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ご 挨 拶 

 

拝啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

 さて、この度、第 19 回国際アルコール医学生物学会学術総会(ISBRA2018)を 2018 年 9 月 9 日(日)～

13日 (木)の 5日間、国立京都国際会館において開催させていただく運びとなり、その会長を仰せつかる

こととなりました。 

 

 本会議開催にあたっては、「Global Alcohol Research -Expanding our knowledge, supporting our 

members, 国際的アルコール研究：知の発展と会員支援」というメインテーマを掲げ、優れた日本の臨床

経験や研究成果を世界に発信する新たな出発の場にしたいと考えております。 

 国際アルコール医学生物学会年次学術総会は、国際アルコール医学生物学会（International Society 

for Biomedical Research on Alcoholism：ISBRA）が 2年ごとに開催する会議であり、1982年の第 1回ミュ

ンヘン大会から本会議で第 19 回を迎えるアルコールに関する生物学的研究で最も歴史のある国際会議

であります。日本での開催は、1988年の第 4回 ISBRA総会・京都大会、2000年の第 6回 ISBRA総会・

横浜大会、2012 年の第 16 回 ISBRA 総会・札幌大会についで 6 年振り、4回目の開催になります。世界

のトップレベルの研究者が一堂に会し，最新の知見や研究成果について発表し議論を行うことにより， 

アルコール生物学の発展とその応用展開を図ることを目的に開催の準備を進めることとなりました。 

 この会議を日本で開催することは、わが国でのアルコール生物学分野の基礎研究や臨床研究成果を

全世界の研究者に大きくアピールし、多くの研究者の参画を促す絶好の機会となるとともに、我が国のこ

の分野の科学者に世界の多くの科学者と直接交流する機会を与えることとなり、我が国のアルコール生

物学に関する研究を一層発展させる契機となり、さらには、アルコールの過量摂取に伴う有害性を啓発し、

アルコール関連領域の研究に対する理解を深め、治療へのハードルを下げることが期待されています。 

 

 本会議には、国内外から約 1,000名の参加が見込まれており、第 53回日本アルコール・薬物医学会の

同時開催も予定しており、これら全ての準備・運営には、会場設営費、人件費、海外招待者旅費等、多

額の経費が必要となるものと予想いたしております。必要経費のうち、大部分は参加登録費により賄うべ

きではありますが、質素倹約を旨として運営を行いましても、昨今の諸費用高騰のため、参加費のみでの

運営は甚だ困難であり、諸企業からのご援助もお願い申し上げねばならないのが実情です。 

 誠に恐縮ではございますが、本会議の成功、わが国のアルコール生物学分野の発展のために、是非と

も貴社からのご援助、ご寄付を賜りたく、お願い申し上げる次第です。 

 何卒ご高配の程、よろしくお願い申し上げます。 

 末筆ではございますが、皆様の今後益々のご健勝をお祈り申し上げます。 

 

 

 

敬具 

 

2018年 1月吉日  

        第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会

(ISBRA2018) 

             会長  樋口 進 

           独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 院長 
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開 催 概 要 

1. 会 議 名 称  第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会 (ISBRA2018) 

2. 会       期  2018年 9月 9日（日）～13 日（木） 

3. 会       場  国立京都国際会館 

  〒606-0001京都市左京区岩倉大鷺町 422番地 

  TEL 075-705-1229 (代表) 

  http://www.icckyoto.or.jp/index.html 

 

4. 主       催  第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会(ISBRA2018) 

  会長  樋口 進  (国立病院機構久里浜医療センター 院長)  

  国立病院機構久里浜医療センター 

  〒239-0841 神奈川県横須賀市野比 5-3-1 

  TEL: 046-848-1550 (代表) 

  

  ISBRA President 

  Susumu Higuchi （Director of National Hospital Organization Kurihama Medical 

and Addiction Center） 

               

 

5. 参 加 者 数  1,000名(予定) 

 

