
 

 

第 21 回日本小児泌尿器科学会総会 

 

 

開催趣意書及び募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会期：2012年 7 月 4日（水）～7 月 6 日（金） 

 

会場：岡山コンベンションセンター 

 

 

会長：後藤 隆文 

独立行政法人国立病院機構（ＮＨＯ）本部 中国四国ブロック事務所医療課長 

独立行政法人国立病院機構（ＮＨＯ）岡山医療センター 副統括診療部長 

 



 

ご 挨 拶 

謹啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のご

理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、第 21回日本小児泌尿器科学会総会を平成 24年 7月に岡山で開催すること

となり現在、その準備に鋭意取り組んでいるところです。本学会には、小児外科医を始

め小児に興味を持っている泌尿器科医や小児科医あるいは看護師など、この分野に関心

を抱く多数の臨床家や研究者の参加が予想されています。本学会においては、小児泌尿

器科領域における諸問題について、基礎・臨床から治療への応用に至るまで、広く最先

端の斬新なテーマを取り上げるとともに、これらの成果を集約し実地医療にはんえいさ

せ、さらに将来への展開を図ることで国民医療の向上に寄与できる学会としたいと考え

ております。 

学会開催は本来、参加費収入により運営されるべきところであり、本学会の運営にあ

たっては務めて経費を抑える所存ではありますが、皆様のご協力・ご支援をお願いせざ

るを得ないのが現状です。 

近年の厳しい社会情勢の折に誠に恐縮ではございますが、我が国の小児泌尿器科医療

を発展させる意味につきましても貴社のご理解と協力を賜りますよう謹んでお願い申

し上げます。 

本来ならば、早々に参上してご挨拶、ご依頼申し上げるべきところではございますが、

ここに書面をもちましてお願い致す次第でございます。 

本会の主旨をご高覧いただきまして、ご厚情賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

なお、会議終了後、速やかに収支決算報告をさせていただきます。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展を心より祈念いたします。 

謹白 

平成 24年 1月吉日 

  

第 21回日本小児泌尿器科学会総会 

会長 後藤 隆文 

独立行政法人国立病院機構（ＮＨＯ）本部 中国四国ブロック事務所医療課長 

独立行政法人国立病院機構（ＮＨＯ）岡山医療センター 副統括診療部長 

 

 

 



開 催 概 要 

１.名  称： 第 21回日本小児泌尿器科学会総会 

 

２.会  長： 後藤 隆文  

ＮＨＯ本部 中国四国ブロック事務所医療課長 

ＮＨＯ岡山医療センター 副統括診療部長 

 

３.会  場： 岡山コンベンションセンター 

        〒700-0024 

岡山市北区駅元町 14番 1号 TEL：086-214-1000 

 

４.会  期：  2012年 7月 4日（水）～6日（金） 

 

５.参加人数：  約 300名 

 

６.主なプログラム予定 

        基調講演 １題 

教育講演 ３題 

        シンポジウム ２題 

        教育セミナー ３題 

ランチョンセミナー  ２題 

学会賞候補演題（基礎・臨床・症例） 

一般演題 

ポスターセッション など 

 

７.本学会に関するお問い合せ 

学会事務局：独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 小児外科 

 高橋雄介 浅井 武 

〒701-1192 岡山県岡山市田益 1711-1 

TEL：086-294-9911（代表）FAX：086-294-9255 

E-mail：   yusuket@okayama3.hosp.go.jp 

           tasai@okayama3.hosp.go.jp 

ホームページ：http://www.convention-w.jp/jspu21 

 

運営事務局：第 21回日本小児泌尿器科学会総会 運営事務局 

(株)日本旅行中四国コンベンショングループ内 担当：津田・野上 

〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町 2-1-7JR西日本岡山支社 1F 

TEL：086-225-9281/FAX：086-225-9305 

E-mail: jspu21@wjcs.jp  



共催セミナー募集要項 

１．セミナー開催日時（予定） 

ランチョンセミナー：2012年 7月 5日(木)   12：00～12：50 

ランチョンセミナー：2012年 7月 6日(金)   12：00～12：50 

 

２．セミナー開催会場（予定） 

岡山コンベンションセンター 

第 1会場 コンベンションホール（3階） 約 300席 

 

３．共催について 

協賛企業と第 21 回日本小児泌尿器科学会総会との共催とさせていただきます。 

 

４.費用負担   

共催費には、会場費・控室使用料・会場で使用している機材一式の時間使用料（1 時

間）が含まれます。 

セミナーでの飲食代、司会・講師の謝礼金、宿泊費、交通費、控室飲食費、運営要員、

看板、チラシ、講演資料等の印刷費、学会使用外機材については、共催社の負担とな

ります。 

 

