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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喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
第62回日本糖尿病学会年次学術集会を2019年5月23日（木）から25日（土）までの3日間、仙台市で開催さ
せていただくにあたり、ご挨拶をさせていただきます。
第62回のテーマは「DM4.0」です。糖尿病の領域では、治療の三本柱（食事、運動、薬物）や三大合併症
（腎症、網膜症、神経障害）など、3でまとめられていることも多いのですが、糖尿病治療の目標である「健康
な人と変わらない日常生活の質の維持、健康な人と変わらない寿命の確保」には、先進的医療などの分野
でP4（Predictive予測的、Preventive予防的、Personalized個別化、Participatory参加型）という言葉が提唱さ
れているように、次世代の糖尿病医療においては、個別化医療・精密医療が目指すかたちでもあります。こ
のような気持ちを込めて、「DM4.0」とさせていただきました。
今回はthe 11th Scientific Meeting of the Asian Association for the Study of Diabetes (AASD)（23日と24
日）と第6回肝臓と糖尿病・代謝研究会（25日）との同時開催となります。国内のみならずアジアを含む世界各
国の糖尿病の医学・医療に携わる研究者・医師・メディカルスタッフに加えて、肝臓学をはじめとする多くの
関連領域の研究者・医師・メディカルスタッフも集まりますので、ぜひ交流を深めていただき、新たな医学・医
療の展開を期待したいと思っております。
会場は大きく2つのエリアに分かれ、仙台国際センターと川内萩ホールが一つのエリア、仙台市民会館、せ
んだいメディアテーク、宮城県民会館がもう一つのエリアとなります。2つのエリア間はシャトルバスで10分程
度、歩いても20分程度です。また、シンポジウム等は別のエリアでもストリーミングで視聴できますし、専門医
更新用の教育講演も同時中継でどちらのエリアでも単位がとれるようにいたします。また、ポスターセッション
はデジタルポスター形式にして、常に自身や会場に設置されているPCで見られるようにして、移動の時間を
なるべく節約できるように工夫いたします。
なお、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、臨床研究や疫学研究などの演題登録に
あたり、第62回から倫理審査が必須となりました。新たな研究の発表の場である年次学術集会では、この倫
理指針に則りながら、本会に参加されるすべての皆様にとって、最高の研究発表の舞台となりますよう、秋田
大学内分泌・代謝・老年内科学講座の教室員一同、鋭意準備に邁進しております。
本学会の会員のみならず皆様方に満足していただける学術集会になるよう誠意務めてまいりますが、予算
面に関しましては自助努力だけでは厳しい状況です。つきましては、昨今の厳しい経済情勢の折、誠に恐縮
ではございますが、上記の本学会集会の趣旨をご理解いただき、是非とも貴社にご支援を賜りたく、ここにお
願い申し上げる次第でございます。なお、拠出頂きました協賛費用につきましては、各社が公表することに
ついて了承いたします。
末筆ではございますが、貴社のさらなるご発展を心より祈念申し上げます。
謹白
第62回日本糖尿病学会年次学術集会
会長 山田 祐一郎
秋田大学大学院医学系研究科
内分泌・代謝・老年内科学講座
教授
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会 議 名 称

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
The 62nd Annual Meeting of ｔhe Japan Diabetes Society

2

テ

マ

DM 4.0

3

会

期

2019年5月23日（木）～25日（土）

4

会

場

仙台国際センター
〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地

ー

東北大学百周年記念会館 川内萩ホール
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内40
仙台市民会館（トークネットホール仙台）
〒980-0823 宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1
せんだいメディアテーク
〒980-0821 仙台市青葉区春日町2-1
宮城県民会館（東京エレクトロンホール宮城）
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-3-7
5

