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■ 会議名称 ： 第75回国立病院総合医学会

■ テーマ ： 社会の大転換期における国立医療 

救う、支える、育む、拓く　～連帯と挑戦～

■ 会　期 ： 2021年10月23日(土)

※オンデマンド配信期間：2021年10月23日（土）～11月20日（土）

（スポンサードセミナー開催期間）

■ 開催形式 ： WEB開催

■ 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 ： 上之原　広司 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター　院長

■ 副会長 ： 飛田　宗重 独立行政法人国立病院機構　米沢病院　院長

永野　功 独立行政法人国立病院機構　宮城病院　院長

■ 開催目的 ：

■ 日程表（予定） ： 開会式

主なプログラム 特別講演、特別シンポジウム

■ セミナー共催・展示・各種広告・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　仙台医療センター

〒983-8520　仙台市宮城野区宮城野2-11-12

■ 本学会に関するお問合せ先 ：

第75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: 75nms@convention.co.jp

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。

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54,905,000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、セミナー共催・展示・各種広告・寄附金
を賜わりますようお願い申し上げる次第です。

10月23日（土）

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） ¥15,000,000 事前準備関係費 ¥22,234,600

学会参加費（通常） ¥2,000,000 　運営準備 4,070,000

国立病院機構本部準備金 ¥10,000,000 　企業協賛 1,115,950

スポンサードセミナー収入 ¥19,800,000 　接遇 660,000

オンライン展示収入 ¥4,400,000 　プログラム 4,067,800

バナー＋抄録集（PDF）広告収入 ¥1,705,000 　事前登録関係費 4,450,000

寄付金 ¥2,000,000 　通信費 1,223,000

　抄録集（PDF）制作費 2,090,000

　その他制作関係費 4,557,850

当日運営関係費 ¥22,255,000

　機材関係費 17,715,000

　運営要員関係費 550,000

　オンライン展示制作費 990,000

　接遇・招待関係費 3,000,000

委託費 ¥3,867,600

その他諸経費 ¥6,547,800

収入合計 ¥54,905,000 支出合計 ¥54,905,000

収　　　入 支　　　出

収支予算概要
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■スポンサードセミナー開催にあたって

（1）　名　　  称　 :      共催　第75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。

■スポンサードセミナー一覧

セッション時間 共催費(税込) 申込枠数（予定）

60分 1,320,000円 10枠

60分 1,320,000円 10枠

■開催方式　

※どちらかをご選択ください。

（１）収録動画オンデマンド配信（事前収録動画の配信）

（２）ライブ配信（期間中のいずれかの日時指定）

     ※配信スタジオのネットワークセキュリティ負荷軽減の為、なるべく（1）収録動画オンデマンド配信を

　      ご選択ください。

    ※参加登録を行い、特設視聴サイトにアクセスできるIDとパスワードを保持している方のみ視聴可能といたします。

■配信詳細

（１）収録動画オンデマンド配信

　1. 提出いただいた動画をオンデマンドにて放映（Vimeo使用予定）

　2. 座長の有無は企業一任とさせていただきます。

◆共催費に含まれるもの

　1. オンライン学術集会内で講演を放映する権利

　2. WEB掲示板でのQ&A機能

　3. オンライン医学会のプログラム掲載

　4. アンケートフォームへのリンクボタン設置（アンケートフォームは各社にてご用意ください）

