費の相当額は、諸団体及び諸企業の方々のご援助に頼ら
ざるを得ないのが実情でございます。
つきましては、本学会の開催趣旨を十分にご理解頂き、展示・各種広告・セミナー共催・寄
附金を賜わりますようお願い申し上げる次第です。

開催概要
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項　　目 金額（円） 項　　目 金額（円）

学会参加費（事前） ¥32,000,000 事前準備関係費 ¥35,931,000

学会参加費（当日） ¥8,000,000 　運営準備 5,845,000

学会参加費（看護学生） ¥1,400,000 　協議会取りまとめ 1,281,000

全員交流会 ¥1,500,000 　企業協賛 1,720,000

国立病院機構本部準備金 ¥10,000,000 　接遇 500,000

共催セミナー収入 ¥41,580,000 　プログラム 6,880,000

展示収入 ¥11,940,500 　事前登録関係費 4,750,000

広告収入 ¥4,070,000 　通信費 1,223,000

寄付金 ¥5,000,000 　プログラム集制作費 4,800,000

新潟県・新潟市助成金 ¥9,000,000 　その他制作関係費 8,932,000

当日運営関係費 ¥74,657,000

　機材関係費 11,736,000

　看板・ポスター関係費 3,045,000

　運営要員関係費 5,530,000

　展示会場関係費 1,625,000

　会場関係費 17,859,000

　飲食・懇親会関係費 22,945,000

　接遇・招待関係費 11,917,000

委託費 ¥5,786,000

その他諸経費 ¥8,116,500

収入合計 ¥124,490,500 支出合計 ¥124,490,500

収 入 支 出

収支予算概要
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■共催セミナー開催にあたって

（1） 名  称　 :      共催　第74回国立病院総合医学会　/　株式会社○○○○

（2） プログラム編成　　: テーマ、座長、演者については、協議のうえ決定させて頂きます。

（3） 会場選定 :      希望をお伺いした後、事務局にて調整し、決定いたします。

■共催費について

共催費については、次項の一覧表をご参照ください。

共催費には以下の項目が含まれております。

・講演会場費

・附帯設備費（机、椅子、ステージ等）

・機材費（本会で使用している設置済み機材）

・音響、照明関係費

上記以外の経費は別途ご負担をお願いいたします。

・飲食費（参加者用弁当、講師用弁当など）

・講師旅費・謝金

・会場機材オペレーター

・看板装飾費

・ポスター、チラシ印刷費

・その他追加機材（控室用機材、同時通訳、ビデオ収録、録音、運営スタッフなど）

※その他追加準備に関しては、運営事務局でも有償にて手配が可能です。

※運営事務局での手配は、所定の手配手数料15%がかかることをご了承ください。

■共催セミナー一覧

収容人数
（予定）

共催費(税別) 申込枠数（予定）

400席以上 1,800,000円 4　枠

150-220席 1,500,000円 10　枠

110席未満 1,200,000円 8　枠

150-220席 1,200,000円 5　枠

※上記以外の共催セミナーについてもご希望に応じて設定いたします。

※収容人数は会場のレイアウトにより変更する場合もございますので予めご了承ください。

※本学会では、寄付金および共催セミナーに要した費用（共催費、飲食費等）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します。

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、「共催メーカーと医療機関及
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。

開催日 セッション名（仮）

ランチョンセミナーＡタイプ
10月16日(金)・17日(土)

