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2019 年 8月吉日 

 

各 位 
 

 

謹啓 時下、益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

 さてこの度、「2020 年日本褥瘡学会公認 中国四国地方会教育セミナー」及び「第 20 日本褥瘡学会中

国四国地方会学術集会」を 2020 年 3 月 7 日(土)・8 日（日）に、レクザムホール（香川県県民ホール）

にてそれぞれ開催致す運びとなりました。 

 本会は、褥瘡治療の進歩普及を図り、わが国の学術の発展と国民の福祉に寄与することを目的として

設立され、中国四国地区においては同分野の最大規模の学術集会となります。 

 本会の開催にあたりましては、本来は参加者の会費により運営されるべきではありますが、遺憾なが

ら会費だけでは十分な運営が厳しいのが実情であります。 

 つきましては、諸般の事情は厳しい時期ではありますが、本会の意義と諸事情をご賢察の上、ご協賛

のご支援を賜りたく、ご高配のほど何卒お願い申し上げる次第でございます。 

 末筆ながら、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

 

 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 

会長  政田 美喜 

（三豊総合病院 看護部） 

 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および医療関係者等に対する研

究費、寄付、交流等の支出に関係する情報を、製薬企業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社と当学会

への協賛費用に関し、当該ウェブサイトで公開されること（開示形式：第 20 回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集

会：○○○○○○○円）に同意します。 

 
 

  

会 長 挨 拶 
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◆学 会 名 称： 2020年日本褥瘡学会公認 中国・四国地方会教育セミナー 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 

 

◆会 長： 政田 美喜（三豊総合病院 看護部） 

 

◆会 期： 2020年 3月 7日(土)・8日（日） （2日間） 

 

◆会 議 日 程： 

  （予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会 場： レクザムホール（香川県県民ホール） 

〒760-0030  香川県高松市玉藻町 9-10 

 

◆目 的： 本学会は褥瘡や創傷管理に関する教育、研究、専門知識の増進普及を計り、褥瘡の予

防と医療の向上の促進と充実に貢献することを目的とする。 

 

◆参 加 者 数： のべ 約 700名 

 

◆学会事務局： 三豊総合病院 看護部 

〒769-1695 

香川県観音寺市豊浜町姫浜 708番地 

 

◆運営事務局： 株式会社キョードープラス 

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

担当：白神 

TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682 E-mail：jspucs20@wjcs.jp 

2020 年 3月 7 日（土） 

2020 年日本褥瘡学会公認 中国・四国地方会教育セミナー 

第 20 回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会、 

イブニングセミナー 

2020 年 3月 8 日（日） 

第 20 回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 

午 前 開会式、一般演題（口演）、特別講演Ⅰ、 

午 後 
総会、ランチョンセミナー、教育講演 

特別講演Ⅱ、一般演題（口演、ポスター）、閉会式 

開 催 概 要 
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１．学会名称 

2020年日本褥瘡学会公認 中国・四国地方会教育セミナー 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 

 

２．主催機関及び責任者 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 

会長  政田 美喜（三豊総合病院 看護部） 

 

３．会期 

2020 年 3月 7日（土）・8日（日） （2日間） 

 

４．会場 

レクザムホール（香川県県民ホール） 

〒760-0030  香川県高松市玉藻町 9-10 

 

５．収支予算案 

収  入 支  出 

内 訳 金 額 内 訳 金 額 

学会参加費(3/7教育セミナー) Ⅰ.事前準備費 

一律 \2,000×300名 600,000 事務局業務関連費 1,300,000 

学会参加費(3/8学会) ホームページ作成関連費 300,000 

事前（会員） \4,000×120名 480,000 事前参加・演題登録関連費 770,000 

（非会員） \5,000×120名 600,000 印刷・製作関連費 1,500,000 

（学生） \1,000× 5名 5,000 Ⅱ.当日運営費 

当日（会員） \4,000× 50名 200,000 会場借上費 600,000 

（非会員） \5,000×100名 500,000 映像機材関係費 900,000 

（学生） \1,000×  5名 5,000 看板・設営関連費 600,000 

共催セミナー開催費 運営人件費 700,000 

(ランチョンセミナー) \500,000×  1社 500,000 招請関係費 500,000 

(イブニングセミナー) \500,000×  1社 500,000 施工関係費 900,000 

（特別講演） \300,000×  1社 300,000   

（教育講演） \300,000×  1社 300,000   

書籍販売 \3,300× 2 小間 6,600 Ⅲ.事後処理費 

企業展示費 事後事務処理費 200,000 

（教育セミナー） \82,500×12 小間 990,000 Ⅳ.その他 

（地方会） \82,500×15 小間 1,237,500 雑費 500,000 

広告掲載費 予備費 441,600 

（表 4,2,3） \55,000×  3社 162,000   

（記事中 1頁） \38,500× 10社 385,000   

（記事中 1/2頁） \27,500×  5社 137,500   

寄付金     

四国新薬会  500,000   

その他  300,000   

     

