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ご 挨 拶 
 

謹啓 時下、貴社におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご厚誼

にあずかり、厚く御礼申し上げます。 

このたび、2020 年 11 月 18 日（水）～20 日（金）の 3 日間、岐阜市（長良川国際会議場、都ホテル岐阜

長良川、岐阜メモリアルセンター［で愛ドーム・ふれ愛ドーム］）を会場に、第 48 回日本救急医学会総会・ 

学術集会を開催させていただくことになりました。 

日本救急医学会総会・学術集会は、救急医学に関わる新しい知見を議論し、重症患者を        

専門医療機関へ適切に搬送する体制や方法を議論する場であります。救急医学・救急医療は日々の  

市民生活を支えているだけではなく、近年では災害時に果たす役割も広く認識されるようになり、社会の 

インフラストラクチャーといえる存在です。そうしたなかで、増加する救急医療の需要に対する対応は、  

超高齢化社会を背景として喫緊の課題となっています。このように日本救急医学会への期待は飛躍的に

拡大していますが、山積する課題を解決するためには、あらためて救急医学・救急医療のあり方を    

考えるべき時期に来ていると考えております。 

同時に本学会総会・学術集会のあり方についても改善を図るべく、学会として様々な検討を       

重ねております。そのなかでも共催セミナーや付設展示会については、有益な情報を得られる場として、 

会員、参加者の要望が強いことが会員調査の結果から見えてまいりました。多くの共催セミナープログラム

が企画され、多くの製品情報が出展され、企業から発信される情報を質と量の両面で継続して向上させて

いくために、学会が主導して、取り組んでまいりたいと考えております。 

このような趣旨から、第 48 回日本救急医学会総会・学術集会におきましては、会員、参加者に対して、     

日常診療や医学教育、研究の材料となる新たな知見や医薬品、医療機器などについての情報提供を  

行うため、企業からのご支援を広く募集しようと考えております。 

つきましては昨今の厳しい経済情勢の折、誠に恐縮ではございますが、上記の本学会総会・学術集会

の趣旨にご理解をいただき、是非とも貴社にご支援を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。 

なお、拠出いただきました協賛費用につきましては、各社が公表することについて了承いたします。 

末筆ではございますが、貴社のさらなるご発展を心より祈念申し上げます。 

謹白 

2020年 1月吉日 

一般社団法人 日本救急医学会 

代表理事  嶋津 岳士 

 

第 48回日本救急医学会総会・学術集会 

会   長  小倉 真治 
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第 48 回日本救急医学会総会・学術集会 概要 
 

会 議 名 称 ： 第 48回日本救急医学会総会・学術集会 

  

テ ー マ ： Fight against Time 

  

会 期 ： 2020年（令和 2年）11月 18日（水）～20日（金） 

 

会 場 ： 長良川国際会議場 

 〒502-0817 岐阜市長良福光 2695-2 

 都ホテル 岐阜長良川 

    〒502-0817 岐阜市長良福光 2695-2 

 岐阜メモリアルセンター（で愛ドーム・ふれ愛ドーム） 

    〒502-0817 岐阜市長良福光大野 2675-28 

  

参加予定者 ： 日本救急医学会会員、救急医学にかかわる医療従事者 

 4,500名 

  

主     催 ： 一般社団法人 日本救急医学会 

  

代 表 理 事 ： 嶋津 岳士 

  

学術集会会長： 小倉 真治 

 岐阜大学大学院医学系研究科 救急・災害医学分野 

 

学会事務局 ： 一般社団法人 日本救急医学会 事務局 

 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-3-12 ケイズビルディング 3階 

 TEL：03-5840-9870  FAX：03-5840-9876 

  

学会事務局代行 ： 

（お問合せ先） 

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マーケティング部 

AMC推進チーム内 

 担当： 芝・上田 

 〒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：03-3508-1565  FAX：03-3508-0820 

 E-mail：jaam48@convention.co.jp 
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共催セミナー 募集要項 
1. 開催概要 

セ ミ ナ ー： 

モーニングセミナー： 朝の時間帯の 60分間（予定） 3枠 募集（予定） 

ランチョンセミナー： 昼の時間帯の 60分間（予定） 27枠 募集（予定） 

イブニングセミナー ： 夕方の時間帯の 60分又は 90分間（予定） 3枠 募集（予定） 

 

 第 48回日本救急医学会総会・学術集会と各企業の共催とします。 

 掲載表記（チラシ、看板）は以下の通りとします。 

   共催：第 48回日本救急医学会総会・学術集会 

○○○○株式会社 

 複数社にてご共催の場合の掲載表記は以下の通りとします。 

共催：第 48回日本救急医学会総会・学術集会 

○○○○株式会社 ／ □□□□株式会社 

 

2. セミナー種別・共催費 

   

