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◇協賛ご協力のお願い 

 

謹啓 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  

 このたび、第 27 回日本糖尿病教育・看護学会学術集会を、2022 年 9 月 17 日（土）、18 日

（日）の 2 日間に渡り、大阪市北区中之島 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）において 

開催する運びとなりました。第 27 回学術集会のメインテーマは、「VUCA の時代に改めて問う

セルフケア支援」としました。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、誰も予測できなかったほど私たちの日常生活は大きく

変化しました。加えて、現代社会は、温暖化などの地球環境問題、グローバル化が進む中での格

差問題、日本をはじめとしたいわゆる先進国での少子高齢化問題など、これまで人類が経験した

ことない課題が山積し、今まさに私たちは、将来の予測が困難なVUCA
ブ ー カ

の時代を生きています

（VUCA は Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、

Ambiguity（曖昧性）の頭文字をとった言葉です）。 

糖尿病患者さんもこのような今を懸命に生き、セルフケアに取り組んでおられます。聞きなれ

た「セルフケア」ですが、このような時代だからこそ、その現実を見つめ、私たちがどう糖尿病

患者さんのセルフケアを支援していくべきなのかを、様々な視点から参加者の皆様と一緒に改め

て考え、未来を想像・創造することができる学術集会とし、糖尿病医療の益々の発展に少しでも

貢献できればと考えております。 

 学術集会は今回で27回目となります。当学会の歴史の積み重ねの中で、糖尿病患者さんへの

教育・看護の実践・研究が発展してきたといっても過言ではありません。また、第25回より

webでの参加を可能としたことで、子育て中などで現地参加が困難な方も参加が容易となり、 

学術集会への参加者数は増加しております。コロナ禍、先行きがまだ見通せない状況ではありま

すが、参加者の皆様にとって明日の実践・研究への活力が湧いてくるような学術集会となるよう 

企画委員全員一丸となって準備を進めております。 

本来、学術集会の運営にあたりましては、かかる経費は参加費を主の原資とするべきではあり

ますが、内容を充実させ、また、その成果をより大きなものとするためには、各方面からの支援

を仰がざるを得ないのが実情です。 

つきましては、本学術集会の趣旨にご賛同頂き、併せて諸般の事情をお汲み取り頂き、 

是非とも格別のご高配を賜りたくお願い申し上げます。 

末尾となりましたが、貴社の益々のご発展を祈念いたします。  

謹白  

2021 年 11月吉日 

 

 第 27 日本糖尿病教育・看護学会学術集会 

   会長  清水安子 
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開催概要 
 

1. 会議名称 

第 27 回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 

 

2. 主催 

一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会 

 

3. 会長 

清水 安子 （大阪大学大学院医学系研究科 看護実践開発科学講座） 

 

4. 会期 

2022 年 9 月 17 日(土)・18 日(日) ハイブリッド開催 

 

5. 会場 

大阪府立国際会議場 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島５丁目３−５１  TEL：06-4803-5555 

6. 大会テーマ 

VUCAの時代に改めて問うセルフケア支援 

 

