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第 8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 甲信越支部学術集会 

共催・協賛・支援のお願い 

 

謹 啓 

時下、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

この度、「第 8 回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 甲信越支部学術集会」を 

2023（令和 5）年 7月 1日（土）長野市若里市民文化ホール（長野県長野市）で開催させていただく 

こととなりました。 

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会の甲信越支部には、新潟・長野・山梨３県の呼吸器疾患診

療に関わる呼吸器科医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、保健師、

薬剤師、栄養士、臨床工学技士など多職種で構成され約 280 名が所属し、支部単位の学術集会を各地

で開催しております。 

本学術集会は、呼吸ケア・リハビリテーションに関する研究の進歩・普及を図り、日頃の研究成果

の発表や症例報告、教育セミナー、ワークショップ等を通じて呼吸器疾患分野における診療水準の向

上、地域医療への貢献を目的としています。 

本学術集会は、学会員以外の参加も認めており、各県持ち回りで定例開催することで医療経済や社

会環境の急速な変化に対応していくために、今後ますますの英知と実行力が要求される人材を育成す

ることで広く社会に寄与するものと考えます。 

 本学術集会では各種セミナーに始まり、多職種連携で呼吸ケアを考える演題や参加者交流などの企

画を考えております。更に、医療機器メーカーによるプレゼンテーション・機器展示を盛り込み、コ

ーヒーブレイクを設け、多くの参加者に機器展示に足を運んでいただけるように配慮致したいと考え

ています。 

 本会は会員の参加費（3,000 円/人）と学会からの補助金 20 万円などを財源として行ないますが、

抄録の作成、PC プレゼンテーション等、学会運営に多くの経費が予想されます。つきましては、厳し

い経済情勢下で大変恐縮ながら、上記の趣旨についてご理解とご賛同をいただき、格別のご支援を賜

りますよう心よりお願いいたします。 

 未筆ではございますが、貴社の今後益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

謹 白 

 

2022年 9月吉日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会  

甲信越支部学術集会 

会長 大平峰子 

（牟礼診療所 所長） 
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第 8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 甲信越支部学術集会 

 

１. 開催概要 

会 期 ： 2023年（令和 5年）7月 1日（土）午前 8時半～午後 5時 

 

会 場 ： 長野市若里市民文化ホール 

〒380-0928 長野県長野市若里 3丁目 22-2  

 

テーマ ： 在宅で安心・安全・安楽（幸せ）に 

 

会 長 ： 大平峰子（牟礼診療所 所長） 

  

参加者 ： 医師、コメディカル、学生など 約 300名 

 

プログラム 

 

： 教育講演、一般演題、ランチョンセミナー、モーニングセミナー 

シンポジウム等 ※ライブ配信も行う予定です 

※プログラムは現段階の予定のため変更となる場合がございます 

 

大会サイト ： https://8th.jsrcr-kse.jp/ 

  

事務局 ： 事務局長 丸山卓也 

（地方独立行政法人 長野市民病院 診療技術部臨床工学科 科長） 

〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333番地 1 

TEL 026-295-1199   FAX 026-295-1148  

E-mail : 8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp 

 

運営事務局 ：  ㈱成進社印刷  担当：田村達治 

〒390-0815 長野県松本市深志 2丁目 8番地 13 

TEL 0263-32-2301   FAX 0263-36-4691  

E-mail : info.kse@jsrcr-kse.jp 

 

２．過去の開催内容 

 

 開催年 開催場所 会長 

第１回 2015（平成 27）年 新潟 鈴木 栄一 

第 2回 2016（平成 28）年 松本 藤本 圭作 

第 3回 2017（平成 29）年 富士吉田 田中 一正 

第 4回 2018（平成 30）年 新潟 大平 徹郎 

第 5回 2019（令和 1）年 松本 江田 清一郎 

第 6回 2021（令和 3）年 甲府 河西 富彦 

第 7回 2022（令和 4）年 新潟 菊池 利明 

https://8th.jsrcr-kse.jp/
mailto:8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp
mailto:info.kse@jsrcr-kse.jp
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３．収支予算計画 

 

【収入の部】                               

単位（円） 

項目 金額 

Ⅰ 参加費 １．一般参加      3,000円×250名 750,000円 

Ⅱ 共催費用 １．教育セミナー       300,000円×2社、 

200,000円×2社 

２．モーニングセミナー 150,000円×1社、 

３．ランチョンセミナー 200,000円×1社 

※共催社は、募集要項を確認ください。 

 