種類 タイプ 開催日 
席数 

（シアター） 

共催費 

（税込） 

募集 

枠数 

モーニングセミナー（MS） 

（60分） 

MS-A 
11月 19日（木） 

11月 20日（金） 

約 300席 

～500席 
￥1,320,000- 2枠 

MS-B 
約 100席 

～299席 
￥1,100,000- 1枠 

ランチョンセミナー（LS） 

（60 分） 

LS-A 11月 18日（水） 

11月 19日（木） 

11月 20日（金） 

約 300席 

～500席 
￥2,310,000- 18枠 

LS-B 
約 100席 

～299席 
￥1,980,000- 9枠 

イブニングセミナー（ES） 

（60分又は 90 分） 

ES-A 

11月 18日（水） 

約 300席 

～500席 
￥2,200,000- 2枠 

ES-B 
約 100席 

～299席 
￥1,980,000- 1枠 

   ※席数は、全会場シアター形式にて設定した場合を想定しております。 

なお、プログラムの都合で変動する可能性がございます。 

 

3. 申込方法 

学術集会ウェブサイトよりオンラインにて受付いたします。 

本募集要項を確認の上で、お進みください。 

   URL： https://site2.convention.co.jp/jaam48/sponsor/ 

 

4. 申込締切 

2020年 6月 30日（火） 

※但し、募集枠数に達し次第、申込を締め切ります。 

※申込締切日以降のキャンセルは一切お受けできませんのでご了承ください。 
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5. スケジュール 

募集から会期後までのスケジュールは以下で予定しております。 

 

2020年 

6月 30日（火） 

共催セミナー 申込締切 

※セミナー枠に空きがあれば締切後の申込みも状況により受け付けますが、その

場合の開催枠は、締切までにお申込み頂いた企業の枠を決定後、空いた枠の

中から決定いたします。 

7月上旬 

￭ 各社開催枠の決定、通知 

※開催枠の通知まで、座長、演者への打診はお控えください。 

￭ 共催費ご請求書の発行 

￭ ちらし作成要綱を配布 

8月上旬 
各社より共催セミナー準備室へ、セミナー内容の連絡締切 

（セミナータイトル、座長、演者、演題タイトル、抄録） 

9月上旬 各社にてプログラム集掲載内容の校正（セミナー内容の最終確定） 

10月上旬 当日手配物アンケートの開始 

10月下旬 当日手配物申し込み締切、運営実施要綱の配布 

11月 18日（水） 

～20日（金） 
第 48回日本救急医学会総会・学術集会 開催 

12月 当日手配物ご請求書の発行 
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6. 開催枠・プログラムの決定 

セミナー開催枠、座長、演者の決定について 

・ プログラム編成の都合上、セミナー開催内容（希望座長/演者・テーマ）を必ず申込フォームにご記載 

ください。（仮の内容でも結構です。） 

・ 2020 年 6 月 30 日（火）の申込締切後、お申込み内容に基づき学術集会事務局にて開催枠を調整、

決定いたします。 

・ 同日程・同枠への申込みが重複する場合は、ご希望に添いかねる場合もございます。 

・ 開催枠決定後は、他セミナーにも影響するため、いかなる理由によっても枠の変更は行いません。  

予めご了承ください。 

・ 座長・演者・テーマについては、できる限り各社の希望内容を尊重いたしますが、内容が重複した場合

などには調整をお願いする場合がございます。 

・ 7 月上旬の開催枠通知までは、座長・演者の打診はお控えくださいますようお願いいたします。    

開催枠通知後、座長・演者への依頼状等、諸連絡は各社にてお願いいたします。 

 

7. 費用負担について 

（1） 共催費に含まれる項目は以下とさせていただきます。  

・ 会場費 

・ 会場設備・備品使用料 

机、椅子、ステージ ········································· 1式 

PC発表用機材 ··············································· １式（ﾒｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、講演台にWindows PC 1台） 

メインスクリーン ················································ 1枚 

レーザーポインター ········································ 1本（演台） 

計時回線 ·························································· 1式 

マイク（演者／座長／客席） ························· 1式 

照明 ··································································· 1式 

音響 ··································································· 1式 

卓上ライト（演者・座長・進行席） ·················· 3台 

 

（2） 共催費に含まれない下記の項目は共催金とは別に各社でご負担くださいますようお願いいたします。 

例） ・ 座長、演者の謝礼金・交通費・宿泊費 

 ・ 印刷製作物作成費用 

 ・ 控室使用料 

 ・ 控室機材・飲食 

 ・ 録音、収録などの追加機材 

 ・ 講演会場前看板、控室前看板 

 ・ 運営スタッフ 

 ・ モーニングセミナー：参加者用飲食物 

 ・ ランチョンセミナー：参加者用飲食物 

 ・ イブニングセミナー：参加者用飲食物 

       ※有償・後日手配物アンケートを送付いたします。 
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8. 座長・演者とのコンタクトに関して 