6. 事 務 局     ISBRA 2018 運営事務局 

  〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 株式会社コングレ内 

  TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552 

  E-mail: isbra2018@congre.co.jp 

 

7. ホームページ    http://www.congre.co.jp/isbra2018/ 
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共 催 セ ミ ナ ー 

 

【共催セミナーの開催予定と共催金額】 

共催：第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会 (ISBRA2018)と貴社との共催になります 

募集枠数：ランチョンセミナー12企画、スポンサードシンポジウム 12企画 

セッション時間：ランチョンセミナー：60分、スポンサードシンポジウム：90分 

 

 9月 9日(日) ～13日(木) 5日間を通して共通です。※9日(日)はランチョンセミナーの募集はありません。 

タイプ およその席数 会場数 ランチョンセミナー(税込) スポンサードシンポジウム(税込) 

A クラス 500席 1会場 ¥1,620,000.- ¥2,160,000.- 

B クラス 200席 1会場 ¥1,296,000.- ¥1,836,000.- 

C クラス 140席 3会場 ¥1,080,000.- ¥1,404,000.- 

＊消費税は、8%にて想定しております。 

 

【共催セミナー募集要項】 

1. セミナー共催費に含まれるもの 

  会場費、控室会場費、基本機材使用料(オペレーター人件費含)、基本会場備品 

   ※発表機材は、PC プレゼンテーション 1面のみとなります。 

 

2. 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・飲み物 

※ランチョンセミナーのみ。スポンサードシンポジウムにて料飲提供希望の場合も貴社ご負担です。 

    ※お弁当の内容は、主催者で決定し、手配させていただきます。 

     ただし、個数についてはご相談させていただきます。 

2) 運営スタッフ(アナウンス・進行係・照明係・弁当配布係など) 

3) 座長・演者の交通費(渡航費含む)、謝金、宿泊費、接遇費 

    ※上記に関する座長・演者との通信については、基本的に貴社にてお願いいたします。 

4) 看板・チラシなどの制作費用 

5) 控室飲食費 

6) 会場および控室などの追加機材 

 

3. お申込み方法 

1) 「共催セミナー申込書」に必要事項を記入の上、事務局宛に FAX または E-mailにてお申し込みくだ

さい。 

    ・希望されるセミナー枠を選択の上、第 3希望まで必ず明記してください。 

    ・現状のところ、予定されているテーマ、座長、演者をご記入ください。 

2) 複数のセミナーをお申込みの場合は、用紙をコピーしてご利用ください。 

3) セミナー開催を希望されない場合も、｢申し込みません｣にチェックの上、ご返送くださいますようお願

い致します。 

4) 申込期日：2018年 2 月 28日(水) 必着 

 

4. その他 

1) セミナーの内容や座長および演者の選出については、基本的に貴社に一任しますが、国内学会との

合同開催のため、企画内容や座長・演者が重複している場合は、主催者側より調整をお願いする場

合がございますので、予めご了承ください。 
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2) セミナー開催時間と関連会合が重なる可能性がございます。(スポンサードシンポジウムの場合、基本

的には本体プログラムと同時進行での開催となります。)万一、関連会合や本体プログラムにて役割の

ある先生を座長・演者として選出していただいた場合、主催者より調整をお願いする場合がございま

すので、予めご了承ください。  

3) 開催日時および会場の割振りにつきましては、主催者が最終決定いたします。 

4) 割振り決定後、共催費に関する請求書を発行させていただきますので、請求書記載の指定口座へお振込

みください。 

 

 

問合せ先 

  ISBRA 2018 運営事務局 

  〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 株式会社コングレ内 

  TEL: 03-5216-5318    FAX: 03-5216-5552 

   E-mail: isbra2018@congre.co.jp 

 

 



5 

 

プログラム集掲載広告 

 

1. 誌名 『第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会 (ISBRA2018) プログラム集』 

A4版 1,000部 

 

2. 配布対象 

   学会参加者 

 

3. 媒体作成費 ¥2,160,000.- 

 