1,350,000円 

  ２．プレゼンテーション料  20,000円×5社 100,000円 

Ⅲ 出展料／広告掲載料 １．出展料         50,000円×10社 500,000円 

  ２．広告掲載料 

  後付１頁（カラー）    50,000円×3社 

  後付１／２頁      30,000円×10社 

 

150,000円 

300,000円 

Ⅳ 本部補助金 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 200,000円 

 合  計 3,350,000円 

 

 

【支出の部】 

                              単位（円） 

項目 金額 

Ⅰ 会場運営費 会場費、設営費等 750,000円 

Ⅱ WEB 管理・印刷製本費 WEB管理費        400,000 円 

プログラム集印刷・製本費  500,000円 

900,000円 

Ⅲ セミナー運営費 機材・備品代       778,000円 

飲食代（講師・スタッフ・ティーコーナー等） 

             122,000 円 

900,000円 

Ⅳ 人件費 スタッフ経費、源泉・復興税 250,000円 

Ⅴ 諸謝金 講師・座長などの謝金 250,000円 

Ⅵ 通信費 郵送費 100,000円 

Ⅶ 雑費 消耗品費、表彰等 200,000円 

合計 3,350,000円 
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共催セミナー募集要項 

 

会  合 ： 第 8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 甲信越支部学術集会 

会  期 ： 2023年 7月 1日（土） 

会  場 ： 長野市若里市民文化ホール 

〒380-0928 長野県長野市若里 3丁目 22-2 

会  長 ： 大平峰子 （牟礼診療所 所長）   

参加見込み ： 医師、コメディカル、学生など 約 300名 

共催費 他 ： 全部で 6つのセミナーを企画。詳細は以下参照。 

 

セミナー種別 時間 会場 席数 共催費 

教育セミナー① 

内容も含めてご提案募集 
60分間 

ホール 

ライブ配信 
300 席 300,000円 

教育セミナー②、④ 

内容も含めてご提案募集 
30分間 

ホール 

ライブ配信 
200 席 200,000円 

教育セミナー③ 

内容も含めてご提案募集 
60分間 

ホール 

ライブ配信 
300 席 300,000円 

モーニングセミナー 

内容も含めてご提案募集 
45分間 

ホール 

ライブ配信 
150 席 150,000円 

ランチョンセミナー 

内容も含めてご提案募集 
60分間 

ホール 

ライブ配信 
200 席 200,000円 

 

【セミナー共催費内訳】 ※共催・広告費は消費税込です 

① 会場使用料（会場、控室など） 

② 映像機材（液晶プロジェクター、投影機材一式） 

③ 音響機材（座長席・演者席・進行席・質疑用マイク一式） 

④ 備品（レーザーポインタ、テーブルなど） 

⑤ 学術集会参加証（1社につき 2部）プログラム・抄録集（１社につき１部） 

 

【セミナー共催費に含まれないもの】 

① 運営スタッフ（進行係、アナウンス係、照明係、飲食配布係） 

② 接遇費（座長、演者の交通費、宿泊費、謝礼金、打ち合わせ控え室湯茶等接遇費など） 

③ 看板・チラシ等の作成物費用 

④ 参加者用飲食代（軽食・お弁当、飲み物等） 

※モーニング、ランチョンセミナーのみ該当 

 

※応募多数の場合は、事務局にて選考の上、結果をご連絡申し上げます。 

※上記の当日運営にかかわる手配の詳細につきましては、後日改めてご案内申し上げます。 

※詳細内容を確認の場合は、事務局にお問い合わせください。 
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【情報公開の同意】 

日本製薬工業協会、日本ジェネリック製薬協会、日本医療機器産業連合会の「企業活動と医療機関等

の関係の透明性ガイドライン」に基づき、学会等の会合開催にかかる費用を共催社様のウェブサイト

上に公開することに同意します。 

 

 

【ライブ配信の視聴について】 

Zoomによる配信。視聴については、会員のみ視聴できるよう URL ID/PWを設定します。 

 

 

【お申込みについて】 

申込用紙にご記入のうえ、2022 年 12 月 27 日（火）までに FAX にて下記 運営事務局までお申し込み

下さい。お申し込み後に、共催費の請求書を発行致しますので指定の銀行口座にお振込みをお願い致

します。尚、お振込み手数料は貴様にてご負担願います。 

※ 銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。  

 

