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ご挨拶 

 

謹啓 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上げます。 

この度、2019年6月6日、7日の両日に八戸市公会堂にて第33回日本外傷学会総会・学術集会を開

催させていただく運びとなりました。 

大学病院や国立センター、都市部の大病院が主催してきた伝統ある本学会を、人口23万人の地方都市の

市民病院に主催する機会が巡ってきたことは、皆様のご支援のおかげであると感謝しております。 

本学会は、「外傷学に関する情報の収集、提供、および交換を行うことによって、外傷学ならびに関連

分野の進歩、発展に貢献するとともに、日本国民の生命と健康の保全に寄与することを目的」に活動し

ています。本年で既に30年を過ぎ、 日本の外傷診療に多くの貢献をして来ました。 しかし一方では、 

重度外傷症例が減少する中で、一人の医師が経験する手術症例数も減ってきています。そこで、不足し

ている経験を補うために、一流の外傷専門医からレクチャーを受ける機会を設けました。学会テーマ「ト

ップナイフから学べ」は、トム・クルーズの大ヒット映画「トップガン」にあやかり、これまで致死的

重症外傷を鮮やかに手術や IVRで救命してきた、名人外科医師を「トップナイフ」と呼び、彼らからそ

のスピード、ストリーム、スキルを学ぶものです。冷涼な気候の八戸ですが、レクチャーの熱気で会場

の八戸市公会堂劇的空間には冷房のスイッチが入ること間違いなしです。 

研修医対象のプログラムも用意します。NHKドクターGでおなじみの林寛之教授が、若手医師対象

に熱弁を振るいます。これまでの本学会学術集会と比べて参加者年齢が若返ることは確実です。 

懇親会では、25年前に私が赴任したことがある本州最北端大間病院から、有名な大間マグロを取り寄

せます。マグロ漁獲規制をかいくぐっての勇気ある決断です。二次会の店では、北三陸沖魚を提供しま

す。日本外傷学会始まって以来の、最小の街、最大の漁港で開催される学会には、サバ、イカ、マグロ

につられる参加者も計算に入れ予定参加会員は1,300名を考えています。ご協賛いただける企業様には、

またとない情報発信の場となるでしょう。 

本会の開催にかかわる諸費用は、外傷学会からの補助、また参加費をもって賄うべきことは重々承知

しておりますが、残念ながら、参加費だけでの運営は困難な状況にございます。本会の開催に向け、学

術集会事務局一同、鋭意努力してまいる所存ですが、皆様にお力添えをいただきたく、ご協賛をお願い

申し上げる次第でございます。 

本会の趣旨をご理解いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。  

末筆ながら、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。 

2018月11月吉日 

 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

会長 今 明秀 

地域医療支援病院 八戸市立市民病院 院長 

臨床研修センター 所長 
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開催概要 

 

1. 学会名称 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

2. 会長 

今 明秀（地域医療支援病院 八戸市立市民病院 院長・臨床研修センター 所長） 

 

3. 開催期間 

2019年6月6日(木)～7日(金) 

4. 開催場所 

八戸市公会堂「劇的空間」（〒031-0075 八戸市内丸一丁目1-1） 

5. 開催趣旨と目的 

外傷学に関する情報の収集、提供、および交換を行うことによって、外傷学ならびに関連分野の進歩、

発展に貢献するとともに、日本国民の生命と健康の保全に寄与する 

6. プログラム概要(予定) 

会長講演、基調講演、特別講演、シンポジウム、一般演題（口演）、ランチョンセミナー 他  

7. 参加予定 

約1,000人 

8. 事務局連絡先 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階 

株式会社 アイ・エス・エス内 

TEL: 03-6369-9984  FAX: 03-3453-1180 

E-mail： jast2019@issjp.com 

HP： http://www2.issjp.com/jast2019/ 
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 共催セミナー募集要項 

 
1. 学会名称 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

2. 開催期間 

2019年6月6日(木)～7日(金) 

