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各 位 

 

謹啓 時下、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。 

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、2019 年 10 月 25 日(金)～27日(日)の 3 日間、第 47 回日本歯科麻酔学会総会・学

術集会を岡山市の「岡山コンベンションセンター」において開催させていただくこととなり

ました。 

本会は国内における、歯科麻酔学に関わる研究、診療、教育の進歩及び発展をはかり、歯

科医療における安全性の向上、地域社会の福祉に貢献し、これらに携わる会員及び社員の育

成と向上をはかることを目的として設立され、今回で学術集会も 47回目を迎えることとなり

ました。本大会ではメインテーマを「研究が導く患者中心の歯科麻酔」とし、より多くの歯

科麻酔に携わる医療従事者にご参加いただき、情報収集と資質向上ができる有意義な学術集

会になることを目指しております。 

本大会の運営にあたりましては、本来会員の参加費をもって運営すべきところではござい

ますが、会場費、機材関係費等の運営諸費の負担が大きく、学会の自助努力だけでは必要経

費を賄えない状況でございます。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会にご

寄付・ご協賛を賜りたくお願いする次第です。本学会の趣旨にご賛同の上、お力添えいただ

きますよう、何卒お願い申し上げます。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

 

2018年 10月吉日 

第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

会 長  宮脇 卓也 

（岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔・特別支援歯学分野） 

 

 

  

会長挨拶 
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■会 議 名 称：第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

 

■会     期：2019年 10月 25日(金)～ 27日(日) 

 

■会     場：岡山コンベンションセンター 

       〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 14番 1号  

       TEL 086-214-1000  FAX 086-214-3600 

 

■参 加 者 数：約 1,000名 

 

■会     長：宮脇 卓也（岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔・特別支援歯学分野） 

 

■準備委員長：角南 次郎(国立病院機構 岡山医療センター 歯科) 

 

■実行委員長：前田 茂(岡山大学病院 歯科麻酔科) 

 

■テ  ー  マ：「研究が導く患者中心の歯科麻酔」 

 

■開催計画の概要： 

(1)過去の開催 

第 44 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 2016年 10月 28日～30日 北海道札幌市 

第 45 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 2017年 10月 13日～15日 長野県松本市 

第 46 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 2018年 10月 4日～ 7日 奈良県奈良市 

 

(2)主なプログラム 

記念講演、教育講座、文化講演、シンポジウム、一般演題、ポスターセッション、 

ランチョンセミナー、ブレックファストセミナー、総会 他 

 

■大会事務局： 

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔・特別支援歯学分野内 

〒700-8525 岡山市北区鹿田町 2-5-1 

 

■運営事務局： 

第 47 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会  運営事務局 

株式会社キョードープラス 

〒701-0205 岡山市南区妹尾 2346-1  

TEL：086-250-7681 / FAX：086-250-7682 / E-mail：

 

■学術集会ホームページ URL： 
 

開催概要 
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■収支予算書：2018年 10月現在 

  

金　額

10,000,000

学会参加費 (10,000,000)

２. 主催団体補助金 2,000,000

本部補助金 (2,000,000)

３. 公的補助金・助成金 500,000

岡山観光コンベンション協会 (500,000)

20,000

事前・当日販売 ¥1,000 ×20 冊 (20,000)

1,135,200

基礎小間 ¥110,000 ×10 小間 (1,100,000)

その他（書籍展示等） ¥8,800 ×4 卓 (35,200)

６. 広告掲載費 1,276,000

表３　全頁 ¥66,000 ×1 社 (66,000)

表４　全頁 ¥66,000 ×1 社 (66,000)

表２　全頁 ¥44,000 ×1 社 (44,000)

後付　全頁 ¥33,000 ×10 社 (330,000)

後付　1/2頁 ¥22,000 ×10 社 (220,000)

バナー広告 ¥110,000 ×5 社 (550,000)

７. 共催セミナー費 6,600,000

ランチョンセミナー ¥880,000 ×6 社 (5,280,000)

ブレックファストセミナー ¥660,000 ×2 社 (1,320,000)

８. 寄付金 2,500,000

製薬/医療機器企業 (2,000,000)

同門会等 (500,000)

¥24,031,200

金　額

7,050,000

1．事務局経費 (2,450,000)

2．印刷製作費 (2,200,000)

ポケットプログラム集作成費 (内) 1,600,000

他印刷費 (内) 600,000

3．通信費 (850,000)