 

【振込口座】 

  長野信用金庫（読み：ナガノシンヨウキンコ） 

 [支店名]   古里支店（フルサトシテン） 

   [店番]    036 

   [預金種目] 普通預金 

    [口座番号] 0177076 

（ダイハチカイニホンコキュウケアリハビリテーションガッカイコウシンエツシブ

ガクジュツシュウカイカイチョウ オオヒラミネコ）  

 

【お問合せ先・申込先】 

 

事務局 丸山卓也（長野市民病院 診療技術部 臨床工学科 科長） 

〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333番地 1 

TEL 026-295-1199   FAX 026-295-1148  

E-mail : 8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp 

 

 

 

 

  

mailto:8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp
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企業展示 募集要項 

 

企業展示の概要について 

 

① 公開時間（予定） 

2023（令和 5）年 7月 1日（土） 8:30～16：00 

② 搬入・搬出について 

搬入：2023 年 6月 30日（金）  15：00～17：30 /  7月 1日（土）8：30 以降 

搬出：2023 年 7月 1日（土）  16：00以降 

 

小間料金・お申込み 

 

① 小間料金 ￥50,000/1小間 募集枠は 10社まで（予定） 

② 展示台 (会議机): W1800 mm x D450 mm x H700 mm  (予定) 

③ 小間レイアウト 

出展申し込み締め切り後、事務局にて小間レイアウトを決定します。 

④ 学術集会参加証・抄録集 

出展１小間につき「学術集会参加証」を１部、「プログラム・抄録集」を１部ご提供します。 

⑤ 防火・防災 

・会場では火気の使用及び危険物の持ち込みを一切禁止します。 

・消火設備（スプリンクラー）を妨げる装飾物の設置は禁止します。 

 

プレゼンテーション 募集要項 

 

企業プレゼンテーションについて 

医療現場で必要とされている医療機器・医薬品・医療材料を企業からで発信していただきます。

テーマに沿った形で 1社 10分程度。（10 社予定） 

① プレゼンテーション料：１社 20,000円 

② 基本はスライドプレゼンテーション 

③ お申込み後、データ作成方法等詳細を運営事務局よりご案内いたします。 

④ 7 月 1 日（土）に会場内スペースを用いる、もしくはオンデマンド配信を予定しております。 

 
【お支払い】 会期終了までに請求書をお送りいたします。請求書査収後、指定された期日までにお振

込みください。（振込手数料は負担でお願いいたします。） 

     尚、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

 
【お問合せ先・申込先】 

事務局   丸山卓也（長野市民病院 診療技術部 臨床工学科 科長） 

〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333番地 1 

TEL 026-295-1199   FAX 026-295-1148  

E-mail : 8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp 

mailto:8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp
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広告掲載 募集要項 

プログラムの広告掲載の募集要項 

ア） 広告媒体名称：第 8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会   

       甲信越支部学術集会プログラム 

イ） 発行：300部 

ウ） 配布対象：学会員及び参加者 

エ） 募集総額  ４５万円 

オ） 掲載料      Ａ４版１ページ（カラー）    ５万円 × ３枠（予定） 

       ※表紙部の表２，３，４に掲載（縦 297×横 210mm） 

      Ａ４版１/２ページ（モノクロ） ３万円 ×  １０枠（予定） 

       ※本文に掲載(縦 128×横 180mm) 

       ※Ａ４版１ページ（モノクロ:縦 260×横 180mm）の場合、４万円とする  

カ） 印刷製本費 ５０万円（一部カラー６０頁／学会専用サイト運営費を含む） 

キ） 依頼社数： ３０社 

入稿について：広告版下はイラスレーターデータまたはPDFデータでの入稿でお願いいたします。 

 

【データ入稿の場合の諸注意】 

1) 使用 OS を明記して下さい。Mac／Win （バージョン含む） 

2) 作成アプリケーションを明記してください。  

※下記アプリケーションで作成されたデータが対応可能です。 

Adobe Illustrator CCまで（必ずアウトラインをとってください） 

Adobe Photoshop CCまで（eps形式または tiff形式） 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint（PDFデータに変換してください） 

3) 広告データは大会サイトの広告ページ（https://8th.jsrcr-kse.jp/ad/）よりお送りください。 

※郵送の場合は、必ず出力見本をご同封ください。版下はプログラム・抄録集印刷後、ご返却い

たします。 

 

