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ご挨拶

謹啓 貴社のますますのご清祥の段、お慶び申し上げます。
この度、日本医療マネジメント学会第18回九州・山口連合大会を宮崎県にて開催さ
せていただくこととなりました。会期は、2019年9月20日（金）～21日（土）の両日
で、宮崎市フェニックス・シーガイア・リゾートを会場とし、九州・山口の学会会員
約800名の参加を予定しており、担当者一同、有意義な連合大会となるように鋭意準備
を進めております。
1999年に発足した日本医療マネジメント学会は、すべての病院関係者を対象とし、
多職種が参加する総合医学系学会です。クリティカルパス、医療安全、地域連携、医
療経営など医療現場に向き合ったものとなっており、医療マネジメントの手法の開発
と普及を図り、医療の質の向上に寄与しております。
現在、わが国では地域医療構想の達成に向けて、病床の機能分化・連携を推進する
ための仕組み作りやICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備等々が行政を中心
に推し進められております。そこで今回の連合大会のテーマを「地域における多職種
連携のあり方～患者中心の医療・介護をめざして～」とし、多方面の参加者が集うプ
ログラムに構成し、多くのシンポジウムで学んで頂き、多職種連携の向上に寄与した
いと考えています。
本連合大会の運営は、学会会員の参加費で行うよう努力しておりますが、すべてを
賄うことは難しい情勢です。また、医療安全の観点から見れば、医学的知識、医薬
品、医療機器・医療情報システム等の最新の知識を獲得することは、極めて重要で
す。本連合大会におきましても民間企業の皆様のご参加をお願いし、参加者に最新の
情報提供をしていただきたいと考えています。
つきましては、本連合大会の意義に何卒深いご理解とご賛同をいただき、格別のご
支援を承りますよう心からお願い申し上げます。
末筆ではございますが、貴社のますますのご清栄を祈念いたします。
謹白

平成31年2月吉日
日本医療マネジメント学会

第18回九州・山口連合大会
会長 比嘉 利信
独立行政法人国立病院機構宮崎東病院 名誉院長

【開催概要】
1．学会名

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会

2．テーマ

地域における多職種連携のあり方～患者中心の医療・介護をめざして～

3．会 期

2019 年 9 月 20 日（金）・21 日（土）

4．会 場

シーガイア コンベンションセンター（宮崎県宮崎市山崎町浜山）

5．会長

比嘉

6．参加者

約 800 名（見込み）

利信（独立行政法人国立病院機構宮崎東病院

名誉院長）

7．連合大会事務局
独立行政法人国立病院機構宮崎東病院
〒880-0911 宮崎県宮崎市大字田吉 4374-1
8．運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
ミーティング&コンベンション事業部
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35
TEL: 092-751-3244