会

長
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会議の概要
（1） 内容：
日程
5月23日（木）

5月24日（金）

5月25日（土）

山田 祐一郎 （秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座 教授）

午前
午後
開会式
ランチョンセミナー
会長講演
会長特別企画
総会
シンポジウム
受賞講演
一般演題（口演・ポスター）
特別講演
ＹＩＡ審査口演
一般演題（口演・ポスター） 医療スタッフ賞審査口演
教育講演
モーニングセミナー
ランチョンセミナー
ディベート
ＹＩＡ・医療スタッフ賞授賞式
会長特別企画
特別講演
シンポジウム
会長特別企画
一般演題（口演・ポスター） シンポジウム
教育講演
一般演題（口演・ポスター）
若手研究助成発表
モーニングセミナー
ランチョンセミナー
教育セミナー
特別講演
会長特別企画
ディベート
日韓糖尿病フォーラム
シンポジウム
一般演題（口演・ポスター） 一般演題（口演・ポスター）
教育講演
閉会式

夕
イブニングセミナー

イブニングセミナー

（2） 展示：

糖尿病領域に関係の有る医薬品 / 医療機器 / 書籍等の展示を行う。

（3） 参加対象者：

医師、看護師・管理栄養士ほか医療スタッフ、学生など

（4） 参加予定数：

約

12,000 名
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学会の目的と開催意義
日本糖尿病学会は、設立以来60年間、糖尿病の成因と治療に関する学術研究活動を継続し
発展させてきたと同時に、その社会的使命を果たすべく、糖尿病の治療環境の向上を目ざした
活動を行ってきました。2010年に発表したアクションプラン「DREAMS」［ 1. 糖尿病の早期診
断・早期治療体制の構築 （ Diagnosis and Care ） 2. 研究の推進と人材の育成 （ Research to
Cure ） 3. エビデンスの構築と普及 （ Evidence for Optimum Care ） 4. 国際連携 （ Alliance
for Diabetes ） 5. 糖尿病予防 （ Mentoring Program for Prevention ）6. 糖尿病の抑制 （ Stop
the DM ） ］の実現に向けて、社会と連携し、多角的・総合的な糖尿病対策を一層推進する決
意です。我が国の糖尿病の学術研究活動の更なる発展、糖尿病の治療・予防の更なる向上、
未来を担う人材養成の推進、をはじめとする「DREAMS」に体現される学会の使命達成に向
け、誠実かつ最大限の努力をしたいと考えております。

8

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。
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本学会に関するお問い合わせ先
《学術集会事務局：第62回日本糖尿病学会年次学術集会 学術集会事務局》
秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座
〒010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1
E-mail: jds62@med.akita-u.ac.jp
担当：事務局長 藤田 浩樹
《運営準備室：第62回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室》
日本コンベンションサービス株式会社 内
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル14階
TEL: 03-3508-1214 FAX: 03-3508-1302
E-mail: 62jds@convention.co.jp
担当：宇田川・遠藤
※共催セミナーに関するお問い合わせ先
《共催セミナー準備室》
株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-10 四国第二ビル
TEL:03-5283-6778
E-mail: sp-62jds@jcs-c.com
担当：多田羅・内田
※付設展示会に関するお問い合わせ先
《付設展示会事務局》
株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-10 四国第二ビル
TEL:03-6386-5179
E-mail: ex-62jds@jcs-c.com
担当：浜本
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共催セミナー 募集要項

1
1

開 催 形 態

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
ランチョンセミナー、モーニングセミナー、イブニングセミナー
・ 学術集会及び各企業の共催とします。
・ 掲載表記は以下の通りとします。
共催： 第62回日本糖尿病学会年次学術集会
○○○○株式会社
・ 複数社にてご共催の場合の掲載表記は、以下の通りとします。
共催： 第62回日本糖尿病学会年次学術集会
○○○○株式会社 ／ □□□□株式会社

2

開 催 日 時

【LS：ランチョンセミナー】
2019年5月23日（木）、24日（金）、25日（土）の3日間で、各日お昼の45分程度
【MS：モーニングセミナー】
2019年5月24日（金）、25日（土）の2日間で、各日朝の45分程度
【ES：イブニングセミナー】
2019年5月23日（木）、24日（金）の2日間で、各日夕方の45分程度