4. 広告料総額 ¥2,052,000.- 

   【内訳】 

表 4カラー       ¥324,000× 1社＝¥324,000 

表 2・3カラー    ¥216,000× 2社＝¥432,000 

後付 1頁モノクロ  ¥108,000×5社＝¥540,000 

後付半頁モノクロ  ¥81,000×10社＝¥810,000      

 

5. 広告料(税込) 

表 4（カラー） 1頁 ¥324,000.- 後付 1頁モノクロ 10頁 ¥108,000.- 

表 2（カラー） 1頁 ¥216,000.- 後付半頁モノクロ 10頁 ¥81,000.- 

表 3（カラー） 1頁 ¥216,000.-    

 

6. お申込み方法 

1) ｢プログラム集掲載広告申込書｣に必要事項をご記入の上、事務局宛に FAX または E-mailにて 

お申し込みください。 

2) 原稿は、完全版下のデータ(解像度 350dpi以上)を事務局まで E-mailにてご送付ください。 

※当方では版下の作成はいたしません。Illustrator データの場合は必ず確認用の PDFデータを 

 合わせてご送付ください。 

※データ拝受後、必ず事務局から拝受連絡をいたします。5営業日以内に連絡のない場合には 

 未着の場合がございますので恐れ入りますがご連絡ください。 

3) ページ割につきましては、会長にご一任くださいますようお願い申しあげます。 

4) 申込：2018年 6月 29 日(金) 必着 

5) 原稿送付：2018年 6 月 29日(金) 必着 

 

7. 広告料のご入金について 

   掲載ページ決定後、請求書を発行させていただきますので、請求書記載の指定口へお振込みください。 

   消費税は、8%にて想定しております。 

 

8. キャンセル 

   申し込み後の取消しは原則として出来ません。 やむを得ず取り消される場合は、お支払い済みの広告

料のご返金はいたしかねますので、予めご了承ください。 

 

9. 発行予定日 

2018年 8月下旬(広告掲載企業には、プログラム集を 1部進呈いたします。) 
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問合せ先 

  ISBRA 2018 運営事務局 

  〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 株式会社コングレ内 

  TEL: 03-5216-5318    FAX: 03-5216-5552 

   E-mail: isbra2018@congre.co.jp 
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機 器 展 示 

 

1. 募集小間数 

約20 小間（予定） 

 

2. 出展料 

1 小間（W1800 ㎜×D900 ㎜）につき 270,000円(税込) 

※上記金額に含まれるもの：小間設営費、事務局経費、展示机等 

 

3. お申し込み方法 

｢機器展示 申込書｣に必要事項をご記入の上、事務局宛に FAXまたはE-mailにてお申し込みください。 

※ 申込締切： 2018年 5 月 11 日（金） 

※ 申込期限前に募集小間数に達した場合は、申し込みを締め切らせていただくこともありますので､あら

かじめご了承ください｡ 

※ 出展申込小間数は、1 小間を単位として小間数に制限は設けません｡ 

 

4. 出展料のご入金について 

申し込み内容について主催者による承認の後､請求書を送付いたします｡また、請求書の発送をもちまして、

申込確認とさせていただきます。 

※ 振り込み手数料は、ご負担ください。 

※ 消費税は、8%にて想定しておりますが、税率に応じてご請求額が変動しますことを予めご了承くださ 

 い。 

 

5. 取消・保留について 

出展内容が本展示会の趣旨に合わない場合､主催者はその申込を受付けかねることがあります｡ 

 

6. 基礎小間規格について 

医薬品・医療機器展示 

間口1,800ｍｍ 奥行900ｍｍ 高さ 2,100ｍｍ 

バックパネル：W1,800×H2,100 

社名板：W900×H200 

展示台：W1,800×D900×H700 

照 明：蛍光灯40W×1 

※ 6 小間以上のお申し込みの場合は、スペース渡しとします｡ 

 

