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謹啓  貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申しあげます。 

 さて、2016年4月15日（金）～4月16日（土）に仙台国際センターにて第90回日本感染症
学会総会・学術講演会を、「One Health  ヒト、動物、そして環境 ～感染症のトータルマネ
ジメントをめざして～」をメインテーマとして開催させていただくこととなり、現在、鋭意その
準備を進めております。 

 

 今や感染症の問題は医療関連施設にとどまらず、広く地域社会全体の危機：クライシス
と認識されるようになってきており、すべての医療関連施設はもちろんのこと、地域全体の
感染症に対する危機管理体制の構築が不可欠な状況となっています。日本感染症学会
は、感染症領域に関する学術の向上を図ると共に、感染症の診断・治療・予防に関する総
合的な対応能力を有する専門的人材の育成や感染症に関する基礎的・臨床的な研究を
実践していく研究者の育成を担っており、本学会総会・学術講演会はそれらの目的を満た
す学術講演会として重要な意義を有するものと期待されております。 

 

 本学会は約1万1千名の会員を擁しておりますが、ここ数年来の新興・再興感染症への
関心の高まりや感染症専門医制度の発足・発展もあり、会員、総会参加者ともに増加の一
途をたどっており、多数の参加者が予想されています。  

 

 本来、学術講演会の運営費用は参加費を以ってまかなうべきものと考え、鋭意努力する
所存ではございますが、参加費のみによる運営に困難が予想されます。本学会の内容を
充実させ、その成果をより大きなものとするためには、各方面からのご浄財によるご支援
を仰がざるを得ないのが実情です。誠に勝手なお願いではございますが、本学会の趣旨
を御理解いただき、貴社におかれましては、是非ご協力いただきたくお願い申しあげます。 

 

 末筆ながら、貴社の益々のご繁栄をお祈り申しあげます。 

 謹白 

 



第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 

会議名称：   第90回日本感染症学会総会・学術講演会  

 

会長：      賀来 満夫（東北大学大学院医学系研究科 内科病態学講座   
                  感染制御・検査診断学分野 教授） 

 
学会会期：   2016年4月15日(金)～4月16日(土) 

 

開催場所：   仙台国際センター・新展示施設 

      〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地 

      TEL:022-265-2211（代表） 

 

プログラム(予定)：第90回メモリアル講演、招請講演、特別講演、教育講演、特別シンポジウム 

        シンポジウム、日本化学療法学会合同シンポジウム、 

        日本結核病学会共同シンポジウム、症例から学ぶ感染症セミナー、 

        ベーシックレクチャー、One Health レクチャー、 

            ICD講習会、三学会合同サーベイランス報告、 

        一般演題（口演・ポスター）等  

 

テーマ：     「One Health  ヒト、動物、そして環境  

           ～感染症のトータルマネジメントをめざして～」 

 
有料参加者数： 約2,000名 
 
事務局：     東北大学大学院医学系研究科 
       内科病態学講座 感染制御・検査診断学分野 
       〒980－8574 仙台市青葉区星陵町1－1 
        TEL：022－717－7373（医局）  FAX：022－717－7390 
 
運営事務局：  株式会社コングレ 
       〒102－8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル 
       TEL：03－5216－5318  FAX：03-5216-5552 
       E-mail : jaid90@congre.co.jp 

開催概要 
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募集内容：共催セミナーの種類、募集枠数と共催費は下記の通りです。 

共催セミナーについて 

  
ランチョン 
セミナーA 

ランチョン 
セミナーB 

ランチョン 
セミナーC 

イブニング 
セミナーA 

イブニング 
セミナーB 

モーニング 
セミナー 

共催費 ¥2,160,000.-  ¥1,620,000.- ￥1,404,000.- ¥1,620,000.- ¥1,296,000.- ￥1,296,000.- 

会場席数 
(予定) 

350席以上 
349席以下～ 
200席以上 

200席未満 350席以上 349席以下 349席以下 

4月15日
(金) 