お昼の時間帯60分
（予定）

ランチョンセミナーＢタイプ

ランチョンセミナーＣタイプ

10月16日(金)
午後の時間帯60分

（予定）
スイーツセミナー

共催セミナー開催要項
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■申込方法について

本募集要項の内容をご確認頂いた上、

本学会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/74nms/）よりお申込みください。

■セミナー内容について

セミナー内容については事務局で協議のうえ決定させて頂きます。

ご希望のセミナー内容を申込書にご記入ください。

■会場決定について

募集にあたってご希望の日程、会場が重なる可能性がございますので、お申込みの際に、必ず第2希望、

第3希望までご記入ください。

会場の決定については、申込書の開催希望欄を参考の上、事務局一任とさせて頂きますので、

予めご了承ください。

■スケジュールについて

2020年1月31日（金） 申込締切

2020年6月中旬 開催日時、会場最終決定、共催費請求書発行

2020年8月下旬 当日手配関係ご案内の発送

2020年8月末 共催費入金締切

■お問合せ先

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824  仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階

TEL：022-722-1311  FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

共催セミナー申込方法
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■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

・書籍他

■出展料金

種類 単位 小間サイズ（予定） 出展料金

基礎小間 1小間 1.62㎡(W1.8m×D0.9m×H2.4m) 250,000円(税別)

スペース小間※ 1小間 1.62㎡(W1.8m×D0.9m) 200,000円(税別)

書籍展示 1本 長机1.62㎡(W1.8m×D0.9m) 15,000円(税別)

音響展示 1本 長机1.62㎡(W1.8m×D0.9m) 30,000円(税別)

※スペース小間は4小間以上のお申込みに限ります。

■募集小間数（予定）

基礎・スペース合計：45小間　/　書籍：5本　/　音響：1本　

■展示小間割の決定

主催者事務局で決定します。

■出展物

出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。

■薬事法未承認品の展示について

運営事務局にお問い合わせください。

■外国出展物

展示場は、保税展示場とはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、

またはATAカルネの制度をご利用ください。

詳細は運営事務局にお問い合わせください。

■出展者へのご案内

出展者説明会は行いません。開催の1カ月前までに小間割、搬入、装飾、管理などについて

詳細をご連絡いたします。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内いたします。

■出展物の販売の禁止

会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止いたします。

■会場の管理

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力

による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。

■会場・会期・開場時間の変更

やむを得ない事情により会場、会期及び開場時間を変更する場合があります。

この変更を理由として出展申込みを取り消すことは出来ません。またこれによって生じた損害は

補償いたしません。

■本会議プログラムへの参加資格について

参加資格はございません。会議プログラムに参加希望の方は運営事務局までお問い合わせ

ください。

但し、展示会場内への出展者の入場制限はございません。

付設展示会出展要項
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■搬入・設置（予定）

2020年10月15日（木）　15:00～

※装飾についても上記時間にて行ってください。

■搬出･撤去（予定）

2020年10月17日（土）　17:00～

■小間規格

・間仕切りの後壁(いずれもベニヤ加工紙貼り仕上)

・社名板

・蛍光灯

・展示台1台(W1800×D900)

以上の物は当方で設置致します。上記以外の小間内装飾は、出展者が行ってください。

※スペース小間をご希望の場合、床面に墨だしを実施の上お引き渡しいたします。また、左右が他の

ブースと隣接している場合、白経表装袖パネル(w900×H2100)を事務局にて設置いたします。

基礎小間姿図

※社名のロゴ等必要な場合は

ご指示ください。(有料)

■禁止事項

装飾物、展示物の高さは、2.4mに制限します。ただし、やむを得ず越える場合、事務局の

承認を必要とします。

また、床面への直接工作(ガムテープ、アンカー等)は原則的には禁止いたします。

■電　気

出展者の希望により、有償で電気(交流単相二線式100V50ヘルツ)を開閉器にて

小間まで供給いたします。

(それ以外の特殊電源に関しては別途ご相談ください。）

■給排水

水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則的に禁止いたします。

1小間=間口1.8m×奥行0.9m×高さ2.4m

小間設置概要

基 礎 小 間
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■申込方法

本募集要項の内容をご確認頂いた上、

本学会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/74nms/）よりお申込みください。

■お問合せ先

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824  仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階