3. 開催場所 

八戸市公会堂「劇的空間」 

4. 募集セミナー予定 

ランチョンセミナー（8企画）イブニングセミナー(2企画) 

5. 募集概要 

  

 

※座席数は仕様により多少増減する可能性がございますことをご了承ください。 

 

 

 

 

 

  日程 会場 
席数 

(予定) 

共催費用 

(税込) 

ランチョンセミナー1 

6月 6日(木) 

12:00-13:00 

第2会場 492席 1,296,000円 

ランチョンセミナー2 第3会場 120席 1,080,000円 

ランチョンセミナー3 第4会場 72席 972,000円 

ランチョンセミナー4 第5会場 50席 864,000円 

イブニングセミナー 
6月 6日(木) 

17:00-18:00 

  第２会場 

第３会場 

492席 

120席 

972,000円 

756,000円 

ランチョンセミナー5 

6月 7日(金) 

12:00-13:00 

第2会場 492席 1,296,000円 

ランチョンセミナー6 第3会場 120席 1,080,000円 

ランチョンセミナー7 第4会場 72席 972,000円 

ランチョンセミナー8 第5会場 50席 864,000円 
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6. 共催費用について 

【共催費用に含まれるもの】 

 ・会場費（控室含む） 

・付帯設備費(イス・テーブル・演台等） 

・音響・照明設備使用料 

・発表用機材および備品使用料 

（プロジェクター、スクリーン、レーザーポインター等、学会で使用する機材) 

【共催費用に含まれないもの】 

 ・参加者用弁当 （大会指定数） 

・座長および演者にかかる諸経費（控室等での料飲費・交通費・謝金等） 

・会場前看板 

・録画、録音、通訳機器等のオプション機材、人件費 

・運営人件費（PCオペレーター・照明・進行・ｱﾅｳﾝｽ・弁当配布等） 

・控室等での機材および飲食等 

・案内チラシ等 

7. 注意事項 

・セミナー数に限りがありますので、日程・時間・会場についてご希望にそえない場合 

があることをご了承ください。なお、ご希望に関しましては、原則お申込順とさせて 

いただきます。 

・座長、演者、演題は共催企業のご希望に一任いたしますが、重複して同じ座長・演者の希望が

あった場合などは、候補者の変更をご依頼することがございますので、何卒ご了承ください。 

・申込社が主催者の許可無くセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしく 

は申込社同士にて交換することはできません。 

8. お申込み方法・期限 

申込用紙の所定の項目に全てご記入いただき、下記運営事務局までFAXまたはメール添付にてお申込み

ください。 

お申込期限：2019年 1月 31日（木） 

ご請求は日程・時間・会場割り当て等の確定後にお送りいたしますので、ご請求後1ヶ月以内に指定口

座へお振込ください。（振り込み手数料は貴社にてご負担ください。） 
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9. 特典 

1企画に付きプログラム予稿号 1冊 及び、3名分の学会参加証を進呈します。 

 

 

10. 申込み・問い合わせ連絡先 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階 

株式会社 アイ・エス・エス内 

TEL: 03-6369-9984  FAX: 03-3453-1180 

E-mail： jast2019@issjp.com 

HP： http://www2.issjp.com/jast2019/ 
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  共催セミナー申込書 

 年    月    日 

貴社名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご所属・部署名  

ご担当者名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご住所 

〒 

 

 

TEL  

FAX  

E-mail  

開催希望  

※講演テーマ、司会、演者はお申込時点の予定で結構ですので必ず記載してください。 

第1希望    月  日（  ）（ランチョン・イブニング）   第   会場 

第2希望    月  日（  ）（ランチョン・イブニング）   第   会場 

第3希望    月  日（  ）（ランチョン・イブニング）   第   会場 

講演テーマ  

司会  

演者  

宛先：第33回日本外傷学会総会・学術集会 運営事務局 行 

メール添付、またはFAXにてお送りください。 

E-mail:  jast2019@issjp.com FAX： 03-3453-1180 

※提出期限：2019年 1月 31日（木） 
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  企業展示・書籍展示募集要項 