4．委託費 (1,250,000)

5．会議費 (300,000)

＜当日運営費＞ 16,050,000

1．会場使用料 (4,500,000)

2．会場設営費 (3,700,000)

3．人件費 (2,300,000)

4．招請費 (1,800,000)

5．旅費・交通費 (1,100,000)

6．会議費 (2,000,000)

7．その他経費 (650,000)

850,000

1. 事後事務費 (850,000)

23,950,000

81,200

¥24,031,200

■収入
項　　目

１. 参加費等

４. 抄録集販売

■支出

合　計

５. 展示出展費

合　計

項　　目

＜準備費＞

小　計

予備費

＜事後処理費＞

収支予算 
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■誌      名：第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 ポケットプログラム集 

 

■部数 ・版 型：2,400部 B6版 

 

■制  作  費：¥1,600,000（税込） 

 

■募 集 数：23社（表 4×1 社、表 2×1社、表 3×1社、後付全頁×10社、後付 1/2頁×10社） 

 

■募 集 金 額：\726,000（税込） 

 

■広告料・募集枠： 

掲載箇所 印刷色 金額（税込） 募集枠数 合計金額 

表 3（裏表紙裏） モノクロ 66,000円 1 66,000円 

表 4（裏表紙） モノクロ 66,000円 1 66,000円 

表 2（表紙裏） モノクロ 44,000円 1 44,000円 

後付 1頁 モノクロ 33,000円 10 330,000円 

後付 1/2頁 モノクロ 22,000円 10 220,000円 

合  計 23 726,000円 

 

■申 込 方 法：別紙ポケットプログラム集広告回答書に必要事項をご記入いただき、FAXまたは E-Mail 

にてお申込みください。 

配置につきましては、大会事務局にご一任いただきますようお願い申し上げます。 

 

■申 込 期 日：2019 年 7月 31 日(水) 

 

■申 込 先：第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 運営事務局 

株式会社キョードープラス 

〒701-0205岡山市南区妹尾 2346-1  

TEL：086-250-7681 / FAX：086-250-7682 / E-mail

 

■版 下 送 付：締切日・・・2019年 8月 30 日(金) 

※ 広告版下について  
広告原稿は完全版下（紙焼き版下・CD-R）を、学会名を必ず明記のうえ、 

上記申込先まで宅配便にてお送りください。当方での版下作成はいたしません。 

※ データ入稿について  

イラストレーターで入稿の場合は、バージョンをご連絡ください。 

出力見本 PDFも必ず添えてください。 

 

■広告料お振込み先： 

お申し込み後、請求書を発行いたしますので、指定口座（下記）までお振込みください。 

 振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 

  
銀行名：  中国銀行 津高支店（店番 127） 

口座番号：普通 2511567 

口座名義：第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会準備委員会 角南 次郎 

(ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｶｲﾆﾎﾝｼｶﾏｽｲｶﾞｯｶｲｿｳｶｲ･ｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲｼﾞｭﾝﾋﾞｲｲﾝｶｲ ｽﾅﾐ ｼﾞﾛｳ) 
 

広告掲載 募集要項 



 

 

回答締切日：2019 年 7 月 31日（水） 

FAX 返信先：086-250-7682 
E-mail 返信先：  
第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 運営事務局 宛 

 

  年   月   日 
  第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

 ポケットプログラム集広告回答書  
 

本学術集会へのポケットプログラム集広告申込みについて、下記のいずれかに印を付け 

FAXまたは E-mailにてご返送ください。 

大変お手数ではございますが、「申し込まない」場合も必ず締切日までにお送りください。 

 

  □ 申し込む    □ 申し込まない 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

貴社名   
 

 

ご担当 

所属 

  

  

ご担当者名 
 

 

    〒         

ご連絡先   Tel：  Fax：     

    E-mail：          

希望枠 

※希望の□

に✓を入れ

てくださ

い。 

□  表 3  全頁（モノクロ）    ￥66,000（消費税込み） 

□   表 4  全頁（モノクロ）    ￥66,000（消費税込み） 

□   表 2  全頁（モノクロ）    ￥44,000（消費税込み） 

□   後付  全頁（モノクロ）   ￥33,000（消費税込み） 

□   後付 1/2 頁（モノクロ）    ￥22,000（消費税込み） 

掲載品名  

版下送付      月   日 広告協賛係 宛に送付します。 

通信欄 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 

  