新ＫＢＣビル 4 階

FAX: 092-751-3250

E-mail: jhmqy18@jtbcom.co.jp

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会
収支予算

2019 年2月現在
収入の部
科目
参加費

予算（単位：円）
4,855,000

事前登録：一般6,000円ｘ620名、学生2,000円ｘ20名
当日登録：一般7,000円ｘ155名、学生2,000円ｘ5名
プログラム・予稿集広告掲載費

2,019,600

表2： 162,000円ｘ1社、表3： 129,600円ｘ1社、
後付1頁： 86,400円ｘ5社、後付半頁： 54,000円ｘ24社
展示出展料

2,214,000

医薬品・医療機器展示 1小間 216,000円ｘ10小間
書籍展示 1小間10,800円ｘ5小間
共催セミナー共催費

10,584,000

第1会場：1,188,000円ｘ2セッション
第2、3、5会場：1,080,000円ｘ6セッション
第4会場：864,000円ｘ2セッション
寄付金

1,000,000

合計

20,672,600

支出の部
項目

予算（単位：円）

会場費・付帯設備費

3,200,000

機材関連費

4,000,000

会場装飾関連費

1,000,000

運営費（HP作成、参加登録・演題関係費、人件費等）

6,000,000

印刷制作物関連費
プログラム・予稿集
その他（封筒・チラシ等）

2,268,000
920,000

通信費

480,000

講師座長謝礼金・宿泊費

850,000

事務局委託費
予備費
合計

1,300,000
654,600
20,672,600

寄付金募集要項
■学会名

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会

■会 期

2019 年 9 月 20 日（金）・21 日（土）

■会長

比嘉

■募金目標額

1,000,000 円

■募集期間

2018 年 10 月 1 日（月）～2019 年 9 月 19 日（木）

■募金目的

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会開催に関する運営資金

利信（独立行政法人国立病院機構宮崎東病院

名誉院長）

■寄附金を必要とする理由
本連合大会においては、開催に関する費用は 20,672,600 円と推算されます。これ
らの諸経費は、本来参加費、その他の自己資金で賄われるべきものでありますが、
個人参加者の負担には限界があり、収支予算書にもありますように、1,000,000 円
を各界の皆様の御賛助に頼らなければならないのが実情でございます。
■寄付金納入先

銀 行 名：宮崎銀行
支 店 名：希望ヶ丘支店
口座番号：普通 １３０８６９
口座名義：日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 会長 比嘉 利信
（ﾌﾘｶﾞﾅ： ニホンイリヨウマネジメントガツカイダイジユウハチカイ
キユウシユウヤマグチレンゴウタイカイカイチヨウヒガトシノブ）

■申込み方法

別紙「寄付申込書」に必要事項を記載の上、ファックスにて運営事務局まで
ご送付ください。

■情報公開

本連合大会を開催するにあたり、製薬会社と医療機関等との関係の透明性を確保
するために、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」およびそれに準じて定めた御社の指針に基づき、御社が負担する費用を情報
公開することに同意します。

■個人情報の利用目的
申込書にご記入いただきましたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本会の
運営に関する目的以外には、利用致しません。また、第三者への開示は致しません。
■問合せ先

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
ミーティング&コンベンション事業部内
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル４階
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: jhmqy18@jtbcom.co.jp

共催セミナー募集要項

■開催日時
ランチョンセミナー１～5

2019 年 9 月 20 日（金） 12:00～13:00（予定）

ランチョンセミナー6～10

2019 年 9 月 21 日（土） 12:00～13:00（予定）

※連合大会プログラムにより時間変更をする場合があります。予めご了承ください。
■依頼企業数

10 社

■セミナー会場

シーガイア コンベンションセンター（宮崎県宮崎市山崎町浜山）
第 1 会場：ファウンテン（2 階）、シアター約 350 席
第 2 会場：海峰（3 階）、シアター約 300 席
第 3 会場：瑞洋（3 階）、シアター約 340 席
第 4 会場：ジブラルタル（2 階）、シアター約 160 席
第５会場：オーチャードルーム（2 階）、シアター約 320 席
※座席数は仕様により増減する可能性がございます。予めご了承ください。

■共催費

第 1 会場：1,188,000 円（税込）
第 2 会場：1,080,000 円（税込）
第 3 会場：1,080,000 円（税込）
第 4 会場： 864,000 円（税込）
第 5 会場：1,080,000 円（税込）

■セミナー共催費に含まれるもの
1）セミナー会場使用料、控室 1 室
2）基本機材使用料（以下参照）
① 映像機材：
② 音響機材：
③ 備
品：

液晶プロジェクター1 面投影（映像オペレーター含む）
座長席・演者席・進行席の各マイク、討論用フロアーマイク
卓上ライト、レーザーポインター、資料・弁当配布用テーブル

■セミナー共催費に含まれないもの（貴社にてご負担いただくもの）
1）参加者用弁当：
※お弁当（お茶付き）の金額・内容につきましては事務局で決定し、同一金額にて運営
事務局が集約し、一括にて手配致します。
2）当日運営スタッフ：
※アナウンス、進行係、照明係、お弁当・資料配布、回収係などの当日運営スタッフ
3）接遇費：座長・講演者の交通費（渡航費含む）、謝礼、宿泊費など
※座長・講演者との連絡につきましては、貴社にてお願い致します。
4）会場前看板、チラシなどの制作費用：
※貴社にて作成されたチラシ等は、当日、受付付近にデスクをご用意致しますので各社
にて設置、廃棄してください。
5）その他：控室での飲食、追加機材費など