 
1. 学会名称 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

2. 開催期間 

2019年6月6日(木)～7日(金) 

3. 展示会場(予定) 

八戸市公会堂「劇的空間」 

4. 展示開催時間(予定) 

2019年6月6日（木）9：00-17：00 

2019年6月7日（金）9：00-15：00 

 

5. 出展料 

 基礎小間 W1800×D900×H2400 税込270,000円（募集数30小間） 

 スペース小間W1800×D1800 税込378,000円（募集数10小間） 

 書籍展示 1テーブルW1800×D600につき 税込21,600円（募集数5社） 

 

6. 注意事項 

・小間の割当は、申込締切後に主催者が決定いたしますので、ご一任いただけますようお願い 

いたします。決定された小間割に対する異議申立てはできませんので予めご了承ください。 

申し込み締め切り後に小間割を決定し、各社へご連絡いたします。 

   ・出展者説明会は行いません。開催の1か月前までに小間割、搬入、装飾、管理などについて 

詳細をご連絡します。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内します。 

   ・出展者が主催者の許可なく、小間の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは、出展者 

同士において交換することはできません。 

   ・出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできません。やむをえず出展を取り 

消しされる場合も、お支払済の出展料は返金できませんので、ご了承ください。 

   ・会場の備品、控室、スペース、壁面を勝手に使用しないでください。展示会場において、本 

展示会の品位を下げるような行為およびVTR･ナレーション等の音量など他社の迷惑になる 

ような行為は避けてください。 

   ・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、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ません。 
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7. 小間規格 

 

基礎小間（パッケージブース）： 

１小間＝間口1800mm×奥行1800mm×高さ2400mm 

 

＜出展料に含まれる物＞ 

 ※展示バックパネル：長さ180mm×高さ210mm 

 ※社名板：長さ900mm×高さ180mm 

 ※蛍光灯（40W） 

 ※椅子1脚 

 ※展示台1台（W1800×D600×H700） 

※白布（但し、商品の上にかけるクロスはご持参ください） 

 

＜基礎小間仕様（予定）＞ 
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スペース小間（スペース渡し）： 

１小間＝間口1800mm×奥行1800mm×高さ2700mm 

スペース小間をご希望の場合、床面に墨だしを実施の上、お引き渡しいたします。スペース小間でお申

込みの場合は、特別装飾を行ってください。また、装飾については展示事務局で承ることも可能です。

事務局までお問い合わせください。 

 

書籍展示： 

1テーブルW1800×D600（白布付き） 

 

展示に関する注意事項 

装飾物、展示物の高さについて、基礎小間を2.4m、スペース小間を2.7mに制限しています。スペース

小間で 2.7m を超える装飾をご希望される場合は、事前に展示事務局にご相談ください。また、床面へ

の直接工作（ガムテープ、アンカー等）も原則的には禁止します。 

出展者の希望により、有償で電気（交流単相二線式 100V60 ヘルツ）を小間まで供給します。それ以外

の特殊電源に関しては別途ご相談ください。電気一次幹線工事代金については追ってご案内いたします。 

水、プロパンガス、圧縮空気の使用は原則禁止します。 

 

8. お申し込み方法・期限 

申込用紙の所定の項目に全てご記入いただき、下記運営事務局までFAXまたはメール添付にてお申込み

ください。 

お申込期限：2019年 3月 29日（金） 

お申込み確認後にご請求書をお送りいたしますので、ご請求後1ヶ月以内に指定口座へお振込ください。

（振り込み手数料は貴社にてご負担ください。） 

 

9. 特典 

１ブースに付きプログラム予稿号 1冊 及び、2名分の学会参加証を進呈します。 

 

10. 申込み・問い合わせ連絡先 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階 

株式会社 アイ・エス・エス内 

TEL: 03-6369-9984  FAX: 03-3453-1180 

E-mail： jast2019@issjp.com 

HP： http://www2.issjp.com/jast2019/ 

 

mailto:jast2019@issjp.com
http://www2.issjp.com/jast2019/
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  付設展示会申込書 