7. 会議の目的と開催意義 

日本糖尿病教育・看護学会は、糖尿病教育・看護に関する理論・応用の研究、調査を行な

い、それについての発表、知識・情報の提供や交換により糖尿病教育・看護に関する向上を

図り、もって人々の健康と福祉に貢献することを目的として 1996 年に設立されました。 

設立から今日に至るまで、糖尿病に関わる他の組織・団体と緊密に連携を取りながら、日本

糖尿病療養指導士認定制度や日本看護協会が主催する認定看護師制度等に参画すると共に、

糖尿病教育・看護の質向上を目指した諸研修の企画・運営や、糖尿病看護提供の基盤となる

診療報酬評価に関わる活動を行うなど、わが国のなかで大きな役割を果たしています。 

糖尿病治療やケアに関する知識や技術は年々進歩し、その実績が着実に積み上げられていま

すが、少子高齢化が進む日本において課題は山積しており、糖尿病教育・看護の実践が、十

分力を発揮できている状況とは言えません。 

第 27回日本糖尿病教育・看護学会学術集会では、「VUCAの時代に改めて問うセルフケア支

援」をテーマに開催します。本学術集会は、日々の活動の中で生み出された研究成果を発表

し意見交換を行う場になると共に、さらなる糖尿病教育・看護の質向上につながることを目

指しております。
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8. 開催計画の概要 

現地とWEBのハイブリッド開催を予定 

月 日 プログラム予定 

9 月 17日（土） 
会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、ランチョンセミナー  

一般講演（口演、示説）、交流集会、ワークショップ、企業展示 等 

9 月 18日（日） 
特別講演、教育講演、シンポジウム、ランチョンセミナー  

一般講演（口演、示説）、交流集会、ワークショップ、企業展示 等 

 

9. 参加予定者 

約 3,500 名（招待者、WEB参加者含む） 

現地参加者は、1,000 名を想定しております。 

 

10. 第 27 回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 企画委員一覧 

会長           清水 安子              大阪大学大学院医学系研究科 

企画委員     池端 美典              大阪大学医学部附属病院 

     内海 香子              岩手県立大学看護学部 

     梅田 英子              藍野大学医療保健学部看護学科 

     河井 伸子              大手前大学国際看護学部 

     黒田 久美子           千葉大学大学院看護学研究院 

     下平 和代              大阪大学医学部附属病院 

     住吉 和子              岡山県立大学保健福祉学部看護学科 

     瀬戸 奈津子           関西医科大学看護学部 

     髙橋 慧                 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 

     中尾 友美              千里金蘭大学看護学部 

     任 和子                 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 

     畑中 あかね           神戸市看護大学 

     藤原 優子              大阪大学医学部附属病院 

     村角 直子              金沢医科大学看護学部 

     山本 裕子              畿央大学健康科学部看護医療学科 

     水野 美華              原内科クリニック 

     脇 幸子                 大分大学医学部看護学科 

     吉田 多紀              筑波メディカルセンター病院 

 

11. 本学術集会に関するお問い合わせ先 

第27回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 運営事務局 

担当：藤田、藤原 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-5 共同通信会館4F（株式会社インターグループ内） 

TEL：03-5549-6916 FAX：03-5549-3201 

Mail：jaden27@intergroup.co.jp
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12. 収支予算 

 

 

収入の部
単価 数量 金額

1.参加費 3,500 名 ¥32,220,000
【事前】

会員 7,000 × 1,000 名 7,000,000
非会員 10,000 × 900 名 9,000,000
学生 3,000 × 30 名 90,000

【当日】　
会員 9,000 × 850 名 7,650,000
非会員 12,000 × 700 名 8,400,000
学生 4,000 × 20 名 80,000

2.懇親会会費 ¥400,000
全体懇親会（予定）　 2,000 × 200 名 400,000

3.広告費 ¥748,000

表4（裏表紙） 176,000 × 1 社 176,000
表2（表紙裏） 165,000 × 1 社 165,000
表3（裏表紙裏） 110,000 × 1 社 110,000
後付1P 55,000 × 3 社 165,000
後付1/2P 44,000 × 3 社 132,000

4.展示会出展料 ¥6,138,000
企業展示 242,000 × 25 小間 6,050,000
書籍展示 22,000 × 4 本 88,000

5.セミナ―共催費 ¥13,420,000

【ランチョンセミナー】
A：1200席 1,430,000 × 2 社 2,860,000
B：300席以下 1,320,000 × 8 社 10,560,000

6.助成金 ¥50,000
寄付 50,000 × 1 式 50,000

合計 ¥52,976,000

費目

支出の部
合計経費

1.会議準備費 ¥15,938,200
1）事務局費 1,130,000
2）印刷費 5,337,000
3）通信費 3,079,500
4）発送作業費 417,500
5）WEB関係費 5,974,200