■プログラム編成について
テーマ、座長、演者の選定ならびに開催日とセミナー会場については、各社と協議の上で決
定することと致します。
■共催名称

各企業名／○○○○○○○○○○○
日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会

■申込方法

別紙「共催セミナー申込書」に必要事項を記載の上、ファックスにて運営事務局ま
でご送付ください。

■申込期限

2019 年５月１５日（水）必着

■共催費の支払い
開催枠決定通知後に請求書をお送り致しますので、期日までに下記の銀行口座にお振込みく
ださい。また、領収証は発行致しません。
「振込票控え」または「振込明細記録」をもって領
収証に代えさせていただきます。
■振込口座

銀 行 名：宮崎銀行
支 店 名：希望ヶ丘支店
口座番号：普通 １３０８６９
口座名義：日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 会長 比嘉 利信
（ﾌﾘｶﾞﾅ： ニホンイリヨウマネジメントガツカイダイジユウハチカイ
キユウシユウヤマグチレンゴウタイカイカイチヨウヒガトシノブ）

■申込み後のお取り消しについて
申込書ご提出以後は、不可抗力と判断出来る事項以外のお取り消しは出来ませんので、予め
ご了承ください。
■抄録原稿の提出
『日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会プログラム・抄録集』に、ランチョ
ンセミナーの抄録を掲載致します。抄録作成要項に関しては、セミナー開催枠決定後、改め
てご連絡致します。
■当日運営の詳細
参加者弁当、追加機材などの手配につきましては、2019 年 7 月末旬頃に改めて運営事務局よ
りご案内致します。なお、追加手配にかかる費用につきましては、手数料として 15％を申し
受けますので、予めご了承ください。
■情報公開
本連合大会を開催するにあたり、製薬会社と医療機関等との関係の透明性を確保するために、
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」およびそれに準
じて定めた御社の指針に基づき、御社が負担する費用を情報公開することに同意します。

■個人情報の利用目的
申込書にご記入いただきましたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本会の運営に関
する目的以外には、利用致しません。また、第三者への開示は致しません。
■問合せ先

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
ミーティング&コンベンション事業部内
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル４階
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: jhmqy18@jtbcom.co.jp

医薬品・医療機器展示、書籍展示募集要項

■開催日時

2019 年 9 月 20 日（金）9:00～17:00（予定）
9 月 21 日（土）900～13:30（予定）
※連合大会プログラムにより時間変更をする場合があります。予めご了承ください。

■開催場所

シーガイア コンベンションセンター

■出展料

【医薬品・医療機器展示】
【書籍展示】

■募集小間数

1 小間 216,000 円（税込）

1 小間 10,800 円（税込）

【医薬品・医療機器展示】
【書籍展示】

3 階 ホワイエ（予定）

10 小間

5 小間

■小間仕様
【医薬品・医療機器展示】
①
②
③
④

間口 W1800 ㎜×D900 ㎜×H2400 ㎜（袖パネル無し）
社名板（W900 ㎜×H200 ㎜、白ベース、黒ゴシック体文字）
蛍光灯 1 灯
展示台（W1800 ㎜×D900 ㎜×H700 ㎜、白布付）

【書籍展示】
① 展示台（W1800 ㎜×D450 ㎜×H700 ㎜、白布付）
※ 電気工事費は含みません。コンセントなど基礎小間に含まれないものに関しましては、
お申込み後、改めて運営事務局よりご案内させていただきます。
基礎小間姿図
【医薬品・医療機器展示】

【書籍展示】
㎜

■申込締切日

2019 年 6 月 28 日（金）必着

■申込方法
別紙「展示申込書」に必要事項を記載の上、ファックスにて運営事務局までご送付ください。
尚、展示小間数には制限がございますので、なるべくお早めにお申し込みください。
※場所の決定に関しましては、主催者に一任くださいますようお願い致します。
■出展料の支払い
出展料は、申込締切後に請求書をお送り致しますので、期日までに下記の銀行口座にお振込
みください。また、領収証は発行致しません。
「振込票控え」または「振込明細記録」をもっ
て領収証に代えさせていただきます。
■振込口座

銀 行 名：宮崎銀行
支 店 名：希望ヶ丘支店
口座番号：普通 １３０８６９
口座名義：日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 会長 比嘉 利信
（ﾌﾘｶﾞﾅ： ニホンイリヨウマネジメントガツカイダイジユウハチカイ
キユウシユウヤマグチレンゴウタイカイカイチヨウヒガトシノブ）