4企画 2企画 2企画 3企画 4企画 

4月16日
(土) 

4企画 2企画 2企画     2企画 

共催費に含まれるもの 

  ・共催セミナー会場費 

  ・音響、照明設備使用料(学会で使用を予定している機材) 

  ・発表用機材および備品使用料(スクリーン、液晶プロジェクター、レーザーポインター、 

   計時機器、演者・司会・質疑用マイク等） 

  ・会場内PCオペレーター 

 

共催費に含まれないもの 

  ・控室使用料 

  ・弁当(参加者用・講師用) 

  ・看板費（会場前・控室前・氏名掲示含む） 

  ・運営人件費（会場ディレクター、アナウンス、計時進行係、照明係、弁当配布係など） 

  ・ビデオ、通訳機器等オプション機材費 

  ・控室における飲食費 

  ・司会および演者にかかる謝金・旅費などの諸経費 
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申込方法・締切： 共催セミナーお申込みの際は、同封の申込書・アンケート用紙に必要事項を 

            ご記入の上、平成27年10月30日(金)までに共催セミナー事務局まで 

            ファックスにてご返信ください。 

 

＊当日の運営に関する詳細につきましては、共催セミナーお申込み受付後、開催要項をお送り いた

します。 

 

＊共催セミナーのお申込み採否につきましては、原則として先着順とさせていただきますが、最終の

採否は事務局にて決定させていただきます。尚、企画予定数に限りがございますので、あらかじめご

了承ください。 

   

 また、貴社セミナーで現在希望している演者・司会候補の先生方に現時点で直接連絡をとるのはお

控えいただきますようお願い致します。 

 各社の申込受領後、11月下旬-12月上旬に事務局にて各社セミナー日程、内容希望を調整の上、 

ご連絡させていただきます。演者・司会への貴社からのご連絡はそれ以降にお願い致します。 

第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 

 
《今後の予定》 
 
  共催セミナー申込締切：       平成27年10月30日(金) 
   
   演題名、司会、演者の決定、通知：平成27年11月下旬～12月上旬 
   
  共催費請求書送付：      平成27年12月中旬 
   
  抄録の執筆締切り      平成28年1月上旬 
 
  オプション機材・飲食申込受付：  平成28年2月上旬～3月上旬予定   
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出展要項 

募集小間数： 【商業展示】約30小間（予定） 仙台国際センター・新展示施設 

         【書籍展示】約10本（予定）   

 

出展料： 【商業展示】 スペース・基礎1小間（W1,800×D900）につき 216,000円（税込） 

    【書籍展示】 1本（W1,800×D900）につき 10,800円(税込) 

 

申込方法： 所定の申込書に必要事項を記入の上､お申込みください｡ 

 

申込書送付先： 〒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 

  第90回日本感染症学会総会・学術講演会 展示会事務局 

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

 

申込期限： 2015年11月30日（月）迄 

  ※申込期限前に募集小間数に達した場合はお申込みを締め切ることもありますのでご了承ください｡ 

 

※取消・保留： 出展内容が本展示会の趣旨に合わない場合､主催者はそのお申込みを受付けかね 

  ることがあります｡ 

商業展示・書籍展示について 

第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 

4 



【基礎小間規格】 W1,800ｍｍ × D900ｍｍ × H2,100ｍｍ 

 

  ※消防法の関係で仕様変更もございますのでご了承ください｡ 

  ※電源の使用・備品の申込につきましては後日お送りする「出展マニュアル」のアンケートにて 

     お申込みいただけます｡ 

【スペース小間規格】  W 1,800mm×D 900mm  
      高さ制限 ：4,000mm  
       小間の基本装備 ：なし 
         【注】 電源が必要な場合には、別途お申込みが必要になります。  
 
【書籍展示】       W 1,800mm×D 900mm  
        小間の基本装備：展示用机、白布 
     【注】 電源が必要な場合には、別途お申込みが必要になります。  