2.当日運営費 ¥15,505,960
1）機材・備品費 8,942,000
2）会場装飾費 977,950
3）展示会場運営費 934,000
4）人件費 4,652,010

3.事後処理費 ¥35,000
1）事後処理費 35,000

4.会場・接遇関連費 ¥18,637,835
1）会場費 14,628,835
2）旅費宿泊費 2,588,000
3）接遇関連費 300,000
4）会議費 1,121,000
5）手数料 0

5.消費税 ¥2,859,005

合計 ¥52,976,000

費目
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募金募集のご案内 
 

1. 募金名称 

第27回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 

 

2. 募金期間 

2021 年 10 月 1 日(金)～2022 年 9 月 18 日(日) 

 

3. 寄付金の用途 

2022 年 9 月 17 日(土)・18 日(日) 大阪市にて開催される、第 27回日本糖尿病教育・看護学会 

学術集会の準備運営および関連諸行事等の費用に充当させていただきます。 

 

4. 申込方法 

本学術集会の趣旨にご賛同いただける場合は、添付の申込書に必要事項を記入の後、 

運営事務局（ jaden27@intergroup.co.jp ）宛てにメール添付にてお申込をお願いいたします。 

※FAXでもお受けしますが、運営事務局宛に必ず着信確認のご連絡をお願いします。 

折り返しご請求書をお送りしますので、期日までにお振込みください。 

 

5. 振込先 

金融機関：みずほ銀行（0001） 

支  店：池袋支店（230） 

預金区分：普通預金 

口座番号：3161301 

口座名義：第27回（社）日本糖尿病教育看護学会学術集会 

ﾀﾞｲ27ｶｲ(ｼｬ)ﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｷﾖｳｲｸｶﾝｺﾞｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ 

 

6. 税法上の取扱い 

免税措置はありません。 
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ランチョンセミナー募集のご案内 
 

1. 名称 

第27回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 ランチョンセミナー 

 

2. 開催日程 

2022 年 9 月 17 日（土）・18 日（日）ハイブリッド開催 

 

3. 会場および共催費 

セミナー形式 日時 予定会場 

予定席数 

共催費（税込） 申込番号 
会場座席  

WEB参加 

（最大） 

 

 

ランチョン 

セミナー 

 

 

9/17

（土） 

第1会場・大ホール 1200席 1000名 1,430,000円 ①  

第2会場・小ホール 300席 1000名 1,320,000円 ②  

第3会場・1004-1005 140席 500名 1,320,000円 ③  

第4会場・1006-1007 140席 500名 1,320,000円 ④  

第5会場・1009 230席 500名 1,320,000円 ⑤  

 

 

ランチョン 

セミナー 

 

 

9/18

（日） 

第1会場・大ホール 1200席 1000名 1,430,000円 ⑥  

第2会場・小ホール 300席 1000名 1,320,000円 ⑦  

第3会場・1004-1005 140席 500名 1,320,000円 ⑧  

第4会場・1006-1007 140席 500名 1,320,000円 ⑨  

第5会場・1009 230席 500名 1,320,000円 ⑩  

 

 

4. 日程・会場決定について 

募集にあたり、開催希望日が重なる場合がございます。申込は先着順となりますが、ご希望に

添えない場合もございますので、申込の際は必ず第 2 希望を記入いただきますようお願いいたし

ます。 

日程の決定については、開催希望を参考にさせていただき、最終決定につきましては会長一任

とさせていただきます。最終決定は 2022年 4月下旬にご連絡申し上げます。 
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5. 座長・演者について 

原則として共催企業様にお任せいたしますが、講演内容等により座長及び演者の人選を調整さ

せていただく場合がございます。2022年3月31日（木）までに運営事務局迄お知らせください。 

座長及び演者へのご依頼は、最終決定ご連絡後（2022年 4月下旬）企業様よりお願い申し上げ

ます。正式決定後、2022年5月中旬迄に運営事務局迄ご一報ください。 

 

