
2021年度支部学術集会 共催セミナー募集要項 

1．学術集会開催概要 

名   称：公益社団法人日本麻酔科学会 2021年度支部学術集会 共催セミナー  

第 67回関西支部学術集会 

会   期：WEB 開催：2021年 9月 4日（土）～ 10月 4日（月）（予定） 

会   場：WEB 配信（全国 6支部合同サイトで配信いたします） 

会   長：藤野 裕士（大阪大学大学院） 

  主   催：公益社団法人日本麻酔科学会 

学 会 規 模：予定参加者 5,000 名 

  

2. 開催形式と共催費： 

記号 開催形式 価格 開催日 

A オンデマンド配信 1,200,000 円 WEB 開催期間中 

B LIVE 配信 1,200,000 円 
WEB 開催期間中内で 
指定日時の 1 回配信 

   

共催金額内訳 

A：本学会 WEB 開催期間中，貴社作成の講演動画データを配信 

B：本学会WEB開催期間中の希望日程で，貴社による講演撮影模様をLIVEで配信 
 

＜共催費に含まれるもの＞ 

・WEB 配信講演プログラムリストに掲載 
・共催セミナーWEB 配信権限 

・講演データ提出用アップロードサイトの提供 

・講演データ作成のためのヘルプデスク 

・開催後講演視聴者数、満足度結果提示 

・配信サイト内での企業ホームページ，または企業アンケートリンクへの連携 

・2021 年度支部学術集会 WEB 配信閲覧アカウント（１アカウント） 

 

＜共催費に含まれないもの＞ 
・ポスター・チラシ等の印刷制作費 
・座長・演者への謝金他、接遇費用  
・録画・録音などの講演データ作成のための追加費および動画編集費 

 

3．配信データ提出方法と提出期限 
１）オンデマンド配信 

演題投稿内容（抄録）と併せて、ご講演の収録データとスライドデータとともに、貴社ロゴマークを 
テロップで明示のうえ配信いたします。通訳・字幕を付ける場合、完成データを提出してください。 
 
データ提出期限：2021 年 7 月 30 日（金）（予定） 
配 信 期 間：2021 年 9 月 4 日（土） ～ 10 月 4 日（月）（予定） 

 
２）ライブ配信 
  ライブ配信用 WEB 会議室リンクをご用意いただきます。会議室のパスワードは企業社内規定に従っ 

て設定してください。配信動画の事前提出は不要です。 
 



リンク提出期限：2021 年 7 月 30 日（金） 
 
※ご提出が遅れた際には、ＷＥＢ配信開始時からの配信が叶わない場合がございます。 

配信期間短縮による返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 
 
＜収録データと収録方法＞ 

映像データを 以下の何れか の方法でご用意いただきます。詳細は申込内容確定後に別途ご案内をいたし 
ます。 

 １）演者の講演模様を収録した映像とスライド提出 
⇒2 画面で講演者のバストアップ映像とスライド画面を配信 

 ２）スライド映像にあわせて音声を吹き込んで録画/録音したデータを提出 
（PowerPoint でスライドに音声と画像を収録する方法を想定） 

⇒1 画面でスライド映像と音声を配信 
 ３）その他貴社の方法による映像提出 
 

4. 注意事項 

・1社1申込みとし、連名（グループ会社であっても1申込み2社以上）でのお申込は承れません。 

・テーマ、内容については当学会の委員会の承認が必要となりますが、ご希望段階として「申込書」に 

ご記載ください。なお、座長・演者確定後、本学会の承認を経ていない変更・追加演者のご登壇はお 

断りさせていただきます。 

・セミナー日程・会場規模の希望、ならびに講演者希望については原則、テーマ、講演者情報を届出い 

ただいた企業様より優先して決定させていただきます。 

 

期日 行程 

～4月中旬 

「申込書」にて、テーマ・座長・演者の案を必ずご記入の上お申し込みくだ

さい。 

※本学会より座長の推薦が必要な場合はその旨記載ください。 

※座長・演者はお申込み順に確定いたします。 

※申込み締め切り（4月 20日）以降、演者・座長を随時確定・連絡いたしま

す。（原則 1名 1登壇とさせて頂いており、会長判断で演者・座長の変更

を依頼する場合がありますので、内諾は確定後にお願いいたします） 

※内諾後、演者への正式依頼状の送付、抄録投稿依頼【5/20厳守】を事務局

から行います。抄録投稿期間を十分に演者にご提供させていただくために

も、早期の演者決定にご協力ください。 

4月 20日～5月 20日 

演者による抄録の投稿 

※依頼状送付後、演題投稿のご案内となります。 

※プログラム集掲載の所属情報等については、以下を反映いたします。 

・座長…会員登録情報（2021 年 1月末時点） 

・演者…抄録登録情報 

（投稿締め切り以降の変更については、プログラム集等に反映されません。） 

5月中 各企業様に開催要項をお送りいたします。 

6月 請求書発送 

7月 30 日 オンデマンド配信データ提出、ライブ配信リンクを提出してください。 

 

