
 

 

 

第 5 回日本脳神経外科認知症学会学術総会 

 

共催セミナー／付設展示会／広告 

募集要項 

 

 

 

 

 

 

2020年 9 月 

 

 

第 5 回日本脳神経外科認知症学会学術総会 

会長  中根 一 

     （帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科） 

 

 

 

 

 



 

 
謹啓  

時下、貴社におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、この度第 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会を 2021年 6月 19日（土）－6月 20日（日）

に川崎市コンベンションホール（川崎市中原区）において開催することになりました。現在、鋭意準備を

進めているところでございます。 

日本脳神経外科認知症学会は、関西脳神経外科認知症研究会と関東脳神経外科研究会が中心と

なって、2016 年に設立し、全国的に認知症治療に活躍しておられる脳神経外科医で組織されています。

本学会は、脳神経外科学及び関連領域学の進歩と相俟って、認知症に関する基礎と臨床の情報交換

の下に、認知症の病態を解明し、さらに認知症の正確な診断法や新しい治療法の開発を進め、脳神経

外科認知症学の進歩と教育を図り、社会に貢献することを目的としております。 

わが国における認知症患者は 2025年には 700万人を超えると言われております。またそのような中で

認知症診療における脳神経外科医は、診断・治療に深く関わり、地域において中心的な役割を果たし

ております。この川崎市におきましても、基幹型認知症疾患医療センター（日本医科大学武蔵小杉病院、

聖マリアンナ医科大学病院）を中心に、川崎市医師会のご尽力で認知症初期集中支援チームが稼働し

ております。認知症の診断能力向上、治療の開発などの学術課題は全国区ですが、実際の診療・介護

は地域であり、本学会のテーマは「地域に根ざした認知症医療」を掲げております。また、市民啓発の場

として、6月 20日午後に認知症啓発の市民公開講座を予定しております。 

 

つきましては、上記の本学術総会の趣旨をご理解いただき、是非とも貴社にご支援を賜りたく、ここに

お願い申し上げます。なお、拠出頂きました協賛費用につきまして、貴社からのご公表を了承申し上げ

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 9 月吉日 

 

第 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会 

会長 中根 一 

   （帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科 教授） 

第 5 回日本脳神経外科認知症学会学術総会 

ご協賛のお願い 
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学術総会開催概要 
１．主催・学術団体名 

  和 文： 日本脳神経外科認知症学会 

  英 文： Japan Society of Neurosurgery for Dementia 

 

２．学会総会名 

  和 文： 第 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会 

  英 文： The 5ｔｈ Annual Meeting of Japan Society of Neurosurgery for Dementia 

 

３．会 長： 中根 一（帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科） 

 

４. 事 務 局: 帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科 

〒213-8507 神奈川県川崎市高津区二子５丁目１−１ 

 

５．開催期間： 2021年 6月 19日（土）～20日（日） 

 

６．開催場所： 川崎市コンベンションホール 

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町 2丁目 276番地 1 

パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト 2階  TEL：044-455-6340 

 

７．参加対象者： 医師、研究者、技師、看護師、学生 等 

 

８．参加予定人数： 約 300 名 

 

９．学会総会の概要  

   1) 学会テーマ 「地域に根差した認知症医療」 

2) 学術プログラム（予定）：特別講演、教育講演、シンポジウム、一般演題、共催セミナー 

3) 企業展示 

 

１０．協賛オプション 

   1) 共催セミナー 

    －モーニングセミナー 

    －ランチョンセミナー 

    －イブニングセミナー 

    －スポンサードセミナー 

   2) 企業展示 

   3) 抄録集広告掲載 

   ※その他、協賛形式のご希望がございましたら、以下運営事務局までお問い合わせください。 

 

11．お問合せ先 

第 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

〒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：jsnd2021@convention.co.jp  

mailto:jsnd2021@convention.co.jp
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共催セミナー 開催概要 

1. 開催概要 

 

第 5 回日本脳神経外科認知症学会学術総会共催セミナー 

・ 学会および各企業の共催とします。 

・ 掲載表記は以下の通りとします。 

共催：第 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会 

○○○○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 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会 

○○○○株式会社 ／ □□□□株式会社 

 

2. 費用負担について 

1） 共催費（消費税 10％を含みます。）  

【モーニングセミナー】 

日程 会場規模(予定) 募集枠 開催時間(予定) 共催費(税 10％込) 

6月 20日（日） 約 200席～300席 1枠 60分 1,320,000円 

 