6. 共催関係費用について 

【共催費用に含まれるもの】 【共催費用に含まれないもの】 

① 会場費(講演会場)、控室利用料  ① 学会用意以外の映像機材 

② 映像、音響、照明機材費(以下の基本機材) ② 参加者用弁当・お茶付(1,800円程度予定） 

③ 音響関係費/照明関係費 ③ 
座長・講師にかかる費用(交通費、謝金、

宿泊費) 

④ 
会場機材費(本会で使用している設置済み機

材) 
④ 

運営人件費(アナウンス、進行、WEB共同ホ

スト等) 

⑤ PC発表用機材(スクリーン) ⑤ サイン・装飾 

⑥ レーザーポインター ⑥ 設営・撤去費等 

⑦ マイク(座長席/演者席/質疑用) ⑦ 記録(録音、VTRに関わる費用) 

⑧ セミナーチケット ⑧ 印刷物製作費等 

⑨ 共催証(1社につき10枚) 

⑩ WEB配信の為のZoomアカウント 

※追加備品に関しましては手引きにてご案内いたします。 

※運営事務局での手配は実費の他に所定の手配手数料 10%がかかることをご承知おきください。 

 

7. 申込方法 

添付の申込書に必要事項を記入の後、運営事務局（ jaden27@intergroup.co.jp ）宛てに 

メール添付にてお申込をお願いいたします。 なお、申込は先着順となります。 

※FAXでもお受けしますが、運営事務局宛に必ず着信確認のご連絡をお願いします。 

折り返しご請求書をお送りしますので、期日までにお振込みください。 

 

8. 申込期限：2022年 3 月 31 日（木） 
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9．振込先 

金融機関：みずほ銀行（0001） 

支  店：池袋支店（230） 

預金区分：普通預金 

口座番号：3161301 

口座名義：第27回（社）日本糖尿病教育看護学会学術集会 

ﾀﾞｲ27ｶｲ(ｼｬ)ﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｷﾖｳｲｸｶﾝｺﾞｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ 

 

10．キャンセル規定 

申込期限（2022 年 3 月 31 日(木)）を過ぎての、企業様都合によるキャンセルに伴う、 

共催費の払い戻しは一切致しかねます。 

但し、開催方法が変更になった場合の、キャンセル規定については別途ご相談させて 

いただきます。 

 

11．申込後のスケジュール: 

（1）採否通知と共催費の請求書を書面にてご連絡いたします（2022 年  4  月下旬）。 

（2）抄録原稿を運営事務局迄、メールにてご提出をお願いいたします（2022  年  5  月下旬）。 

詳細につきましては、採否通知と共に書面にてご連絡いたします。 

 

12．注意事項 

・ランチョンセミナーは、第 27 回日本糖尿病教育・看護学会学術集会と参加各社の共催とし、 

演題タイトルは抄録集に掲載いたします。 

・ご請求書はセミナー枠の決定後、運営事務局より送付させていただきます。 

・開催方法が変更になる可能性がございます。 

 

13．その他 

領収書は銀行の振込控えをもって代えさせていただきます。 
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広告募集（抄録集・プログラム集）のご案内 
 

1. 内容 

抄録集（PDFファイル）：HPよりダウンロードできる形とし、一般社団法人日本糖尿病教育・ 

看護学会(JADEN)会員及び参加者が閲覧可能 

※抄録集へは下記、プログラム集へご入稿いただいた広告を掲載いたします。 

プログラム集（A4 判紙媒体、3,500 部(予定)）：JADEN会員及び現地参加者へ配布想定 

 

2. 抄録集発行: 予算 130万円 （税込） 

 