第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 

【基礎仕様に含まれるもの】（単位：㎜） 

 ○バックパネル 

   （W1,800×H2100） 

 ○展示台（会議机、白布付） 

   （W1,800×D900×H700） 

 ○社名板 

   （W900×H200） 

   統一書体（ゴシック体）にて表記 

   白ベース、黒文字 

 ○蛍光灯（40W） 

 ○電気容量 300w（100V/50HZ）以内、 

   2口コンセント 

※仕様は変更になる可能性があります。 

バックパネル 

700 

900 
1,800 

2,100 
平机(白布付) 
W1,800×D900×H700 

蛍光灯 
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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｡ 

 

 

搬入・搬出： 下記の通りに予定しております｡ 

  搬入 2016年4月14日（木）12：00頃 （予定） 

  搬出 2016年4月16日（土）16：30頃 （予定） 

 

※詳細につきましては後日「出展マニュアル」にてお知らせします｡ 

第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 

 

申込小間数： 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｡ 

 

 

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｡ 

 

 

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｡ 

   

  

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､出展者側にてそれまでに要した費用は各社

  の負担となります｡ 
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《今後の予定》 
 

  申込締切：               平成27年11月30日(月) 

 

  出展料請求書送付：      平成27年12月末 

   

  小間割りの確定：           平成28年1月中旬～2月上旬 

 

     追加申込内容の確定：            平成28年3月下旬 
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募集要項 

掲載媒体： ポケットプログラム A6予定（発行部数 約 3,000部） 

   

媒体制作費： ポケットプログラム 約 1,944,000円（概算） 

   

広告料総額： ポケットプログラム 約 1,123,200円（概算） 

 

広告掲載費：      

 

広告料金（税込み） 
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ポケットプログラム 募集枠数 

表2 （ﾓﾉｸﾛ） ･･･¥129,600.- 1枠 

表3 （ﾓﾉｸﾛ） ･･･¥129,600.- 1枠 

表4 （ｶﾗｰ） ･･･¥162,000.- 1枠 

後付1頁（ﾓﾉｸﾛ） ･･･¥86,400.- 5枠 

後付1/2頁（ﾓﾉｸﾛ） ･･･¥54,000.- 5枠 

第
24
回
日
本
環
境
感
染
学
会

第24回

日本
環境

感染
学会

①

②

④

③

① 表１ （表紙）
② 表２ （表紙の裏）
③ 表３ （裏表紙の裏）
④ 表４ （裏表紙）

第
24
回
日
本
環
境
感
染
学
会

第24回

日本
環境

感染
学会

①

②

④

③

① 表１ （表紙）
② 表２ （表紙の裏）
③ 表３ （裏表紙の裏）
④ 表４ （裏表紙）

第
90
回
日
本
感
染
症
学
会
総
会
・学
術
講
演
会 

ポケットプログラム広告について 

第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 



広告企画： ポケットプログラム 

 

広告原稿： 版下（そのまま広告として使用できるもの）、または版下データ（確認のため、 

 出力した見本またはPDFデータを同封ください）でお願いいたします。 

 

※取消・保留： 広告内容が本総会の趣旨に合わない場合､主催者はそのお申込みを受け付けか

 ねることがあります｡ 

 

9 

申込の方法：  申込書（最終頁）に必要事項をご記入の上、運営事務局宛にFAX下さい。 

 

申込締切： 平成27年11月30日（月） 

  ※お申込みは先着順とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

  ※広告原稿のご提出締切も同日とさせていただきます。 

 

申込方法 

• 第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 

 

《今後の予定》 
 

  申込締切：               平成27年11月30日(月) 

   

  申込内容の確定：          平成27年12月下旬 

  

  広告費請求書送付：      平成28年1月上旬 

 

  広告データの送付：      平成28年1月下旬 

 



第90回日本感染症学会総会・学術講演会 
 The 90th Annual Meeting of  the Japanese Association for Infectious Diseases 

 