 
【お問合せ先・申込先】 

事務局   丸山卓也（長野市民病院 診療技術部 臨床工学科 科長） 

〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333番地 1 

TEL 026-295-1199   FAX 026-295-1148  

E-mail : 8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp 

【広告原稿 提出先】 

運営事務局  ㈱成進社印刷 担当：田村 達治 

〒390-0815 長野県松本市深志 2丁目 8番地 13 

TEL 0263-32-2301   FAX 0263-36-4691  

データ入稿先 : https://8th.jsrcr-kse.jp/ad/（大会サイト広告ページ） 

 
広告原稿締切：2023（令和 5）年 5 月 8 日（月） 

https://8th.jsrcr-kse.jp/ad/
mailto:8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp
https://8th.jsrcr-kse.jp/ad/
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企業展示・プレゼンテーション・広告掲載 お申込について 

 

【お申込みについて】 

申込用紙にご記入のうえ、2023（令和 5）年 5月 8 日（月）までにＦＡＸにて下記事務局までお申し込

み下さい。お申し込み後に、共催費の請求書を発行致しますので指定の銀行口座にお振込みをお願い

致します。尚、お振込み手数料は貴様にてご負担願います。 

 

 

【振込口座】 

  長野信用金庫（読み：ナガノシンヨウキンコ） 

 [支店名]   古里支店（フルサトシテン） 

   [店番]    036 

   [預金種目] 普通預金 

    [口座番号] 0177076 

（ダイハチカイニホンコキュウケアリハビリテーションガッカイコウシンエツシブガクジュツ

シュウカイカイチョウ オオヒラミネコ）  

 

 

振込期日は、2023（令和 5）年 5月 8日までにお願いいたします。 

 

 

 

【お問合せ先・申込先】 

事務局    丸山卓也（長野市民病院 診療技術部 臨床工学科 科長） 

〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333番地 1 

TEL 026-295-1199   FAX 026-295-1148  

E-mail : 8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp 
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資料 1 

 

第 8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 甲信越支部学術集会 

プログラム（案） 

2022 年 9月 1日現在 

 2023 年 7月 1日（土） 

会場：長野市若里市民文化ホール 

《ホール》・《会議室１.２.３》・《特別会議室 B》・《プロムナードギャラリー》 

 

《ホール》※ライブ配信 

9:00～9:05    開 会 

 

9:10～9:55    モーニングセミナー 

 

10:00～10:15   次年度大会プレゼン 

 

10:20〜11:20   教育セミナー①  

 

11:25〜11:55   教育セミナー②  

 

12:00～13:00   ランチョンセミナー 

 

13:10～14:10   教育セミナー③ 

 

14:15～14:45   教育セミナー④ 

 

14:50～16:20   特別講演・シンポジウム 在宅で安全・安心・安楽（幸せ）について 

各職種から…メンバー調整中 

 

16:25             閉 会 《ホール・ライブ配信》   

 

《会議室１.２.３》 

一般演題 ６セッション ３０演題 （発表７分 質疑応答２分） 

《特別会議室 B》 

    ショートレクチャー、実技セミナー 

《その他》 

    12:00～12:30  代議員会 

《プロムナードギャラリー》 

9:00～16:00   機器展示 
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お申込用紙 

第 8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会甲信越支部学術集会 事務局 行   

事務局   丸山卓也（長野市民病院 診療技術部 臨床工学科 科長） 

〒381-8551 長野県長野市大字富竹 1333番地 1 

TEL 026-295-1199   FAX 026-295-1148  

E-mail : 8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp 

 

      年    月    日 

以下の通り申込みいたします。（該当するものを○で囲んでください） 

種 別 共催費・広告掲載費 該当するものに○を 備 考 

教育セミナー①、③ 300,000円   

教育セミナー②、④ 200,000円   

モーニングセミナー 150,000円   

ランチョンセミナー 200,000円   

企業展示 50,000 円  （     ）小間分 

企業プレゼンテーション 20,000 円   

広告掲載 

Ａ4 カラー 50,000 円   

Ａ4 モノクロ 40,000 円   

Ａ4 1/2モノクロ 30,000 円   

合計金額 円 ※共催・広告費は消費税込です 

 

■お申込者 

貴社名 

 

 御担当者   

御住所 

〒 

 御所属 

TEL 

 

 

FAX E-mail 

 

mailto:8th.jsrcr-kse@hospital.nagano.nagano.jp
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