3. 広告料金 

掲載箇所 詳細 掲載料（税込） 募集口数 

表 4 裏表紙 1頁 カラー 176,000 円 1 口 

表 3 裏表紙の裏 1頁 カラー 110,000 円 1 口 

表 2 表表紙の裏 1頁 カラー 165,000 円 1 口 

本文 1 頁 1頁 モノクロ 55,000 円 5 口 

本文 1/2 頁 1頁 モノクロ 44,000 円 5 口 

掲載ページの割振りは運営事務局一任となります。 

 

4. 募集社数: 13 社 

 

5. 申込方法 

添付の申込書に必要事項を記入の後、運営事務局（ jaden27@intergroup.co.jp ）宛てに 

メール添付にてお申込をお願いいたします。 なお、申込は先着順となります。 

※FAXでもお受けしますが、運営事務局宛に必ず着信確認のご連絡をお願いします。 

折り返しご請求書をお送りしますので、期日までにお振込みください。 

 

6. 申込期限: 2022 年 5 月 31日(火) 

 

7. 振込先 

金融機関：みずほ銀行（0001） 

支  店：池袋支店（230） 

預金区分：普通預金 

口座番号：3161301 

口座名義：第27回（社）日本糖尿病教育看護学会学術集会 

ﾀﾞｲ27ｶｲ(ｼｬ)ﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｷﾖｳｲｸｶﾝｺﾞｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ 
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8. キャンセル規定 

申込み期限(2022 年 5 月 31 日(火))を過ぎてのキャンセルに伴う、広告料金の払い戻しは 

一切致しかねますので、ご了承ください。 

 

9. 申込後のスケジュール（予定） 

（1）採否通知と掲載料の請求書を書面にてご連絡いたします（2022 年  6  月中旬）。 

（2）広告原稿入稿に関するご案内をメールにてお送りいたします（2022 年  6  月中旬）。 

（3）広告原稿入稿（2022 年  7  月中旬）  

 

10. その他 

領収書は銀行の振込控えをもって代えさせていただきます。 
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広告募集（ホームページ）のご案内 
 

1. 内容 

ホームページバナー広告 

 

2. 概要 

掲載期間 : 申込み後 ～ 2022 年 10 月31 日（月）迄（予定） 

掲載サイズ: W200px × H60px（予定） 

 

3. 広告料金 

掲載形式 概要 掲載料（税込） 

Ａ：HP画像バナー（小） ・ＨＰトップページに掲載 

・画像バナー（アニメーション可）から、 

指定ＵＲＬへのリンク 

・サイズ：横 236px × 縦 60px 

33,000 円 

Ｂ：HP画像バナー（中） ・ＨＰトップページに掲載 

・画像バナー（アニメーション可）から、 

指定ＵＲＬへのリンク 

・サイズ：横 320px × 縦 100px 

66,000 円 

C：HP画像バナー（大） ・ＨＰトップページに掲載 

・画像バナー（アニメーション可）から、 

指定ＵＲＬへのリンク 

・サイズ：横 336px × 縦280px 

110,000 円 

D ：特設ページ掲載バナー ・商品用特設ページに掲載 

・商品の画像バナーから、 

商品説明へリンク 

・サイズ：横 200px × 縦 200px 

55,000 円 

特別割引：上記2項目で20,000円割引（1項目追加毎に更に20,000円割引） 

掲載箇所の割振りは運営事務局の一任となります。 
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4．申込方法 

添付の申込書に必要事項を記入の後、運営事務局（ jaden27@intergroup.co.jp ）宛てに 

メール添付にてお申込をお願いいたします。 なお、申込は先着順となります。 

※FAXでもお受けしますが、運営事務局宛に必ず着信確認のご連絡をお願いします。 

折り返しご請求書をお送りしますので、期日までにお振込みください。 

 

5．申込期限・広告原稿送付締切日：2022 年 8 月 31 日（水） 

 

6．振込先 

金融機関：みずほ銀行（0001） 

支  店：池袋支店（230） 

預金区分：普通預金 

口座番号：3161301 

口座名義：第27回（社）日本糖尿病教育看護学会学術集会 

ﾀﾞｲ27ｶｲ(ｼｬ)ﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｷﾖｳｲｸｶﾝｺﾞｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ 