【ランチョンセミナー】 

日程 会場規模(予定) 募集数 開催時間(予定) 共催費(税 10％込) 

6月 19日（土） 

～20日（日） 
約 200～300席 2枠 60分 1,870,000円 

 

【イブニングセミナー】 

日程 会場規模(予定) 募集枠 開催時間(予定) 共催費(税 10％込) 

6月 19日（土） 約 200席～300席 1枠 60分 1,870,000円 

 

【スポンサードセミナー】 

日程 会場規模(予定) 募集枠 開催時間(予定) 共催費(税 10％込) 

6月 19日（土） 

～20日（日） 
約 200席～300席 1枠 60分 1,100,000円 

 

※共催セミナーの開催につきましては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況におけ

る、今後の国の方針や社会の動向を踏まえ、会場規模の縮小・席数削減等や、オンライン開催のみ

での実施となる可能性がございます。予め、ご了承の程、お願い申し上げます。 
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２） 共催費には、以下の内容が含まれます。 

(1) 会場費  ＊日時の割り当ては事務局にて決定いたします。 

 

(2) 会場付帯設備使用料（机、椅子、ステージ、音響、照明など） 

 

(3) 機材費（講演会場内） 

・ パソコン発表用プロジェクター（1台） 

（パソコン接続用周辺機器を含む） 

・ メインスクリーン（1台） 

・ 計時回線（計時用タイムインジケーター）（一式） 

・ 座長、演者、進行係用卓上ライト（各 1台） 

・ 計時進行用等文房具セット 

（セミナー会場に設置、控室は別途請求） 

・ 発表用 PC（Windows）  

 

(4) 人件費 

  ・ 映像機材担当オペレーター（セミナー会場担当） 

 

   ※ なお、以下の費用は共催費には含まれておりませんのでご注意ください。 

（1） 座長／演者への謝金、旅費交通費・宿泊費 

（2） 控室での接遇飲食費・機材費 

（3） 参加者への昼食弁当等飲食費 

（4） 運営費用(運営人件費／追加機材費／看板装飾費 他) 

（5） ポスター／チラシ等印刷製作費 

 

3. プログラム日時 

 

1） 日程・会場は事務局が最終決定します。 

セミナーの開始・終了時間は、学会プログラムの最終確定時に決定いたします。 

 

2） セミナー詳細案（演者、座長、演題名/テーマ）は、各社でご検討後、申込締切日の 

【2021年 2月 26日（金）】までに運営事務局にご連絡ください。 

 

4.  申し込み方法 

  

1) 申込方法 

総会ホームページよりお申し込みください。 

https://site2.convention.co.jp/jsnd2021/ 

※ 9月下旬頃、本総会ホームページにて受付開始いたします。 

 

2) 申込締切 

【2021年 2月 15日（月）】 

ただし募集枠数に達し次第、申し込みを締め切る可能性がございます。 

https://site2.convention.co.jp/jsnd2021/
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5. 国内・海外招請演者とのコンタクトに関して 

 

1） 演者・座長依頼 

・ご連絡いただいた演者・座長案をもとに、大会事務局で調整いたしますので、大会 

事務局より指示があるまでは座長・演者との交渉は行わないようお願い申し上げます。 

大会事務局からの確定の連絡後、各先生方に交渉をお願いいたします。 

    （必要であれば会長名の招聘書を発行いたしますので運営事務局までご連絡ください。） 

 

2） 交通・宿泊についてのコンタクト、手配 

・ 各社で行ってください。旅費・交通費・宿泊費・謝礼金は各社にてご負担ください。 

   ※ 特に海外演者の場合は、来日スケジュールが確定後、運営事務局にご連絡ください。 
 

 

6.  印刷物に関して 

 

1） 抄録集(日本脳神経外科学会、臨時増刊号) への掲載について 

共催セミナーのテーマ、座長名、演者名、共催企業名は抄録集に掲載します。上記が決定次

第（【3月末まで】）事務局へご連絡ください。 

 

2） ポスター、チラシの作成について 

(1) 作成部数は各社裁量でお願いします。 

・ 運営事務局にて原稿確認を行います。 

（印刷開始日の 2週間前までには原稿を運営事務局にご提出ください） 

   (2) ロゴマークの使用 

・ 運営事務局よりデータを各社へ配布いたします。（原則掲載） 

(3） 当日配布 

・ 総合受付付近に資料デスクを設置いたします。 

・ 体裁は A4縦使用でサイズを統一させていただきます。 

 

