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ご 挨 拶 

 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 この度、第 96回大阪透析研究会の当番会長を仰せつかり、2022年 3月 6日（日）に大阪国際会議場において、

公益財団法人大阪腎臓バンクとの共催で開催させていただく運びとなりました。現在、鋭意準備を進めております

が、本研究会の開催に当たりましては、腎不全医療の向上に向けた情報提供の場をできるだけ多く提供した

いと考えております。つきましては、共催セミナー/企業展示/予稿集広告・/WEB 広告の募集につき、是非ご

検討いただきたく、ここにご案内申し上る次第です。 

 本研究会がより大きな成果を生むことができますように、何卒ご支援を賜りたく伏してお願い申し上げます。 

 末筆ながら、貴社のますますのご清栄を心よりお祈り申し上げます 

謹白 

 

2021年 10月吉日 

 

 

第 96回大阪透析研究会    

会長  武本 佳昭  

（大阪市立大学 泌尿器病態学）   
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開 催 概 要 

 

１． 名 称 ： 第 96回大阪透析研究会 

 

２． 会 期 ： 2022年 3月 6日（日） 

 

３． 会 場 ： 大阪国際会議場 

〒530-0005 大阪市北区中之島 5-3-51 

TEL:06-4803-5555 

 

４． 主 催 ： 第 96回大阪透析研究会 

 

５． 参 加 者 ： 約 1,500名 

 

６． 開 催 形 式 ： 現地開催（一部プログラムはWEB配信） 

 

７． 会 長 ： 武本 佳昭  

大阪市立大学 泌尿器病態学  

 

８． 事 務 局 ： 大阪市立大学医学部付属病院人工腎部 

〒545-8586 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1-5-7 

TEL：06-6645-2393 

FAX:06-6633-9131 

 

９． 運営事務局 ： 日本コンベンションサービス株式会社 関西支社 

担当：嶋谷／上野／伊藤／鮫島 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 

京阪神淀屋橋ビル 2階 

TEL：06-6221-5933   

E-mail: osdt@convention.co.jp 

 

■企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および医

療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の支出に関係する情報を、製薬企業が自社のウェブ

サイトで公開することに伴い、各社が当学術集会に対して行う共催費用の支払いに関し、各社ウェ

ブサイトで公開されることに同意します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝申し込み料金の取り扱いについて＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、行政機関の指示・命

令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催事開催を制限・停止することとした場合、催事に関

する申込料金の一部または全部を返金しない場合があります 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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収 支 予 算 

 

2021年 10月現在 

（税込） 

収入 支出 

Ⅰ．参加費収入 ¥5,150,000 Ⅰ．事前準備関係費 ¥4,290,000 

研究会参加費 ¥5,100,000 一般準備経費 ¥400,000 

プログラム・予稿集販売 ¥50,000 運営準備 ¥400,000 

Ⅱ．企業展示出展料 ¥2,607,000 企業協賛 ¥800,000 

基礎小間出展料 ¥2,475,000 総務・広報 ¥100,000 

書籍展示出展料 ¥132,000 プログラム ¥800,000 

Ⅲ．共催セミナー ¥11,935,000 通信費 ¥250,000 

ランチョンセミナー ¥3,245,000 プログラム、予稿集制作費 ¥1,000,000 

スイーツセミナー ¥4,345,000 その他制作費 ¥540,000 

企業共催セミナー ¥4,345,000 Ⅱ．当日運営関係費 ¥16,203,000 

Ⅳ．抄録集広告 ¥528,000 会場関係費 ¥4,700,000 

広告料 ¥528,000 機材・配信関係費 ¥7,200,000 

Ⅴ．WEB広告  ¥693,000 看板・ポスター関係 ¥1,000,000 

広告料 ¥693,000 運営要員関係費 ¥900,000 

Ⅵ．寄付金 ¥400,000 展示会場関係費 ¥900,000 

寄付金 ¥400,000 飲食会合関係費 ¥600,000 

Ⅶ．補助金・その他 ¥900,000 招待者関係費 ¥600,000 

大阪透析研究会補助金 ¥900,000 諸雑費 ¥303,000 

    Ⅲ．事後処理費 ¥50,000 

    Ⅳ．運営委託費 ¥750,000 

    Ⅴ．腎バンク事務費５％ ¥20,000 

  Ⅵ．準備金・事務局返金 ¥900,000 

合計 ¥22,213,000 合計 ¥22,213,000 
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共催セミナー募集要項 

■共催費  

＜ランチョンセミナー＞  

セミナータイプ 時間 席数（シアター） 共催金額（税別） 募集枠数 

LS-A 
60分 

240席 \850,000 1社 

LS-B 70席～80席 \700,000 3社 

 

＜スイーツセミナー＞  

セミナータイプ 時間 席数（シアター） 共催金額（税別） 募集枠数 

SW-A 60分間 

70～250席 

\700,000 3社 

SW-B 90分間 \850,000 1社 

SW-C 120分間 \1,000,000 1社 

※各利用会場は、事務局にご一任ください。 

 