座長、演者依頼 

・ 貴社で行っていただきますようお願い申し上げます。必要であれば学術集会からも派遣依頼状を 

送付いたしますので、ご連絡ください。 

ただし、7月上旬の開催枠決定までは、打診はお控えください。 

・ 会長名での派遣依頼状をご入用の場合は、以下をご連絡ください。 

派遣依頼状を必要とする座長・演者本人の氏名・所属 

派遣依頼状の宛名（病院長、学長などの役職、氏名） 

発送先（ご担当企業への送付 or 座長・演者本人への送付など） 

 

9．COI開示に関して 

共催セミナーの演者には、利益相反の有無に関わらず、発表時に開示をお願いしております。 

発表スライドの最初に、該当する COIの有無を開示してください。 

COI申告に関するスライドサンプルは、学術集会ホームページに掲載いたします。 

 

10. 印刷物に関して 

ポスター、チラシの作成については下記のとおりでお願いいたします。 

※作成にあたっての要項は、開催枠通知に合わせてお送りいたします。 

（１） 作成部数 

・ 貴社裁量でお願いいたします。印刷前の原稿の事前確認にご協力ください。 

（２） 当日配布 

・ 総合案内付近にテイクフリーコーナーを設置いたします。 

・ 体裁は A4縦仕様でサイズを統一させていただきます。 

 

11. 発表機材に関して 

7-（1）に含まれない費用につきましては、別途必要機材をお伺いした上、手配させていただきます。費用に

つきましては、貴社ご負担とさせていただきます。 

 

12. その他飲食 

（１） 控室などでの座長・演者の先生方等の飲食、講演会場での水差し（ミネラルウォーター）、 

参加者への飲食（弁当・お茶など）は、貴社ご負担とさせていただきます。 

（２） 飲食関係の取りまとめ、ご請求につきましては、共催セミナー準備室にて一括でご案内いたします。 

 

13. 看板・装飾・会場レイアウトに関して 

（１） 各セミナー会場前看板設置をご希望の場合、各社統一デザインとさせていただきます。 

（２） セミナー運営上、会場内や壇上レイアウトの変更を希望する場合は、予めご相談ください。（詳細は、2020

年 10月に配布予定の運営実施要綱にてご案内いたします） 

セミナー前後のプログラム進行の都合上、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。

ご希望通りレイアウト変更が可能な場合も、設営変更・原状復帰に関わる費用は貴社ご負担となりますので、

ご了承ください。 

（３） セミナー用の誘導看板は、設置不可といたします。  

また、会場内の看板装飾につきましても、前後のプログラム進行の時間上、設置不可とさせていただきます。 
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14. 同時通訳に関して 

（１） 会場によっては、著しく会場席数が減る、または消防法上の避難経路確保等の理由で、同時通訳ブースの

設置が困難な会場がございます。同時通訳導入を予定・検討している場合は、申込書のチェック欄にご記

入ください。開催枠検討の際、その点も考慮の上、決定いたします。 

（２） 通訳者の手配につきましては、貴社にてお願いいたします。 

＊ 共催セミナー準備室で通訳者の手配も行っております。ご要望がございましたらご連絡ください。 

（３） 同時通訳機材につきましては、2020 年 10 月上旬に配布予定の手配物申込書にてお申込みの際に確定く

ださいますようお願いいたします。 

 

15．共催費のお支払い 

申込締切後、請求書をお送りしますので、下記指定口座（請求書にも記載）までお振込みください。 

なお、請求書に記載する指定日までにご入金（または入金日のご連絡）が確認できない場合、 

お申込みを取り消しさせていただく場合がございます。 

 

銀 行 名  ： 大垣共立銀行 

店番・支店名： 074 黒野支店 

口座番号  ： 普通 403943 

口 座 名  ： 第 48回日本救急医学会総会 

フ リ ガナ  ： ダイヨンジユウハチカイニホンキユウキユウイガツカイソウカイ 

 

16. その他 

本共催セミナーは企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに従い、関わる費用を貴社ウェブサイ

ト等に公開することに同意します。 

 

17. お問合せ先  

学会事務局代行 ： 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マーケティング部 

AMC推進チーム内 

 担当： 芝・上田 

 〒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：03-3508-1565 

 E-mail：jaam48@convention.co.jp 

  

共催セミナー準備室 ： 株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ内 

 担当： 多田羅 

 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-11-4  藤吉ビル 3階 

 TEL：03-5283-6778 

 E-mail：ss-jaam@jcs-c.com 
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付設展示会・書籍展示 出展要項 
 

展示会場： 岐阜メモリアルセンター（で愛ドーム） 

          ※講演会場 2会場およびポスター会場と併設予定 

 
A：開催概要  

 