■出展申込の解約
申込書の提出後は、当方が不可抗力と認めた事故以外の取消は出来ません。
出展料ご入金後の返金は致しませんので予めご了承ください。
■出展物の管理
出展物の管理は、出展社が負うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・火災・損傷な
ど、出展物の減失・毀損による出展社の損害については、事務局および運営事務局は一切責
任を負いかねますので、予めご了承の上、各社にて保険加入するなどの措置を取ってくださ
い。また、出展社の行為により事故が発生した場合は、当該出展社の責任において解決する
ものとし、事務局および運営事務局はこれに対して一切の責任を負いません。
■開催日時の変更・中止
天災・その他のやむを得ない事情、並びに事務局および運営事務局の責任に帰し得ない原因
により展示会の開催日時を変更する場合があります。この変更により生じた出展社の損害は
補償出来かねます。また、出展社は、この変更を理由とする出展申込みの取り消し、または
契約を解除することは出来ません。なお、前述の原因により開催中止を決定した場合には、
事務局は出展社に対し、会期前に納入された出展料から準備費用等を除いた金額を算出し、
ご返金致します。
■その他
1）出展物の内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合は、出展申込みをお断りする場合があ
ります。
2）申込み者が事務局の許可なく小間の全部または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは申
込社同士において交換することは出来ません。

■個人情報の利用目的
申込書にご記入いただきましたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本会の運営に関
する目的以外には、利用致しません。また、第三者への開示は致しません。
■問合せ先

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
ミーティング&コンベンション事業部内
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル４階
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: jhmqy18@jtbcom.co.jp

プログラム・抄録集広告掲載募集要項

■広告媒体概要
誌

名：『日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会プログラム・抄録集』

配布対象者：学会会員及び連合大会参加者
作成部数：2,000 部
制 作 費：2,268,000 円（税込）
広告料総額：2,019,600 円（税込み）
広告料金：①

表 2 （表紙裏、モノクロ）

② 表 3 （裏表紙裏、モノクロ）

162,000 円（税込） ※募集 1 社
129,600 円（税込） ※募集 1 社

③ 後付 1 頁（モノクロ）

86,400 円（税込） ※募集 5 社

④ 後付 1/2 頁（モノクロ）

54,000 円（税込） ※募集 24 社

※先着でのお申し込みとなります。
広告規格：Ａ4 版、モノクロ
広告原稿：データ、フイルム、紙焼のいずれかで、申込書送付後にご提出をお願いします。尚、郵
送にてお送りいただきました版下は連合大会終了後に各社にご返却をさせていただき
ます。
■申込方法

別紙「広告掲載申込書」に必要事項を記載の上、ファックスにて運営事務局までご
送付ください。

■申込期限

2019 年 5 月 31 日（金）必着

■原稿提出締切日

2019 年 6 月 7 日(金)

必着

■広告料の支払い
掲載ページ決定後に請求書をお送り致しますので、期日までに下記の銀行口座にお振込
みください。また、領収証は発行致しません。
「振込票控え」または「振込明細記録」を
もって領収証に代えさせていただきます。
■振込口座

銀 行 名：宮崎銀行
支 店 名：希望ヶ丘支店
口座番号：普通 １３０８６９
口座名義：日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 会長 比嘉 利信
（ﾌﾘｶﾞﾅ： ニホンイリヨウマネジメントガツカイダイジユウハチカイ
キユウシユウヤマグチレンゴウタイカイカイチヨウヒガトシノブ）

■プログラム・抄録集発行予定日
2019 年 8 月（広告掲載企業には、プログラム・予稿集を１部進呈致します。）

■個人情報の利用目的
申込書にご記入いただきましたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本会の運営に関
する目的以外には、利用致しません。また、第三者への開示は致しません。
■問合せ先

日本医療マネジメント学会第 18 回九州・山口連合大会 運営事務局
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
ミーティング&コンベンション事業部内
〒810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35 新ＫＢＣビル４階
TEL: 092-751-3244
FAX: 092-751-3250
E-mail: jhmqy18@jtbcom.co.jp