 

7．キャンセル規程 

申込後のキャンセルに伴う広告料金の払い戻しは、一切致しかねますので、 

ご了承ください。 

 

8．その他 

領収書は銀行の振込控えをもって代えさせていただきます。 
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出展のご案内 
 

1. 名称 

第27回糖尿病教育・看護学会学術集会 付設展示会 

 

2. 展示会スケジュール (予定) 

搬入 2022 年 9  月17 日（金） 13:00～19:00（スペース小間） 

15:00～19:00（基礎小間）  

展示 2022 年 9  月17日（土） 9:00～17:30 

2022 年 9 月18日（日） 9:00～15:30 

搬出・撤去  2022 年 9  月18 日（日）  15:30～17:00 

 

3. 会場 

大阪府立国際会議場 10F 会議室「1001-1003」 

  （展示小間の割振りは運営事務局一任とさせていただきます。） 

 

4. 募集小間数（予定） 

45 小間 

 

5. 出展料金 

企業展示（基礎小間）：242,000 円/小間（税込） 

企業展示（スペース小間）：330,000 円/小間（税込） 

 

6. 小間あたりの企業展示仕様について 

＜基礎小間＞ 

・1 小間間口 1,800mm×奥行 1,800mm になり、背面に高さ 2,100mm（予定）の背面パネ

ルが付きます。 

・出展料金には以下の基本装備を含みます。 

バックパネル、展示台（白布巻き間口 1,800mm×奥行 900mm×高さ 700mm（予定）） 

社名板（間口 900mm×高さ 200mm、スミ 1 色） 

・バックパネル不要等ご希望の際は、運営事務局までご連絡ください。 
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・床面への直接工作（ガムテープ、アンカー、ボルト等）は不可です。パンチカーペット等を   

床に接着することもできません。 

・照明はついておりません。照明等のオプションレンタル品につきましては別途申し受けます。 

・電気配線工事・追加備品などは有料（出展企業様負担）となります。 

 

＜スペース小間＞ 

・1 小間あたり、間口 2,000mm×奥行 2,000mm です。 

・小間装飾の高さは 2,400mm までとさせていただきます。 

・小間作成・電気配線工事・追加備品などは有料（出展企業様負担）となります。 

・床面への直接工作（ガムテープ、アンカー、ボルト等）は不可です。パンチカーペット等を   

床に接着することもできません。 

 

7. 小間の配置について 

出展申込締切後、申込日、小間数、出展内容を考慮の上、2022年 8 月中旬に手引き

（二次要項）にて、ご連絡申し上げます。 

 

8. 出展企業様へのご案内 

・給排水：水、プロパンガスなどの火気、危険物の使用はご遠慮下さい。 

・出展物：出展対象に記載された範囲のもの、及び主催者の認めたものとします。 

・医薬品医療機器等法の展示について：申請書類をご提出いただきます。詳細は運営事務局に 

お問い合わせください。 

・外国出展物：展示場は保税展示場とはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物と 

して出展するか、または ATA カルネの制度をご利用ください。 詳細は運営事務局に 

お問い合わせください。 

・出展物の販売の禁止：会期中現金と引換に出展物を引き渡すことは禁止いたします。 

但し主催者が認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

・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。 

・会場・会期・開場時間の変更：やむを得ない事情により会場、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できません。

またこれによって生じた損害は補償いたしません。 
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・開催方法が変更になる可能性がございます。 

・電気使用や追加備品に関しましては手引きにてご案内いたします。 

・運営事務局での手配は実費の他に所定の手配手数料10％がかかることをご了承ください。 

 