＜企業共催セミナー＞  

セミナータイプ 時間 席数（シアター） 共催金額（税別） 募集枠数 

SS-A 60分間 

70～250席 

\700,000 3社 

SS-B 90分間 \850,000 1社 

SS-C 120分間 \1,000,000 1社 

※各利用会場は、事務局にご一任ください。 

※感染症防止対策として、ソーシャルディスタンスを十分に保った席数としております。 

 

共催費には以下の項目が含まれます。 

（1） 会場費 

（2） 会場付帯設備費（机、いす、ステージ、音響設備、照明など） 

（3） 会場付帯機材費（スクリーン等の学会手配の機材） 

尚、以下の費用は共催費には含まれておりません。 

（1） 司会／座長／講師への謝金、旅費（御社規定により） 

（2） 控室料金 

（3） 控室での接遇飲食費・機材費 

（4） 参加者への弁当費等飲食関係費 

（5） 運営費用 

（控室ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ等人件費／学会手配以外の追加機材／看板装飾費他） 

（6） ポスター／チラシ／整理券等印刷製作物 

※    WEB配信に関わる費用 
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■発表形式 

PCによるコンピュータープレゼンテーションを予定しております。 

開催方式に変更があった場合は、運営事務局よりご案内をさせていただきます。 

 

■セミナー内容 

セミナー内容については事務局と協議のうえ、決定させていただきます。 

ご希望のセミナー内容を申込書にご記入ください。 

 

■お申込方法 

大阪透析研究会 HP内の「第 96回大阪透析研究会ページ」の協賛申し込みボタンより 

お申し込みいただく、もしくは下記の URL または QRコードよりお申し込みください。 

 

URL：https://forms.office.com/r/SHjU3irhNw 

申 込 締 切 ： 2021年 12月 10日（金）  
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企業展示募集要項 

■出展対象 

医療機器、医薬品、検査機器、書籍他 

■出展料金 

種類 単位 小間サイズ 規格 １小間単位 

基礎小間 １小間～ 
幅 1.8m×奥行 0.9m 

×高さ 2.4m 

ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ 

+展示台 
￥150,000（税別） 

書籍展示 １本 - 机・白布 ￥15,000（税別） 

 

■募集小間数（予定） 

基礎小間：15小間 

        書籍展示：8本（机） 

■展示小間割の決定 

当方で決定します。 

■出展物 

出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。 

■薬事法未承認品の展示について 

運営事務局にお問い合わせ下さい。 

■出展者へのご案内 

出展者説明会は行いません。開催の 1カ月前頃に小間割、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。 

■出展物の販売の禁止 

会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。 

■会場の管理 

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、盗難、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。 

■会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により会期及び開場時間を変更する場合があります。この変更を理由として出

展申込を取り消すことは出来ません。またこれによって生じた損害は補償しません。 
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■本研究会への参加資格について 

出展者に対しては第 96回大阪透析研究会の講演会場及び関連プログラムへの参加資格はあり

ません。会議プログラムに参加希望の方は、会期当日に参加費をお支払いの上、ご参加下さい。

但し展示会場内への出展者の入場制限はありません。  

■お申込方法 

大阪透析研究会 HP内の「第 96回大阪透析研究会ページ」の協賛申し込みボタンより 

お申し込みいただく、もしくは下記の URL または QRコードよりお申し込みください。 

 

URL：https://forms.office.com/r/SHjU3irhNw 

申 込 締 切 ：2021年 12月 22日（水）  

 

■出展料のお支払い 

会期までに請求書をお送りしますので、請求書査収後 1 ヶ月内に指定口座 

（請求書に記載）までお振込み下さい。 

■出展申し込みの取り消し 

出展小間割り確定以降の取り消しについては、一切お受けできません。キャンセル料が発生する

場合がございますので予めご了承下さい。 
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※社名のロゴ等必要な場合はご指示下さい。(有料) 

 企業展示設置概要 

■搬入（予定）  

3月 5日（土） 15:00～17:00 

■搬出･撤去（予定） 

3月 6日（日） 17：00～18：00 

 

■小間規格  

 パッケージブース（1小間＝間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m ） 

・ 間仕切の後壁、側壁、パラペット（いずれもベニヤ加工紙貼り仕上げ） 

・ 社名板 

・ 展示台 1台（W1800×D900×H750）、白布付き 

（但し商品の上にかけるクロスはご持参下さい） 

※以上の物は当方で設置致します。上記以外の小間内装飾は、 

出展者が行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■装 飾  

 装飾は、下記の時間内に完了して下さい。（搬入と同時進行となります） 

3月 5日（土） 15:00～17:00（予定） 

 

■禁止事項 

 ・床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等） 

・水、プロパンガス、圧縮空気の使用等 

  

基礎小間姿図 

1800 

2400 

900 

750 

社名板 
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プログラム・予稿集広告募集要項 

■募集媒体 

      第 96回大阪透析研究会 プログラム・予稿集 

 

■配布対象 

      大阪透析研究会会員（および当日販売） 

 