5．透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会共催セミナーに要した費用 （共催費、飲食料費等）に関して、各社の「企業 

活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意いた 

します。なお、別途同意書への押印・サインは割愛させていただきますので、予めご了承ください。 



 

6. 申込み方法 

共催セミナー申込用紙に必要事項をご記入の上、メール添付にて事務局までお送りください。 

（メールがご利用になれない場合のみFaxでお送りください。Fax利用の場合、不達や送信エラーによる 

紛失防止のため、送信後にお電話で到着確認をお願いいたします。） 

＊お申込み1週間以内に、事務局より申込書受理連絡をいたします。連絡が無い場合は、お手数ですが 

下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

＊演者・座長は先着順となりますので、ご希望に添えない可能性もあることを予めご了承ください。 

 

7．お支払方法 

2021年 6月以降に日本麻酔科学会事務局よりご請求書を各社にお送りいたしますので、開催日前のお 

支払期日までに指定口座にお振込ください。銀行発行の振込控をもって領収書に代えさせていただきま 

す。 

※払込手数料は貴社でご負担ください。小切手等の受領はいたしかねます。 

 

8．会期の変更や注意 

主催者は天災、その他不可抗力の原因により会期を変更、または開催を中止することがあります。主催 

者は、これによって生じた損害を補償いたしません。 

共催セミナー申込みは、変更された会期についても有効とし、会期変更などを理由として取消しするこ 

とはできません。また、その他理由においても、一旦お申込みいただいた後のキャンセル（返金）はお 

受けできません。 

 

9．お問い合わせ・申込書送付先 

公益社団法人日本麻酔科学会 2021年度支部学術集会事務局 

Tel：078-306-5945 Fax：078-306-5946       

E-mail：shibu2021shibu@anesth.or.jp 



2021 年度支部学術集会 プログラム集広告募集要項 
 

 

 

1．開催概要 

名  称：公益社団法人日本麻酔科学会 2021 年度支部学術集会 

      第 67回関西支部学術集会 

会 期：WEB開催：2021年 9月 4日（土）～ 10月 4日（月）（予定） 

会 場：WEB配信（全国 6支部合同サイトで配信いたします） 

会 長：藤野 裕士（大阪大学大学院） 

主 催：公益社団法人日本麻酔科学会 

学 会 規 模：予定参加者 5,000 名 

 

2．広告募集要項 

■ プログラム集仕様  ：A4 判・オフセット印刷（モノクロ印刷） 

■ 発行予定日     ：2021年 8月中旬（予定） ※広告掲載企業には 1部進呈します。 

■ 発行部数      ：約 13,000部 （全支部学術集会参加会員、参加者向けに配布） 

■ 媒体制作費     ：4,501,502円 （全支部学術集会合本制作） 

■ 広告原稿      ：完全版下（データ/紙焼） 

■ 広告掲載料、募集数 

 

 

3．申込み方法 

申込書に、必要事項をご記入の上、メール添付にて事務局までお送りください。 

（メールがご利用になれない場合のみFaxでお送りください。Fax利用の場合、不達や送信エラー

による紛失防止のため、送信後にお電話で到着確認をお願いいたします。） 

※お申込み1週間以内に、事務局より申込書受理連絡をいたします。連絡が無い場合は、お手数で

すが下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

※広告内容が学会の趣旨に合わない場合、申込みを受け付けかねることがあります。 

 

4．申込先：公益社団法人日本麻酔科学会 2021年度支部学術集会事務局 

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1-5-2 神戸キメックセンタービル 3F 

      Tel：078-306-5945 Fax：078-306-5946       

      E-mail：shibu2021shibu@anesth.or.jp 

 

5．申込締切り：2021年 5月 28 日（金） 

 

 

 

 

 