9. 申込方法 

添付の申込書に必要事項を記入の後、運営事務局（ jaden27@intergroup.co.jp ）宛てに 

メール添付にてお申込をお願いいたします。 なお、申込は先着順となります。 

※FAXでもお受けしますが、運営事務局宛に必ず着信確認のご連絡をお願いします。 

折り返しご請求書をお送りしますので、期日までにお振込みください。 

 

10. 申込期限：2022年 5月 31 日（火）  

 

11. 振込先 

金融機関：みずほ銀行（0001） 

支  店：池袋支店（230） 

預金区分：普通預金 

口座番号：3161301 

口座名義：第27回（社）日本糖尿病教育看護学会学術集会 

ﾀﾞｲ27ｶｲ(ｼｬ)ﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｷﾖｳｲｸｶﾝｺﾞｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ 

 

12. キャンセル規程 

申込期限（2022 年 3 月 31 日(木)）を過ぎての、企業様都合によるキャンセルに伴う、 

展示費の払い戻しは一切致しかねます。 

但し、開催方式が変更になった場合の、キャンセル規定については別途ご相談させて 

いただきます。 

 

13. 申込後のスケジュール 

（1）採否通知と協賛費の請求書を書面にてご連絡いたします（2022 年  6  月中旬）。 

（2）小間割、手引き（二次要項）をメールにてお送りいたします（2022 年  8  月中旬）。 

 

14. その他 

領収書は銀行の振込控えをもって代えさせていただきます。 
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書籍販売のご案内 
 

1. 日時(予定) 

搬入             2022 年 9 月17 日（金）   15:00～19:00 

展示             2022 年 9 月17 日（土）    9:00～17:30 

2022 年 9 月18 日（日）    9:00～15:30 

搬出・撤去   2022 年 9 月18 日（日）   15:30～17:00 

 

2. 会場 

大阪府立国際会議場 10F 会議室「1001-1003」 

（展示小間の割振りは運営事務局一任とさせていただきます。） 

 

3. 展示料 

22,000 円/1本（税込） 

 

4. 展示机 1 本のサイズ 

W1,800mm×D600mm×H700mm を予定しております。 

バックパネルや社名版はございません。 

※机以外の備品はございませんので予めご承知おき下さい。 

 

5. 電気･オプション 

電気配線工事・コンセントなどの追加備品は有料（出展者様負担）となります。 

 

6. 申込方法 

添付の申込書に必要事項を記入の後、運営事務局（jaden27@intergroup.co.jp）宛てに 

メール添付にてお申込をお願いいたします。 

※FAXでもお受けしますが、運営事務局宛に必ず着信確認のご連絡をお願いします。 

折り返しご請求書をお送りしますので、期日までにお振込みください。 

 

7. 申込期限：2022 年 5 月 31 日（火）  
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8. 振込先 

金融機関：みずほ銀行（0001） 

支  店：池袋支店（230） 

預金区分：普通預金 

口座番号：3161301 

口座名義：第27回（社）日本糖尿病教育看護学会学術集会 

ﾀﾞｲ27ｶｲ(ｼｬ)ﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｷﾖｳｲｸｶﾝｺﾞｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ 

 

9. キャンセル規程 

申込期限（2022 年 3 月 31 日(木)）を過ぎての、企業様都合によるキャンセルに伴う、 

展示費の払い戻しは一切致しかねます。 

但し、開催方式が変更になった場合の、キャンセル規定については別途ご相談させて 

いただきます。 

 

10.  申込後のスケジュール 

（1）採否通知と協賛費の請求書を書面にてご連絡いたします（2022 年  6  月中旬）。 

（2）手引き（二次要項）をメールにてお送りいたします（2022 年  8  月中旬）。 

 

11.  その他 

領収書は銀行の振込控えをもって代えさせていただきます。 
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全体に関わるご案内 

・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、 

医療機関及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 

行う協賛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。 

・領収書は銀行の振込控えをもって代えさせていただきます。 

・期日までにご入金がない場合、協賛取消とさせていただくことがございます。 

・開催方法が変更になることがございます。 

 