TEL：022-722-1311  FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

■申込締切

2020年5月29日（金）

但し、募集小間数に達し次第、申込を締め切ります。

■出展料のお支払い

申込締切後、請求書をお送りしますので、請求書に記載の支払い期日までに指定口座(請求書に記載)

にお振込みください。

■出展申込みの取り消し

2020年5月30日(土)以降の取り消しについては、一切お受けできませんので

予めご了承ください。

出展申込方法
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第67回国立病院総合医学会抄録集　および　ポケットプログラム

第74回国立病院総合医学会プログラム集

（１）抄録集： 7,000部 （２）ポケットプログラム： 7,000部

ポケットプログラム：6,000部

（１）抄録集：事前送付 （２）ポケットプログラム：当日配布

当日配布　※但し、事前参加登録者に対しては、事前発送の予定

■配布対象 第67回国立病院総合医学会　事前登録者および当日参加者

第74回国立病院総合医学会　事前参加登録者および当日参加者

■原稿サイズ （１）抄録集：Ａ４ （２）ポケットプログラム：Ａ５

ポケットプログラム：Ａ５ （後付1/2頁はＡ５の1/2）

完全版下もしくは完全ポジフィルム

運営事務局までメールにてお送りください。

表2、表3、表4　：カラー（予定）
表2、表3、表4　 ： カラー（予定）
後付      　       ： 白黒

■印刷様式 オフセット印刷（紙焼・フィルム・清刷り）
オフセット印刷

■作成費用 抄録集 　　 　　9,450,000円　（印刷費：9,000,000円　消費税：450,000円）
4,800,000円（税別）

■掲載料金と募集数
総額 : 2,800,000円（税別）

70,000円

計画数

（　1口）

（　1口）

（　1口）

（ 25口）

（  3口）

金額 （税別）

300,000円

250,000円

200,000円

100,000円・後付1頁

・後付1/2頁

・表４　（裏表紙）

・表２　（表紙の裏）

・表３　（裏表紙の裏）

プログラム集 広告募集要項

■色

■媒体名

■製作数

■配布日

■原稿
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■申込方法

本募集要項の内容をご確認頂いた上、

本学会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/74nms/）よりお申込みください。

■お問合せ先

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824  仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階

TEL：022-722-1311  FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

■申込締切

締切：2020年6月30日（火）必着

申し込み順に受付し、予定数に達した時点で申し込み終了といたします。

■申込みのお取り消し
2020年7月1日（水）以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め

ご了承ください。

■原稿送付締切

原稿締切：2020年7月17日（金）必着

■広告料振込先と期日

申込登録後、請求書をお送りしますので、請求書に記載の支払い期日までに
指定口座(請求書に記載)にお振込みください。

プログラム集 広告申込要項
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募集要項

■媒体 第67回国立病院総合医学会抄録集　および　ポケットプログラム

第74回国立病院総合医学会ホームページ

URL　:　https://site2.convention.co.jp/74nms/

■対象

国立病院機構所属の職員

（１）抄録集： 7,000部 （２）ポケットプログラム： 7,000部

申込後掲載～2020年10月末(予定)

■広告掲載料 （１）抄録集：事前送付 （２）ポケットプログラム：当日配布

200,000円(税別)

■掲載箇所 第67回国立病院総合医学会　事前登録者および当日参加者

トップページ内

■募集枠

5枠

■データサイズ （１）抄録集：Ａ４ （２）ポケットプログラム：Ａ５

横幅（Ｗ）200pixel、縦幅（H） 60pixel

「gif」及び「アニメーション gif」/ Jpeg）容量（1MB 以内）

完全版下もしくは完全ポジフィルム

申込書の受領後、詳細をご連絡いたします。

原稿をお送りいただきましたらすぐホームページに掲載します。

■申込締切

2020年6月30日（火）必着とさせていただきます。

■申込のお取り消し

2020年7月1日（水）以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め

ご了承ください。

■申込方法

本募集要項の内容をご確認頂いた上、

本学会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/74nms/）よりお申込みください。

■お問合せ先

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824  仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階