　5. WEBサイト（スポンサードセミナー専用ページ）構築費

　6. オンデマンド設備及び配信費用

◆共催費に含まれないもの

　1. 収録会場費

　2. 講演動画収録・編集等に係る費用

　3. パソコン

　4. マイク、Webカメラ

　5. 収録時のインターネット回線

　6. ポスター・チラシ等印刷制作費

　7. 座長・演者への謝金等、接遇にかかる費用

　8. その他上記に関連する費用

スポンサードセミナー開催要項

スポンサードセミナー
開催期間

申込枠

オンデマンド配信2021年10月23日(土)
～11月20日（土）

（予定） ライブ配信
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スポンサードセミナー開催要項

（２）ライブ配信

　1. 本学会が招待するZoomを使用したセミナーライブ配信　※Zoom以外の使用はできません。

　2. Zoomの使用が難しい場合には、（１）の収録動画オンデマンド配信を御願いします。

　3. Webカメラ、マイクがある状況で、座長・演者をインターネット回線で繋ぎご講演いただきます。

  4. 座長の有無は企業一任とさせていただきます。

  5. 演者・座長・視聴者の通信環境によっては画像・音声が乱れる可能性がございます。

◆共催費に含まれるもの

　1. 指定日時にオンライン学術集会内で講演を放映する権利

　2. ZoomのQ&A機能を使用して視聴者からの質問をチャットで受け付ける機能

　3. オンライン学術集会のプログラム掲載

　4. Zoom使用料

　5. アンケートフォームへのリンクボタン設置（アンケートフォームは各社にてご用意ください）

　6. WEBサイト（スポンサードセミナー専用ページ）構築費

◆共催費に含まれないもの

　1. ライブ配信会場費

　2. パソコン

　3. マイク、Webカメラ

　4. 収録時のインターネット回線

　5. ポスター・チラシ等印刷制作費

　6. 座長・演者への謝金等、接遇にかかる費用

■情報公開への同意について

 各種共催申込に関しまして、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」及び
 日本医療機器連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、
 「共催企業様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公開することに同意いたします。
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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/75nms/）よりお申込みください。

■申込締切

2021年6月30日（水）とさせていただきます。

■申込のお取り消し

※セミナー申し込み後、やむを得ない事情により取り消しをされる場合は、

    以下の通り規定の取り消し手数料を申し受けることがございますので、予めご了承下さい。

・2021年7月1日（木）以降のキャンセルの場合：共催費の50％

・2021年8月1日（日）以降のキャンセルの場合：共催費の100％

■セミナー内容

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ご選択ください。

■スケジュール

2021年6月30日（水） 申込締切

2021年8月下旬 セミナー枠決定、共催費請求書発行

2021年9月下旬 オンデマンド動画ご提出締め切り※詳細は別途ご連絡します

2021年9月末 共催費入金締切

■共催費のお支払い

セミナー開催日時確定後、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。

■お問合せ先

第75回国立病院総合医学会　スポンサードセミナー準備室

株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ内（日本コンベンションサービスグループ）

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-11-4　藤吉ビル3階

営業時間：10:00～18:00（土日祝休業）

Tel：03-5283-6778
E-mail:sp-75nms@jcs-c.com

スポンサードセミナー申込方法
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■オンライン展示会出展場所

第75回国立病院総合医学会 ホームページ内

■対象

第75回国立病院総合医学会 参加者6,000名（予定）

■出展料金

220,000円(税込)