3） ポスター、チラシの作成・配布開始時期に関して 

会場・時間変更などの可能性から、プログラム最終確定後に、運営事務局より作成・配布 

開始をご連絡いたします。 

 

7. 発表機材に関して 

 

1） 共催費に含まれない機材・備品に係る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。費用は各社の負担とさせていただきます。 

2） 控室で使用する試写用の機材、また、オペレーターが控室にお伺いする場合に関しても 

同様の対応とさせていただきます。 
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8.  共催費のお振込みに関して 

 

申込締切後に請求書をお送りいたしますので、2021年 5月末日までに下記指定口座に 

お振込ください。また、お振込の際の振込手数料は各社にてご負担ください。 

 

銀 行 名： 三菱 UFJ 銀行  

支 店： 新板橋支店（店番 185）  

口座番号： 普通 ００３８９７３ 

口座名義： 第５回日本脳神経外科認知症学会学術総会 代表 中根 一 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ： ﾀﾞｲ 5 ｶｲﾆﾎﾝﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶﾆﾝﾁｼｮｳｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｿｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾅｶﾈ ﾏｺﾄ 

 

共催費の取り扱いについて 

自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政 

機関の要請・指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制 

限・停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合がありま 

す。 

 

9. その他 

 

１） スタッフ証（共催セミナー運営スタッフ用ネームカード） 

枚数は各社統一で 10枚とさせていただきます。 

追加でスタッフ証が必要な場合は、事務局までお問い合わせください。 

※スタッフ証では第 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会の学術プログラムおよび 

関連プログラムへの参加資格はありません。学術プログラムに参加希望の方は受付にて 

参加費をお支払いのうえ、ご入場ください。 

 

2） 追加手配項目（参加者への飲食、看板等）に対し、15％の管理手数料を申し受けます。 
 

 

10. 情報公開  
 
本学術総会では、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。 
 

 

11. お問い合わせ窓口  
 

 ■今後のお問い合わせは下記までお願いいたします。 

 

第 5回日本脳神経外科認知症学会学術総会運営事務局 



8 

 

日本コンベンションサービス株式会社内 

〒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：jsnd2021@convention.co.jp 
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付設展示会 開催概要 

1. 出展対象 

 

Web 特設展示、書籍等 

 

 

2. 募集小間数および出展料金 

 

1） Web特設展示 ：330,000円（税 10％込） 

 

2） 書 籍 展 示 ：11,000 円（税 10％込）/ 机 1本 

 

3. その他出展概要 

 

1) 出展物 

出展対象に記載された範囲のものおよび主催者の認めたものとします。ご不明な点は 

運営事務局までお問合せください。 

 

2) 小間の割り当て 

展示小間の割り当ては出展物の種類、小間数、小間構成、実演の有無などを考慮し、 

申込締切後に事務局にて決定し、各出展社へ通知いたします。出展社はこの割り当て 

に対する異議申し立ては出来ませんのでご了承ください。 

 

3) 薬事法未承認品の展示について 

主催者（大会事務局）の承認が必要となりますので、運営事務局にお問合せください。 

 

4) 出展社へのご案内 

出展社説明会は行いません。開催の 1 ヶ月前までに小間割、搬入、装飾、管理などに 

ついてご連絡いたします。 

 

5) 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。ただし、運営事務局の 

認めたものは例外として許可する場合がございます。 

 

6) 会場の管理 

会場およ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、およ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。 

 

7) 会場・会期等の変更 

やむを得ない事情により、会場・会期等を変更する場合があります。この変更を理由と 
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して出展申し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。 

 

8) 本学術総会への参加資格について 

出展社に対しては第 5 回日本脳神経外科認知症学会学術総会の講演会場および 

関連プログラムへの参加資格はありません。総会プログラムへの参加をご希望される 

方は運営事務局までお問い合わせください。ただし、展示会場内への出展社の入場 

制限はございません。 

 

 

4. 小間設置概要 

 

1） Web特設展示 

    Web特設サイトに、貴社ロゴあるいはバナーを掲載いたします。併せて、製品紹介動画（10 

分程度）を掲載頂くことが可能です。 

 

     ・掲載期間； 学術総会前後の 2週間程度を予定 

    ※特設サイト設置期間が延長となった場合には、掲載期間も延長いたします。 

 

     ・Web展示のお申し込みは、補聴器、サプリ、保険の関連会社も対象に含めます。お申し込

み時に、出展の目的（ 認知症に対してどのような目的を持った内容の出展なのか）を記

載頂けますよう、お願いいたします。 

    