7. 電源について 

コンセント100v 単相､200v 単相､三相の使用等をご希望の場合の費用は、出展者の負担となります｡ 

※ 電気使用料金はすべて出展者の負担となります｡ 

※ 電源の使用につきましては後日「出展マニュアル」にてお申し込みいただけます｡ 

 

8. 小間位置 

申込締切後の調整となります。ご了承ください。 

※ 小間位置の決定は出展物の種類､小間数等を考慮し､主催者が決定いたします｡出展者はこの決定

 に対する申し立てはできません｡ 

※ 出展者が主催者の許可なく小間の全部、あるいは一部の譲渡や交換を行うことはできません｡ 
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9. 出展の取消 

出展者は原則として出展を取り消すことはできません｡ 

 

10.  変更・中止 

主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により､本展示会の開催期間および開催時間の変更､または

開催の中止等を行う場合もあります｡中止の場合は、出展料は返金いたしますが､出展者側でそれまでに要

した費用は各社の負担となります｡ 

 

11.  出展物の管理 

出展物の管理は、各出展者が責任を負うものとし､盗難､紛失、損傷については、主催者は補償を含めた一

切の責任を負いかねますので､各社にて保険に加入する等の措置を取ってください｡また、出展者の行為

により事故が発生した場合は､当該出展者の責任において解決するものとし､主催者はこれに対し一切の責

任を負いません｡ 

 

12.  搬入・搬出について 

※ 詳細につきましては、後日送付予定の「出展マニュアル」にてお知らせいたします｡ 

※ その際にオプション申し込みも承ります。 

 

13.  未承認医療用具の展示について 

未承認医療用具等を出展する場合は、厚生労働省に必要書類を提出してください。 

その際に求められる主催者からの出展要請書は、開催3 週間前までに必要事項を予めご記入の上、 

展示会事務局にご提出いただければ、内容確認ののち主催印を捺印し、ご返送いたします。 

 

 

問合せ先 

  ISBRA 2018 運営事務局 

  〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 株式会社コングレ内 

  TEL: 03-5216-5318    FAX: 03-5216-5552 

   E-mail: isbra2018@congre.co.jp 
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募  金 

 

1. 募金の名称       第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会(ISBRA2018)開催費用の寄付金 

 

2. 募金目標額      ￥12,000,000.- 

 

3. 募金期間       2017年 11月 1日(木)～2018年 9月 8日(土) 

 

4. 募金責任者      樋口 進  

        第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会 (ISBRA2018) 会長 

国立病院機構久里浜医療センター  院長 

 

5. 寄付金の使途    2018年 9月 9日(日)より 5日間、京都において開催される、 

                 「第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会(ISBRA2018)」の開催運営費用に 

       充当します。 

 

6. 寄付申込先および振込先   

同封の学会専用(会長宛)の寄付申込書に必要事項をご記入の上、 

ISBRA 2018 運営事務局へ 

郵送、FAX または E-mail にてご送付ください。 

 

                   <申込送付先> 

                   ISBRA 2018  運営事務局 

                    〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館 6階 株式会社コングレ内 

                     TEL: 03-5216-5318  FAX:03-5216-5552  E-mail: isbra2018@congre.co.jp 

 

                   <お振込先> 

                   横浜銀行  久里浜支店 (店番号：548) 普通 6153478 

                   第 19回国際アルコール医学生物学会学術総会 

    ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｷﾕｳｶｲｺｸｻｲｱﾙｺｰﾙｲｶﾞｸｾｲﾌﾞﾂｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｿｳｶｲ 

 

 

7. 税法上の取り扱い  寄付金に対する免税措置はございません。 

 

8. 透明性ガイドラインについて： 

本会議は、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」に基づき、「企業

活動と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」 に従い、貴社が本会議へ支払う寄付

金、共催費等、貴社のウェブサイト等を通じて公開されることについて、承諾いたします。 

 

 

 

問合せ先 

  ISBRA 2018 運営事務局 

  〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 株式会社コングレ内 

  TEL: 03-5216-5318    FAX: 03-5216-5552 

   E-mail: isbra2018@congre.co.jp 