■ 寄付の目的 第90回日本感染症学会総会・学術講演会運営のため 

 

■ 募集期間 2015年7月15日（水） ～ 2016年4月14日（木） 

 

■ 募集募金額 1,000,000円 

 

■ 寄付金申込方法 

  趣旨にご賛同賜りご協力頂けます場合には後付の『寄付金申込書』 

  にご記入の上、FAXでお申込みください。 

 

■ 寄付金振込先  

  三菱東京UFJ銀行 仙台支店(店番号 314) 

  口座番号：0574701 

  口座名：第90回日本感染症学会総会学術講演会 会長 賀来 満夫 

             フリガナ：ダイキユウジユツカイニホンカンセンシヨウガツカイソウカイ 

                  ガクジユツコウエンカイ  カク ミツオ 

   

■ 税法上の取扱い 寄付金に対する免税措置はございません 

 

■ お問合せ先   第90回日本感染症学会総会・学術講演会 運営事務局 

  株式会社コングレ内 扇本・鈴木 

  〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル 

  TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 

  E-mail:jaid90@congre.co.jp 

寄付金について 
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収支計画書 
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収入の部 （単位：円）

1 参加費 28,600,000

　　　 1)医師・歯科医師・企業 @15,000 1,600名 24,000,000

2)薬剤師・看護師・臨床検査技師等 @10,000 400名 4,000,000

3)懇親会 @3,000 200名 600,000

2 展示 6,588,000

1)機器展示 @216,000 30小間 6,480,000

2)書籍展示 @10,800 10本 108,000

3 共催セミナー 42,012,000

1)ランチョンセミナーＡ（300席以上） @2,160,000 8枠 17,280,000

2)ランチョンセミナーＢ（299席以下、200席以上） @1,620,000 4枠 6,480,000

3)ランチョンセミナーC（199席以下） @1,404,000 4枠 5,616,000

4)イブニングセミナーＡ（300席以上） @1,620,000 3枠 4,860,000

5)イブニングセミナーＢ（299席以下） @1,296,000 4枠 5,184,000

6)モーニングセミナー @1,296,000 2枠 2,592,000

4 広告収入 1,123,200

表2 （ﾓﾉｸﾛ） @129,600 1枠 129,600

表3 （ﾓﾉｸﾛ） @129,600 1枠 129,600

表4 （ｶﾗ-） @162,000 1枠 162,000

後付1頁(ﾓﾉｸﾛ) @86,400 5枠 432,000

後付1/2頁(ﾓﾉｸﾛ) @54,000 5枠 270,000

5 補助金・寄付金 8,000,000

1)学会本部補助金 @2,000,000 一式 2,000,000

2)日本製薬団体連合会 @5,000,000 一式 5,000,000

3)日薬連加盟外企業 @1,000,000 一式 1,000,000

合　計

項目 単価 数量 金額

¥86,323,200

支出の部

1 事前準備費

　　　 1)人件費 一式

2)演題処理関係費 一式

3)ホームページ制作関係費 一式

4)印刷・制作費 一式

5)通信・運搬費 一式

6)会議費 一式

2 当日運営費

1)会場費 一式

2)機材・備品費 一式

3)看板・装飾費 一式

4)商業展示関係費 一式

5)人件費 一式

6)招請関係費 一式

7)会合関係費 一式

3 事後処理費

4 業務委託費

5 予備費 一式

合　計

金額

1,051,946

¥86,323,200

項目 数量

3,002,555

20,701,000

6,740,000

2,360,000

2,900,000

7,000,450

小計

消費税等（8%）

支出合計 85,271,254

4,581,000

2,300,000

1,820,000

54,251,310

11,528,660

78,954,865

6,316,389

7,027,500

4,020,000

8,380,000

7,407,000

8,887,700

1,000,000



第90回日本感染症学会総会・学術講演会 共催セミナー申込書 

平成  年  月  日 

■ 下記の通り、共催セミナー開催を申込みます。 

１．下記の規模の会場を希望します。 (必須) 