■募集枠数（予定）

オンライン展示：50枠

■配信期間（予定）

2021年10月23日（土）～2021年11月20日（土）

■掲載項目

1) 企業ロゴまたはバナー

　　ロゴサイズ：JPEG、PNGデータの場合・・・幅600～1000px　解像度72dpi

　　バナーサイズ：横幅（Ｗ）200pixel、縦幅（H） 60pixel

2) 団体・企業ホームページURL

3) 製品／サービス紹介文（3つ程度）

　　1製品／サービスにつき200字程度

4) 製品／サービス紹介写真

　　サイズ：幅1000px、解像度72dpi（3枚まで）

5) PR動画（任意）

　　3分以内、原則1本まで

　　　※You TubeのURL（vimeo等のiframeも可）をご支給ください。

6) チラシPDFデータ（任意）

　　サイズ：A4タテ　（学会ロゴの掲載必須）、1種類まで。詳細は別途ご連絡。

7) 「お問合せ先」に記載する貴社担当者情報

8) Zoom ミーティングURLリンク（任意）

　※参加者とオンライン上で直接コンタクトする場として、

　　オンライン展示ブースに ZoomミーティングURLをリンクすることが可能です。

　　 リンクを希望される際は、ホストおよびURLの発行を企業様にてご設定の上、

　　 URLをご提供ください。

9) アンケートURL/QRコード（任意）

　　※掲載を希望される場合、アンケートフォームを作成いただき、

　　　 QRコードリンク先のURLをご提供ください。

各種掲載項目については、お申込み後に改めて詳細をご連絡いたします。

掲載素材については変更になる可能性もございますこと、あらかじめご了承ください。

オンライン展示出展要項
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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/75nms/）よりお申込みください。

■申込締切

2021年7月30日（金）

但し、募集枠数に達し次第、申込を締め切ります。

■申込のお取り消し

※出展申し込み後、やむを得ない事情により取り消しをされる場合は、

    以下の通り規定の取り消し手数料を申し受けることがございますので、予めご了承下さい。

・2021年7月31日（土）以降のキャンセルの場合：協賛費の50％

・2021年8月31日（火）以降のキャンセルの場合：協賛費の100％

■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。

■お問合せ先
第75回国立病院総合医学会　展示事務局

日本コンベンションサービス株式会社内　担当：高山 茂

〒130-0012　東京都墨田区太平4-6-17-504
E-mail：s-taka@cc.rim.or.jp

出展申込方法
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第75回国立病院総合医学会ホームページバナー＋プログラム抄録集（PDF版）

学会ホームページ内にて閲覧、ダウンロード

■配布対象

第75回国立病院総合医学会　参加者

■原稿サイズ

バナー：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）

プログラム抄録集（PDF版）：後付 カラー1頁（A4サイズ）

                                        ：後付 カラー1/2頁（A4サイズの1/2）

運営事務局までメールにてお送りください。

ホームページバナー広告は、バナーリンク先URLについてもお教えください。

カラー

■印刷様式
印刷なし、データ配布のみ

■作成費用
2,090,000円（税込）

■掲載料金と募集数
総額 : 1,705,000円（税込）

77,000円

計画数

（ 15口）

（ 5口）

金額 （税込）

110,000円
　・後付1頁
    バナー広告含む

　・後付1/2頁
　　バナー広告含む

ホームページバナー＋プログラム抄録集（PDF版）広告 募集要項

■色　

■媒体名

■配布方法

■提出方法　　
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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/75nms/）よりお申込みください。

■申込締切

2021年7月30日（金）

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。

■申込のお取り消し

※広告掲載申し込み後、やむを得ない事情により取り消しをされる場合は、

    以下の通り規定の取り消し手数料を申し受けることがございますので、予めご了承下さい。

・2021年7月31日（土）以降のキャンセルの場合：協賛費の50％

・2021年8月31日（火）以降のキャンセルの場合：協賛費の100％   

■原稿送付締切

原稿締切：2021年8月9日（月）必着

■広告料のお支払い

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。

■お問合せ先
第75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: 75nms@convention.co.jp

ホームページバナー＋プログラム抄録集（PDF版）広告 申込方法
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■名称
第75回国立病院総合医学会　寄附金

■寄附金目標額
2,000,000円

■寄附金の使途
第75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

■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/75nms/）よりお申込みください。

■募集期間
2021年1月～2021年9月末まで

■寄附金の振込先
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：

■情報公開への同意について
拠出いただきました寄付金を各社が公表することについて了承いたします。

■お問合せ先
第75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: 75nms@convention.co.jp

　　※税法上の措置はございません。

第75回国立病院総合医学会

2414233

ダイナナジユウゴカイコクリツビヨウインソウゴウイガクカイ

ドク）コクリツビヨウインキコウ センダイイリヨウセンター ホツカイドウトウホクグループ

独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 北海道東北グループ

寄附金募集要項
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