抄録販売  2,000   

本部補助金  1,200,000   

公的助成金  300,000   

雑収入  1,000   

合 計 9,211,600 合 計 9,211,600 

 

寄付金 募集要項 

 



 

5 

 

６．寄付を必要とする理由 

本医学会にはのべ約 700名の参加が予想され、会議開催の準備・運営に関する経費は総額 7,891,600円

が見込まれています。これらの諸経費は、本来学会参加者の参加登録費などの経費でまかなうべきもの

ではございますが、参加者個人で負担できる金額には限りがございます。従いまして、必要経費の相当

額は、ご援助に頼らざるを得ないのが実情でございます。総額 9,211,600 円のうち、参加登録費、学会

補助金など補助金と共催事業、四国新薬会寄付金を除く 300,000円を寄付金により充当したいと考えて

おります。諸経費ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、本医学会が成功裡に終えるため是非のご支援を

賜りますようお願い申し上げます。 

７．寄付金要項 

(ア) 募金の名称 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 

(イ) 募金の目標額 

30万円 

(ウ) 募金期間 

2019年 4月 1日 (月)～2020年 2月 28日 (金) 

(エ) 寄付金の用途 

医学に関する学術研究費（第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 運営資金） 

(オ) 寄付金の振込み先 

＜他銀行より＞ 

銀 行 名：ゆうちょ銀行 

店  名：六三八（ロクサンハチ） 

店  番：６３８ 

預金種目：普通預金 

口座番号：１９１３２４９  

口 座 名：第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会 会長 政田 美喜 

(ﾀﾞｲﾆｼﾞｯｶｲﾆﾎﾝｼﾞｮｸｿｳｶﾞﾂｶｲﾁﾕｳｺﾞｸｼｺﾁﾎｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾏｻﾀﾞ ﾐｷ) 

 

＜ゆうちょ銀行より＞ 

記  号：１６３０ 

番  号：１９１３２４９１ 

 

８．申込方法 

要項の内容をご確認のうえ、寄付金申込書に必要事項をご記入いただき、 

運営事務局宛に FAXにてお送りください。 

 

９．学会事務局 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 事務局 

三豊総合病院 看護部 

〒769-1695 香川県観音寺市豊浜町姫浜 708番地 

 

10．運営事務局 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 運営事務局 

株式会社キョードープラス 

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

担当：白神 

TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682  

E-mail：jspucs20@wjcs.jp 

 

※本会は、四国新薬会に申請をしております。

寄付金 募集要項 
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１．展示会場（予定） 

レクザムホール（香川県県民ホール） 5Ｆ ロビー 

                  4Ｆ 大会議室 

                    ロビー 

２．展示日程 

●2020年日本褥瘡学会公認中国・四国地方会教育セミナー  2020年 3月 7日（土） 

●第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 2020年 3月 8日（日） 

※ 搬入、展示、搬出の詳しい時間および指示要項は、追ってお知らせいたします。 

 

３．出店対象 

医療機器・検査機器・医薬品・医療情報機器、システム・書籍他 

 
４．出展料金（学会、教育セミナーともに同料金） 

種類 単位 サイズ 募集数（7 日） 募集数（8 日） 単価（1日料金） 

基礎小間 1小間 W1.8m×D0.9m×H2.4m 12小間 15小間 ￥82,500/日 

書籍展示 1卓 長机 1本(W1.8m×D0.45m) 1卓 1卓 ￥ 3,300/日 

※3/7(土)、3/8(日)の二日間通しで基礎小間展示ご希望の場合、\82,500×2 日間＝\165,000 となります。 

 

５．小間規格 

 

1 小間＝間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m より複数の小間数で申込みを受けます。 

 

 

 

 ・間仕切りの後壁（システムパネル） 

 ・展示台1台（W1.8m×D0.9m×H0.7m） 

 ・電気基礎ワット数 200W 

 ・布なし（商品の上にかけるクロスもご持参ください） 

※ 以上の仕様は出展料金に含まれ、当方で設置いたします。 

  その他の小間内装飾は、出展者が行ってください。 

 

以下、有料オプションについては申込書にご記入ください。 

※料金は、小間割が決定次第追ってお知らせいたします。 

 ・基礎 200W以上の電気使用（500W毎に\5,400の加算） 

 ・社名板、蛍光灯、白布 

 ・特別装飾等 

 