広告料 

表 4：1 頁 200,000 円 
全支部共通 （1 口） 

表 2：1 頁 150,000 円 
全支部共通 （1 口） 

表 3：1 頁 100,000 円 
全支部共通 （1 口） 

後付：1 頁 80,000 円 
全支部共通 （20 口） 

後付：1/2 頁 50,000 円 
各支部最大 

（8 口） 



6．掲載料のお支払い 

申込み締め切り後、6月以降に請求書をお送りいたします。 

※請求書は 6月以降入金として発行いたします。銀行発行の振込控をもって領収書に代えさせて 

いただきます。（原則、お申込み年度内のお支払いは承れません。お手続きにおいて予め口座 

情報が必要な場合は事務局にご連絡ください。） 

※払込手数料は貴社でご負担ください。小切手等の受領はいたしかねますのでご了承ください。 

 

7．原稿送付について 

申込み受付後、詳細をご案内させていただきます。 

原稿送付締切は 2021 年 5月 28日（金）です。 

 

8．キャンセルについて 

主催者は天災、その他不可抗力の原因により会期を変更、または開催を中止することがあります。

主催者は、これによって生じた損害を補償いたしません。 

主催者都合により開催を中止する際、決定時期により、10%～50%事務費を請求させていただくこ 

とがございます。 

プログラム集広告掲載申込みは、変更された会期についても有効とし、会期変更などを理由とし 

て取消しすることはできません。また、その他理由においても、一旦お申込みいただいた後のキ 

ャンセル（返金）はお受けできません。 

プログラム集広告掲載申込みは、変更された会期についても有効とし、会期変更などを理由とし 

て取消しすることはできません。また、その他理由においても、一旦お申込みいただいた後のキ 

ャンセル（返金）はお受けできません。 

 

 



2021 年度支部学術集会 ホームページバナー広告掲載について 
 

1．開催概要 

名  称：公益社団法人日本麻酔科学会 2021 年度支部学術集会 

       第 67回関西支部学術集会 

会 期：WEB開催：2021年 9月 4日（土）～ 10月 4日（月）（予定） 

会 場：WEB配信（全国 6支部合同サイトで配信いたします） 

会 長：藤野 裕士（大阪大学大学院） 

主 催：公益社団法人日本麻酔科学会 

学 会 規 模：予定参加者 5,000 名（全国 6支部合計数） 

 

2．募集内容 

広告バナー：150,000円（申込企業ホームページ・販売サイトへのリンク等） 

掲載期間：2021年5月～2021年10月末まで（約半年間を予定） 

掲載ホームページ：https://anesth-branch2021.org/  

 

COVID-19の国内外の感染拡大状況等を踏まえ、日本麻酔科学会2021年度支部学術集会は現地開催を断念

し、全てWEB配信形式で開催することが決定いたしました。これにより、例年行っております現地会場で

の附設展示・書籍展示は実施いたしません。 

つきましては、2021年の支部学術集会ホームページ内に企業様のご紹介ページを別途設け、約半年の期

間に亘り、バナー広告掲載スペースとして設置いたします。約半年間、企業製品ページや販売サイト、

アンケートページ、会社ホームページ等にリンクし、ご活用ください。詳細は別途ご連絡させていただ

きます。 

 

3．申込方法 

別紙「申込書」の「附設展示出展欄」に必要事項をご記入の上、メール添付にて事務局までお送りくだ

さい。（メールがご利用になれない場合のみFaxにてお送りください。その場合、紛失防止のため、送信

後にお電話にてお知らせいただきますようお願いいたします。） 

＊お申し込み1週間以内に、事務局より受理連絡をいたします。連絡が無い場合は、お手数ですがお問い

合わせ先（shibu2021shibu@anesth.or.jp）までご連絡をお願いいたします。 

＊掲載順や掲載位置、大きさ等は一任いただき、ご希望に添えない可能性もあることを予めご了承くだ

さい。 

 

4．申込締切 

2021 年 5 月 28日（金） ※お申込の状況により締切日を早める可能性もございますので、ご了承くだ

さい。 

 

5．請求書発行時期とお振込み期日 

2021年6月以降に請求書を送付いたします。請求書記載の口座に開催日前までにお振込みください。 

 

6．キャンセル 

お申込み後のキャンセルはお受けできません。あしからずご了承くださいませ。 

 

お申込み・お問い合わせ先 

公益社団法人日本麻酔科学会 支部学術集会事務局 

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 1-5-2 

神戸キメックセンタービル 3F 

TEL：078-306-5945 FAX：078-306-5946 

E-mail：shibu2021shibu@anesth.or.jp 
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