TEL：022-722-1311  FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

■広告料振込先と期日

申込登録後、請求書をお送りしますので、請求書に記載の支払い期日までに

指定口座(請求書に記載)にお振込みください。

ホームページ　バナー広告募集要項

■原稿

■掲載期間
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第74回国立病院総合医学会 公式アプリケーションソフトウェア

対応OS：iOS、Android

（１）抄録集： 7,000部 （２）ポケットプログラム： 7,000部

第74回国立病院総合医学会 参加者

■配信日 （１）抄録集：事前送付 （２）ポケットプログラム：当日配布

申込書受領後、準備手続き完了次第掲載開始

■広告掲載料

500,000円 （税別）

■掲載箇所 第67回国立病院総合医学会　事前登録者および当日参加者

iOS版およびAndroid版のトップページへ掲載

■募集枠

1枠

（２）ポケットプログラム：Ａ５

サイズは3種（天地50 × 左右320ピクセル、天地100 × 左右640ピクセル、

天地120 × 左右768ピクセル）画像形式：png、解像度：72dpi、透過無しで保存、カラー：RGB形式

表2、表3、表4　：カラー（予定）
申込登録後、詳細をお送りいたします。

■申込締切

2020年6月30日（火）必着とさせていただきます。

■申込のお取り消し

2020年7月1日（水）以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め

ご了承ください。

■申込方法

本募集要項の内容をご確認頂いた上、

本学会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/74nms/）よりお申込みください。

■お問合せ先

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824  仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階

TEL：022-722-1311  FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

■広告料振込先と期日

申込登録後、請求書をお送りしますので、請求書に記載の支払い期日までに

指定口座(請求書に記載)にお振込みください。

学会アプリバナー広告募集要項

■媒体

■原稿

■配布対象

■データサイズ（予定）
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第74回国立病院総合医学会　ネームケース＆ストラップ協賛

■広告日程 （２）ポケットプログラム： 7,000部

2020年10月16日(金) ・ 17日(土) の2日間

■募集内容 （２）ポケットプログラム：当日配布

ネームケース・ストラップの物品提供

■対象

第74回国立病院総合医学会 参加者

■募集枠

2口（3,000本／1口）※ネームケース込

■申込締切
2020年6月30日（火）までとさせていただきます。

■申込のお取り消し
2020年7月1（水）以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め
ご了承ください。

■申込方法

本募集要項の内容をご確認頂いた上、

本学会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/74nms/）よりお申込みください。

■お問合せ先

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824  仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階

TEL：022-722-1311  FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

当日配布用ネームケース＆ストラップ協賛募集要項

■名称
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■名称

第74回国立病院総合医学会　寄附金

■寄附金目標額

5,000,000円

■募集期間

2019年10月から2020年8月まで

■寄附金の使途

第74回国立病院総合医学会の事前準備ならびに当日運営経費に充当

■寄附金の申込方法

本募集要項の内容をご確認頂いた上、

本学会ホームページ（https://site2.convention.co.jp/74nms/）よりお申込みください。

■お問合せ先

第74回国立病院総合医学会　運営事務局

日本コンベンションサービス株式会社  東北支社内

〒980-0824  仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階

TEL：022-722-1311  FAX：022-722-1178

E-mail: 74nms@convention.co.jp

■寄附金の払込方法

銀行名： 三菱UFJ銀行

口座店： 本店 （店番：001）

口座種別： 普通

口座番号：

口座名義：　　　　

フリガナ：

※税法上の措置はございません。

独立行政法人国立病院機構関東信越グループ　第74回国立病院総合医学会口

2291023

ダイ７４カイコクリツビヨウインソウゴウイガクカイグチ

ドク）コクリツビヨウインキコウカントウシンエツグループ

寄附金募集要項
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