1卓＝間口 1.8m×奥行 0.45m より複数の卓数で申込みを受けます。 

・展示机 1卓（W1.8m×D0.45m） 

・電気基礎ワット数 200W 

・布なし（商品の上にかけるクロスもご持参ください） 

 

６．展示料お振込み方法 

申し込み締切り後、請求書を発行いたしますので、請求書記載の指定口座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。なお、有料オプション品につ

きましては、学会終了後に送付いたします別途 請求書によりお振込みください。 

 

※ 学会【3/8(日)】と教育セミナー【3/7(土)】ではお振込み先が異なります。 

 二日間通しで展示の場合は、大変お手数ですがそれぞれの指定口座へお振込みいただくように 

 なりますので、送付する請求書記載の口座を必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

企業展示／書籍展示 募集要項 

 

基 礎 小 間 

書 籍 展 示 
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７．出展規約 

(1) 展示小間割の決定 

大会事務局にて決定いたします。（2020年 2月予定） 

 

(2) 出展物 

出展対象に記載された範囲のもの、及び運営事務局の認めたものといたします。 

※薬事法未承認品の展示については、大会事務局にお問い合わせください。 

 

(3) 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を禁止いたします。（書籍は除く） 

但し、大会事務局の認めたものは、限定的に許可する場合がございます。 

 

(4) 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かねます。 

 

(5) 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ございます。この変更を理

由として出展申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。 

 

(6) 電気 

基礎小間仕様（200W）以外の電気使用は、全てオプションになります。 

（特殊電源に関しては別途ご相談ください） 

 

(7) 禁止事項 

展示物の高さは、2.4m に制限します。ただし、特別装飾の高さ制限につきましては、後日調整

させていただきます。また、床面への直接工作(ガムテープ、アンカー等)は出来ません。養生

等については出展社の責任において施工してください。 

 

(8) お申込みの取消し 

お申込み後の取り消しについては、一切お受けできません。 

また、お支払済みの出展料のご返金は出来ませんので、予めご了承ください。 

 

８．申込方法 

要項の内容をご確認のうえ、企業展示申込書に必要事項をご記入いただき、運営事務局宛に FAXに 

てお送りください。 

申込締切…2020年 1月 10日 (金) 

 

９．企業展示申込み・お問合せ先 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 運営事務局 

株式会社キョードープラス 

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

担当：白神 

TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682  

E-mail：jspucs20@wjcs.jp

企業展示／書籍展示 募集要項 
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１．誌 名： 第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 プログラム・抄録集 

 

２．配 布 対 象： 第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 参加者 他 

 

３．部数・版 型： 700部 A4 版 

 

４．製 作 費： 800,000円（税込） 

 

５．広告料目標額： 687,500円（税込） 

 

６．広告料金及び募集社数（予定総額）： 

内容 頁数 金額（税込） 募集社数 合計金額（税込） 

表紙４（モノクロ） 1頁 55,000円 1 社 55,000円 

表紙２（モノクロ） 1頁 55,000円 1 社 55,000円 

表紙３（モノクロ） 1頁 55,000円 1 社 55,000円 

記事中（モノクロ） 1頁 38,500円 10 社 385,000円 

記事中（モノクロ） 1/2頁 27,500円 5 社 137,500円 

合計 11 社 687,500円 

※ 表紙まわりは申込着順とさせていただきます。 

※ 上記料金は版下持ち込みの掲載料金です。 

※ 版下原稿作成をご希望の場合は上記掲載料金のほかに版下製作料金をご請求申し上げます。 

 

７．申 込 方 法： 要項の内容をご確認のうえ、広告掲載申込書に必要事項をご記入いただき、 

運営事務局宛に FAXにてお送りください。 

申込締切…2019年 12月 20日 (金) 

 

８．版 下 送 付：  送付期限…2019年 12月 20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）と出力見本（プリントまたは PDF）

を、学会名を必ず明記のうえ、運営事務局まで宅配便またはメール添付にて 

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される場合は、バージョンをご連絡ください。 

 

９．広告料お振込み先： 

申し込み締切り後、請求書を発行いたしますので請求書記載の指定口座までお振

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。 

 

10．広告掲載申込み・お問合せ先： 

第 20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会 運営事務局 

株式会社キョードープラス 

〒701-0205 岡山県岡山市南区妹尾 2346-1 

担当：白神 

TEL：086-250-7681 FAX：086-250-7682  

E-mail：jspucs20@wjcs.jp 

 

※本会は、四国新薬会に申請をしております。 

広告掲載 募集要項 

 