 (1)共催セミナー（ランチョンセミナー）：  

     □ Aランク (350席以上)   □ Bランク (349席以下～200席以上） □Cランク(200席未満) 

 (2)共催セミナー（イブニングセミナー）： □ Aランク (350席以上)  □ Bランク (349席以下） 

 (3)共催セミナー(モーニングセミナー)：    □ フリーランク 

２．希望開催日(必須)     第1希望：       月       日 第2希望：       月       日 

 

３．仮の内容でも結構ですので、下記にご記入ください。 

  第1案： 演題名:                                                                                                                             

   司会案: 

   演者案: 

  第2案： 演題名: 

   司会案: 

   演者案: 

 ※現時点での司会・演者候補の先生方への直接のご連絡はお控え下さいますようお願い致します。 

４．  ご意見、ご要望等がございましたらご記入ください。 

貴社名 

住所 
〒 

ご担当者所属 

ご担当者名 

TEL/FAX 

E-mail 

FAX TEL 

FAX：03-5216-5552 第90回日本感染症学会総会・学術講演会 運営事務局 宛 

申込締切：平成27年10月30日(金 ) 

【申込先】 
第90回日本感染症学会総会・学術講演会 運営事務局 株式会社コングレ内 

〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル 

TEL：03-5216-5318   FAX：03-5216-5552  E-mail：jaid90@congre.co.jp 



第90回日本感染症学会総会・学術講演会 商業展示・書籍展示申込書 

平成  年  月  日 

■下記の通り、出展を申込みます。 

FAX：03-5216-5552  第90回日本感染症学会総会・学術講演会 展示会事務局 宛 

貴社名 

住所 
〒 

ご担当者所属 

ご担当者名 

TEL 

FAX 

E-mail 

１．出展小間 

  申込小間種類(必須)・・・・・・〔 基礎 ・ スペース ・ 書籍 〕展示 
  

  申込小間数(必須)・・・・・・・・〔          〕小間 

２．小間取り希望  ※4小間以上の場合のみとします。御希望のものにチェック願います。 

□単列 □複列 □対面 □その他 

※ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 

３．出展物内容 

重量物の有無： あり /  なし 

申込締切：平成27年11月30日( 月 ) 

【申込先】 
第90回日本感染症学会総会・学術講演会 運営事務局 株式会社コングレ内 

〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル 

TEL：03-5216-5318   FAX：03-5216-5552  E-mail：jaid90@congre.co.jp 



第90回日本感染症学会総会・学術講演会  
ポケットプログラム広告申込書 

平成  年  月  日 

FAX：03-5216-5552 第90回日本感染症学会総会・学術講演会 運営事務局 宛 

貴社名 

住所 
〒 

ご担当者所属 

ご担当者名 

TEL 

FAX 

E-mail 

申込締切：平成27年11月30日(月 ) 

● 御希望掲載頁 （ご希望頁にレをお付けください）  
□表2 （ﾓﾉｸﾛ）・・・・・・・¥129,600 .- 
□表3 （ﾓﾉｸﾛ） ・・・・・・¥ 129,600 .- 
□表4 （ｶﾗｰ） ・・・・・・・¥ 162,000 .- 
□後付1頁（ﾓﾉｸﾛ） ・・・¥ 86,400 .- 
□後付1/2頁（ﾓﾉｸﾛ）・・¥ 54,000 .- 
※ポケットプログラム版型はA6サイズを予定 
 

● 備考 （※その他、ご希望・質問等ございましたらお書き添えください） 

● 広告データ送付媒体 

□PDF  □イラストレーター  
□版下(出力紙) 

【申込先】 
第90回日本感染症学会総会・学術講演会 運営事務局 株式会社コングレ内 

〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル 

TEL：03-5216-5318   FAX：03-5216-5552  E-mail：jaid90@congre.co.jp 

■下記の通り、広告掲載を申込みます。 