年    月    日 

貴社名/貴団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

貴社名（英語）  

ご所属・部署名  

ご担当者名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご住所 

〒 

 

 

 

TEL  

FAX  

E-mail  

申込小間種類    

申込小間数 1小間        円 ×      小間（消費税8％含む） 

出展物 

※予定のものを 

ご記入ください。 

 

 

宛先：第33回日本外傷学会総会・学術集会 運営事務局 行 

メール添付、またはFAXにてお送りください。 

E-mail:  jast2019@issjp.com FAX： 03-3453-1180 

※提出期限：2019年 3月 29日（金） 
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 ポケットプログラム・ホームページバナー広告募集要項 

 
1. 媒体名称 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 ポケットプログラム 

2. 発行部数（予定） 

1,000部 

3. 配布対象 

 参加者全員に当日配布 

4. 媒体製作費 1,800,000円（予定） 

広告料総計 1,760,400円（目標） 

 

5. 掲載要領 

 〈予稿号〉 

 ・大きさ  A5サイズ 

 ・印刷方法 オフセット印刷 

 ・広告料金 

掲載箇所 広告料金(税込) 募集枠 

表4カラー（裏表紙） 324,000円 1 

表2カラー（表紙裏） 216,000円 1 

表3カラー（裏表紙裏） 162,000円 1 

後付1頁モノクロ 86,400円 6 

後付1/2頁モノクロ 54,000円 10 

募集金額総計：1,760,400円 

    ※表4、表2、表3は受付順にて申し受けます。事前にお問い合わせください。 

※上記料金には消費税8%が含まれております。 

※日本製薬工業協会「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、 

貴社が共催費（広告料金）を公表することについて了承いたします。 

    ※ページ割につきましては、主催者にご一任くださいますようお願申し上げます。 
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   〈ホームページバナー〉 

    ・掲載先 第33回日本外傷学会総会・学術集会ホームページ（TOPページ） 

    ・広告料金 

      

 

 

 

     

    ※上記料金には消費税8%が含まれております。 

※日本製薬工業協会「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、 

貴社が共催費（広告料金）を公表することについて了承いたします。 

    ※掲載箇所につきましては、主催者にご一任くださいますようお願申し上げます。 

 

 

6. お申し込み方法・期限 

申込用紙の所定の項目に全てご記入いただき、下記運営事務局までFAXまたはメール添付にてお申込み

ください。 

お申込期限：2019年 3月 29日（金） 

お申込み確認後にご請求書をお送りいたしますので、ご請求後1ヶ月以内に指定口座へお振込ください。

（振り込み手数料は貴社にてご負担ください。） 

 

7. 特典 

プログラム予稿号 1冊を進呈します。 

 

8. 申込み・問い合わせ連絡先 

第33回日本外傷学会総会・学術集会 

〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階 

株式会社 アイ・エス・エス内 

TEL: 03-6369-9984  FAX: 03-3453-1180 

E-mail： jast2019@issjp.com 

HP： http://www2.issjp.com/jast2019/ 

  

サイズ 広告料金 募集枠 

横 170 ピクセル×縦 50 ピクセル以内 

（GIF、JPEG、PNG 形式） 
54,000円 5 
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ポケットプログラム・ホームページバナー広告掲載申込書 

年   月   日 

貴社名／貴団体名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご所属・部署名  

ご担当者名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

ご連絡先住所 

〒 

 

 

TEL  

FAX  

E-mail  

申込内容 

※いずれかに✔をご記入ください。 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 

  □ 

表 4 

表 2 

表 3 

後付1頁 

後付1/2頁 

ホームページバナー 

324,000円（税込） 

216,000円（税込） 

162,000円（税込） 

86,400円（税込） 

54,000円（税込） 

54,000円（税込） 

 

 

宛先：第33回日本外傷学会総会・学術集会 運営事務局 行 

メール添付、またはFAXにてお送りください。 

E-mail:  jast2019@issjp.com FAX： 03-3453-1180 

※提出期限：2019年 3月 29日（金） 

 