※共催費に含まれるもの 

（1）.会場関係費         1）セミナー会場使用料 

2）講師控室使用料（3時間） 

（2）.機材備品関係費             1）メインスクリーン 

2）ＰＣ液晶プロジェクター 

3）Windows ＰＣ 

4）ライセンス費（ソフトウエアー2種） 

5）ＰＣ周辺機器 

6）レーザーポインター 

7）デジタル計時回線 

8）手元ライト 

9）ワイヤレスマイク 

10）質疑応答マイク 

11）設営・撤去・機材調整・運搬費 

12）会場備品 

（3）.音響照明使用料（2時間内） 

（4）.その他                     1）広報費 

2）企画費 

（5）.連絡調整費 



※共催費に含まれないもの 

下記の内容は、貴社にて別途ご負担いただきます。会期 2か月前頃、運営事務局より貴

社ご担当者宛に発注書をメールまたは、郵送にてお送りいたします。 

（1）.会場内関係                 1）会場内での飲食（お弁当等）：会場指定業者 

へ発注予定 

2）映像オペレーター：1名 

3）録音・収録：1時間のビデオ収録 

4）サブスライドデーター 

5）机下紙 

（2）.控室関係                   1）控室での司会・講師などの飲食：実費計算 

2）ＰＣ Windows：打合せ用機材 

3）スクリーン：打合せ用機材 

4）プロジェクター：打合せ用機材 

（3）.看板関係                   1）会場前：デザインは統一させていただき 

ます。 

2）打合せ会場前：デザインは統一させていた 

だきます。 

（4）.要員関係                   1）資料配付係：貴社パンフレットやお弁当 

配付等 

2）会場係：会場全体の管理 

3）照明係：会場の照明の調整 

4）音響係：会場の音響の調整 

5）進行・タイムキーパー：計時回線にて発表

時間の告知等 

6）アナウンサー 

（5）.その他                   1）司会、講演者等への謝礼・旅費・宿泊費 

2）ポスター・チラシ等の印刷物              

 

５．会場収容人員及び弁当依頼について 

(1)共催費及び予定弁当数 

会 場 第 1会場（コンベンションホール 1/2西）3F  

収容人数 300席 

 

【学会 1日目／7月 5日(木)】 

ランチョンセミナー 1,050,000円（税込み） 

予定弁当数 300個 

 

【学会 2日目／7月 6日(金)】 

ランチョンセミナー 1,050,000円（税込み） 

予定弁当数 300個 



(2)お弁当代（税、サービス料込み） 

ランチョンセミナー 1,500円にてお願い致します。なお、弁当代金は、共催費には含

まれておりません。 

(3)その他 

当日弁当、設営機器は当事務局で準備します。その他セミナーで利用する機材、その

他につきましては、当事務局が指定いたします業者の利用をお願いいたします。 

 

６．申込方法  

本募集要項の内容をご確認頂いたうえ、申込書に必要事項をご記入頂き、下記運

営事務局宛てにＦＡＸにてお送りください。 

複数のお申し込みがある場合の調整は事務局一任とさせていただきます。 

 

７．セミナー内容について 

セミナー内容については事務局と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申込書にご記入ください。 

 

８．座長・講師の選定について （必ず事前に座長・講師について事務局までお知らせ 

下さい。） 

講師につきましては原則共催企業にお任せしますが、学術内容等により講師の人選を

調整させていただく場合があります。 

座長は希望があれば申し込み用紙に記載していただきますが、最終決定は事務局に一

任させていただきます。 

 

９．スケジュールについて 

平成 24年 4月 13日（金）申込締切 

平成 24年 5月上旬 開催日時、会場最終決定、共催費請求書発行 

平成 24年 6月下旬 当日手配関係ご案内の発送 

平成 24年 6月末日 共催費入金締切 

 

10．お問い合わせ・申込先 

   別紙申込書に必要事項記入の上、下記事務局宛にお送りください。 

第 21回日本小児泌尿器科学会総会  共催セミナー係 

（株）共同コングレス事業部内 担当：宗野、本田 

〒701-0205  岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

TEL：086-250-7681/FAX：086-250-7682 

E-mail: jspu21@wjcs.jp 

以上 

 

 



送付先：第 21回日本小児泌尿器科学会総会 運営事務局 

（FAX）086-250-7682  
 

第 21 回日本小児泌尿器科学会総会 

スポンサードセミナー申込書（締め切り 2012/4/13） 

年   月   日 

第 21回日本小児泌尿器科学会総会 後藤 隆文 殿 

 

 期  日 セミナー 会 場 

第 1希望 7月   日 ランチョンセミナー 第 1会場 

第 2希望 7月   日 ランチョンセミナー 第 1会場 

 

会 社 名：                                                         

連絡先住所：〒                                                        

       TEL                                FAX                                     

ご担当者名：                                                                              

希望 演題名(テーマ)：                                                                               

希望 座長（ふりがな）：                                                                               

希望 講師①（ふりがな）：                                                           

希望 講師②（ふりがな）：                                                                               

 

 

「第 21回日本小児泌尿器科学会総会」共催セミナー係 

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

株式会社共同 コングレス事業部内  担当:宗野、本田 

TEL：086-250-7681/FAX：086-250-7682 

E-mail：jspu21@wjcs.jp 

その他ご希望等： 

tamakatu
タイプライターテキスト

tamakatu
タイプライターテキスト

tamakatu
タイプライターテキスト
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