■掲載要綱 

      （1）大   き  さ  A4版（白黒）（予定） 

      （2）出 版 部 数  2,500部（予定） 

      （3）媒体作成費  1,000,000円（税込） 

      （4）広告料総額  480,000円 （税別/予定） 

      （5）広告掲載料・募集数   後付１頁 60,000円 （税別・募集数 4社） 

        後付 1/2頁 40,000円 （税別・募集数 6社）      

 

■お申込方法 

大阪透析研究会 HP内の「第 96回大阪透析研究会ページ」の協賛申し込みボタンより 

お申し込みいただく、もしくは下記の URL または QRコードよりお申し込みください。 

 

URL：https://forms.office.com/r/SHjU3irhNw 

 

（1）申 込 締 切 ：  2021年 12月 22日（水） 

（2）原稿提出期限 ：  2022年 1月 7日（金） ※ご提出期限の厳守をお願いします。 

 

■ご請求 

申込受付後、広告掲載枠が決定次第、運営事務局より、請求書を発行いたします. 

  請求書記載の指定口座までお振込みください。 

  なお、誠に勝手ながら振込手数料は貴社負担とさせていただきます。 

  また、請求書発行後のキャンセルは、原則として受け付けません。 

  あわせてご了承ください。  

 

■原稿版下送付 

   原稿版下のご提出先は、運営事務局となります。 

   データは郵便もしくはメール添付でお送りいただきますようお願いいたします。 
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大阪透析研究会ホームページ 広告 

■募集媒体 

      大阪透析研究会ホームページ  

■掲載ページ 

      サイト内 「第 96回大阪透析研究会」ページ 

■掲載要綱 

（1）ホームページ URL ： https://osdt.jp/ 

（2）HP閲覧対象者 ： 大阪透析研究会 会員 他 

（3）主要コンテンツ ： 研究会について／学術集会一覧／会員登録／ 

慢性透析患者実態調査／コメディカル研究助成、他 

■掲載内容及び規格 

        企業ロゴデータ／紹介文／貴社指定サイトへのリンク／広告 PDF 

 

■掲載タイプ 

申込タイプ 
企業ロゴ 

（バナー） 
紹介文 広告 金額 

A タイプ 

掲載可 

※全タイプ共通 

- － 50,000円（税別） 

B タイプ 掲載可 - 70,000円（税別） 

C タイプ 掲載可 掲載可 120,000円（税別） 

 

 

※ロゴクリック時に貴社 HP（指定WEBページ）へリンクいたします。 

リンク先ページの内容により、お断りする場合がございますので予めご了承ください。 

※紹介文は最大 250文字程度でお願いします。 

 

■お申込方法 

大阪透析研究会 HP内の「第 96回大阪透析研究会ページ」の協賛申し込みボタンより 

お申し込みいただく、もしくは下記の URL または QRコードよりお申し込みください。 

 

URL：https://forms.office.com/r/SHjU3irhNw 

 

 

（1）申 込 締 切 ：  2022年 2月 25日（金） 

（2）原稿提出期限 ：  申込完了から 2022年 2月 25日（金）まで  

  

https://osdt.jp/
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■広告規格 

      データ種別（サイズ） ： お申込後別途ご案内いたします。 

      画像形式 ： 一般的な画像形式には対応可能です。特殊な画像形式をご希望される場合は 

              運営事務局までお問い合わせください。 

※C タイプの広告掲載は PDFデータにて支給してください。 

 

■掲載期間 

       データ受領後～3月末（予定） 

■ご請求 

申込受付後、運営事務局より、請求書を発行いたします. 

  請求書記載の指定口座までお振込みください。 

  なお、誠に勝手ながら振込手数料は貴社負担とさせていただきます。 

  また、請求書発行後のキャンセルは、原則として受け付けません。 

  あわせてご了承ください。  
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お問い合わせ・お支払方法 

 

■お問合せ先・各種データ送付先 

      運営事務局： 第 96回大阪透析研究会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 関西支社  

担当：嶋谷／上野／伊藤／鮫島 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7  京阪神淀屋橋ビル 2階 

TEL：06-6221-5933 

E-mail：osdt@convention.co.jp 

 

■お支払方法 

申込受付後、申込内容を確認の上、運営事務局より請求書を発行させていただきます。 

請求書が届きましたら指定の期日までに請求書記載の口座にお振込みください。 

※振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

■口座情報 

銀 行 名 ： 大阪シティ信用金庫 

支    店 ： 大阪市大病院出張所 

店    番 ： 065 

口座番号 ： 8054645 

名 義 人 ： 第 96回大阪透析研究会 大会会長 武本佳昭 

カ    ナ ： ﾀﾞｲｷﾕｳｼﾞﾕｳﾛﾂｶｲｵｵｻｶﾄｳｾｷｹﾝｷﾕｳｶｲ ﾀｲｶｲｶｲﾁﾖｳ ﾀｹﾓﾄ ﾖｼｱｷ 

 

 

mailto:osdt@convention.co.jp