1. 日  程 

搬入・設営 11月 17日（火）           12：00～20：00 （予定） 

展示 11月 18日（水）～20日（金）    9:00～18:00 （予定） 

※20日は 16：00頃終了予定 

搬出・撤去 11月 20日（金）           プログラム終了後 

   ※会場およびプログラム開催時間の都合上、上記の時間は今後変更する場合があります。 

 

2. 出展対象 

医療機器、医療用具、医薬品、検査機器、試薬、書籍 他 

 

3. 出展料及び募集小間数 

※スペース小間の申込みは 4 小間以上からに限ります。 

 

4. 展示小間割の決定 

学会事務局にて決定いたします。 

 

5. 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。 

 

6. 薬事法未承認品の展示について 

展示事務局にお問い合わせください。 

 

7. 出展者へのご案内 

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。 

 

8. 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します（書籍展示のぞく）。 

 

種類 単位 小間サイズ 
出展料 

（税込） 

募集小間数 

（予定） 

基礎小間 

スペース小間 
1小間 2.0㎡ （W2.0m×D1.0m×H2.4m） ￥385,000- 170小間 

書籍展示 1本 長机 （W1.8m×D0.6m）×希望本数 ￥22,000- ― 
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9. 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。 

 

10. 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ので、予めご了承ください。 

 

11. 本会議への参加資格について 

出展者が第 48 回日本救急医学会総会・学術集会の講演会場及び関連プログラムに参加するには、   

学術集会の参加証が必要です。別途参加費をお支払いいただき、参加証の購入をお願いいたします。 

但し展示会場内への出展者の入場制限はありません。 

 

12. 申込方法 

学術集会ウェブサイトよりオンラインにて受付いたします。 

URL： https://site2.convention.co.jp/jaam48/sponsor/ 

 

13. お問合せ先 

学会事務局代行 ： 日本コンベンションサービス株式会社 AMC推進チーム内 

 担当： 芝・上田 

 〒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：03-3508-1565 

 E-mail：jaam48@convention.co.jp 

  

付設展示会事務局 ： 株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ内 

 担当： 森 

 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-11-4  藤吉ビル 3階 

 TEL：03-6386-5179 

 E-mail：ex-jaam@jcs-c.com 

 

14. 申込締切 

2020年 7月 31日（金） 

※但し、募集小間数に達し次第、申込を締め切ります。 

※申込締切日以降のキャンセルは一切お受けできませんのでご了承ください。 

 

15. 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、下記指定口座（請求書にも記載）までお振込みください。 

なお、請求書に記載する指定日までにご入金（または入金日のご連絡）が確認できない場合、 

お申込みを取り消しさせていただく場合がございます。 

銀 行 名  ： 大垣共立銀行 

店番・支店名： 074 黒野支店 

口座番号  ： 普通 403943 

口 座 名  ： 第 48回日本救急医学会総会 

フ リ ガナ  ： ダイヨンジユウハチカイニホンキユウキユウイガツカイソウカイ 
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B：設置概要  

 

1. 小間規格 

■基礎小間：1小間=間口 2.0m×奥行 1.0m×高さ 2.4m 

・ 間仕切りの後壁 

・ 社名板 

※社名板に貴社名のロゴ等が必要な場合はご指示ください（有料） 

・ 蛍光灯 

・ 展示台 1台（W1,800×D900×H700） 

※白布付き（但し商品の上にかけるクロスはご持参ください） 

以上の物は展示会事務局にて設置いたします。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：1小間=間口 2.0m×奥行 1.0m 

・ 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。 

・ スペース小間でお申し込みの場合は最低限の特別装飾を 

行ってください。 

 

2. 禁止事項 

1. 床面および会場壁面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）、作業（床や壁にカッターナイフを直接あ

てた作業等）は禁止します。 

2. 通路等、自社ブース以外に避難の妨げとなる設備や物を設置する事は出来ません。 

 

3. 電気 

出展者の希望により有償で供給します（特殊電源に関しては別途ご相談ください）。 

工事代金については追ってご案内いたします。 

 

4. 使用制限 

水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、禁止します。 

 

5. 装飾工事 

・ 不燃性、準不燃性の物を使用し、特にカーペット・カーテン・布製装飾物・展示用ベニヤ等は防炎処置を

施したもの（防炎物品）を使用してください。 

・ 天井構造は原則禁止いたします。 

・ 施設内の床・天井・梁、扉、可動間仕切・サッシ、ダクト、吸入出口配管、配線類、照明器具、盤類等につ

いて直接工作の作業は禁止いたします。 

 

6. 消防当局の指導・命令 

  装飾施工中および開会当日、消防署の査察が入る場合もあります。この際、不適切とみなされた場合は、 

変更または展示の中止を求められることもありますので、ご注意をお願いいたします。  

社
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