※禁止・留意事項 

・Web特設展示の仕様は現状の予定ですので、今後変更・修正がある可能性がございますこと 

をご了承ください。 

 

2） 書籍展示 

出展料に含まれるもの 

・展示台 1台 

（幅 1800mm × 奥行 900mm × 高さ 750mm） 

白布付き 

（商品のうえにかけるクロスはご持参ください） 

 

5. 申し込みについて 

 

1) 申込方法 

総会ホームページよりお申し込みください。 

https://site2.convention.co.jp/jsnd2021/ 

※9月下旬頃、本総会ホームページにて受付開始いたします。 

 

2) 申込締切 

【2021年 2月 26日（金）】 
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ただし募集小間数に達し次第、申し込みを締め切る可能性がございます。 

 

3) 出展料のお支払 

申込締切後に請求書をお送りいたしますので、2021年 5月末日までに下記指定口座に 

お振込ください。また、出展料のお振込の際の振込手数料は各社にてご負担ください。 

 

銀行名：   三菱 UFJ 銀行  

支店：    新板橋支店（店番 185）  

口座番号： 普通 ００３８９７３ 

口座名義： 第５回日本脳神経外科認知症学会学術総会 代表 中根 一 

ﾌﾘｶﾞﾅ：   ﾀﾞｲ 5 ｶｲﾆﾎﾝﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶﾆﾝﾁｼｮｳｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｿｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾅｶﾈ ﾏｺﾄ 

 

出展料の取り扱いについて 

自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政 

機関の要請・指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制 

限・停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合がありま 

す。 
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プログラム抄録集広告 
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プログラム抄録集 広告募集要項 

 

1） 広告媒体名称： プログラム抄録集 

 

2） 発 行 日： 2021 年 6月上旬（予定） 

 

3） 配 布 対 象： 日本脳神経外科認知症学会会員への発送（及び当日販売用） 

 

4） 発 行 部 数： 600部（予定） 

 

5） 発行諸費用： 1,320,000円（税込） 

 

6） 広告料総額： 1,122,000円（税込） 

 

7） 広告依頼社数： 11社（予定） 

 

8） 広告募集締切： 【2021 年 3月 31日（水）】 

 

９） 広告原稿締切： 【2021 年 4月 28日（水）】 

 

10） 広 告 料： 表紙 4（カラー）1頁  1口 198,000円（税 10％込） 

   表紙 3（カラー）1頁  1口 154,000円（税 10％込） 

   表紙 2（カラー）1頁  1口 154,000円（税 10％込） 

          後付（モノクロ）1頁     2口  110,000円（税 10％込） 

    後付（モノクロ）1/2頁  6口  66,000円（税 10％込） 

    ※ 上記の金額には消費税 10％を含みます。 

     

11） 原 稿： E メールもしくは CD-Rにて、アウトライン化した原稿データと確認用の 

    PDF データを、下記の原稿送付先にお送りください。 

 

12） 原 稿 サイズ： A4判 

 

13） そ の 他： 表紙 2～4に複数のお申込みがあった場合、事務局にて調整いたします。 

          ご了承ください。 

   広告掲載社には、本プログラム抄録集 1部を進呈いたします。 

 

14） お申込み方法： 総会ホームページよりお申し込みください。 

    https://site2.convention.co.jp/jsnd2021/ 

    ※9月下旬頃、本総会ホームページにて受付開始いたします。 
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15） 広告料ご請求： 申込締切後に請求書をお送りいたしますので、2021年 5月末日までに 

    下記指定口座にお振込ください。また、お振込の際の振込手数料は各社 

    にてご負担ください。 

 

 銀行名：   三菱 UFJ 銀行  

支店：    新板橋支店（店番 185）  

口座番号： 普通 ００３８９７３ 

口座名義： 第５回日本脳神経外科認知症学会学術総会 代表 中根 一 

ﾌﾘｶﾞﾅ：   ﾀﾞｲ 5 ｶｲﾆﾎﾝﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶﾆﾝﾁｼｮｳｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｿｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾅｶﾈ ﾏｺﾄ 

 

広告料の取り扱いについて 

自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政 

機関の要請・指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制 

限・停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金しない場合がありま 

す。 

 

 

 

＜原稿送付先・問い合わせ＞ 

第 5 回日本脳神経外科認知症学会学術総会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

〒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：jsnd2021@convention.co.jp 

 

 