3

スケジュール

2018年
8月
12月7日（金）

12月下旬

共催セミナー申込開始
申込締切
※締切前であっても、募集枠数に達し次第、申込を終了させていただきます。

お早めにお申し込みいただきますよう、お願いいたします。
各社開催テーマ、座長演者候補の提出

2019年
1月下旬

2月下旬

3月上旬

3月上旬

3月上旬～
4月上旬

4月中旬
5月23‐25日
6月上旬～

各社開催枠の決定
各社様より共催セミナー準備室へセミナー内容の通知
※ 抄録掲載用セミナーテーマ、座長、演者、各演題タイトルをご提出
いただきます。
抄録集校正
※ 各社様にて抄録集掲載内容を校正していただきます。
セミナー内容の提出
※ ポケットプログラムへ掲載する「セミナー案内」をご提出
いただきます。
共催セミナー事前登録開始
共催セミナー実施要項配布
※ 各種追加手配申込（参加者弁当、看板、控室飲食、
機材等）要項配布。
セミナー内容の最終決定
※ ポケットプログラム掲載内容を校正していただきます。
各種追加手配申込締切
第62回日本糖尿病学会年次学術集会 開催
追加手配物のご請求
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共催費について
（1） 共催費一覧
共催費 (消費税8％込）
セミナー種類

LS：ランチョンセミナー

MS：モーニングセミナー

ES：イブニングセミナー(※)

タイプ

収容人数（予定）

5月23日（木）
（第1日目）

5月24日（金）
（第2日目）※

5月25日（土）
（第3日目）

A

401席-

¥2,484,000

¥2,700,000

¥2,484,000

B

200－400席

¥2,268,000

¥2,484,000

¥2,268,000

C

199席以下

¥1,944,000

¥2,160,000

¥1,944,000

-

200－400席

-

A

401席-

¥2,700,000

-

B

200－400席

¥2,484,000

-

C

199席以下

¥2,160,000

-

オプション：ストリーミング配信（※）

¥1,080,000

¥216,000

※収容人数は会場のレイアウトにより変動する場合がございますので予めご了承ください。
※5月24日(金)ランチョンセミナーのみ金額が異なりますので、ご注意ください
※学術集会にて、ストリーミング配信をセミナーとパックで提供いたします。是非お申し込みください。
（2） 共催費に含まれる項目として、以下のように決定させていただきます。
1） 会場費
2） 会場付帯設備使用料（机、椅子、ステージ、音響、照明など）
3） 控室料 ＊但し、部屋の割り当ては、学術集会事務局が行わせていただきます。
4） 機材費
・PC発表用機材・・・1式（メインプロジェクター、講演台にWindows PC 1台）
・メインスクリーン・・・・1枚
・レーザーポインター・・・1本
・計時回線・・・一式
・マイク（演者／座長／客席）・・・一式
・音響・・・一式
・卓上ライト（演者・座長・進行席）・・・3台
（3） 上記に含まれない項目は、共催費とは別に、必要に応じて各社でご負担ください。（次ページ参照）
例) 非会員講師、非会員座長の謝礼金・交通費・宿泊費
会員講師、会員座長の謝礼金
印刷製作物作成費用
控室用機材費・飲食費
参加者用お弁当代
※その他追加準備に関しては、共催セミナー準備室でも有償にて手配が可能です。
当日ご手配の詳細に関しては、プログラム確定後、追って要綱をお送りいたします。
（2019年3月上旬予定）
※共催セミナー準備室での手配は、所定の手配手数料15%がかかることをご了承ください。
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共催費に含まれない手配物について
（1） セミナー用機材に関して
1） 共催費 4-(1)・(2) に含まれない機材につきましては、共催セミナー準備室が別途必要機材を
お伺いした上、手配いたします。費用につきましては、貴社ご負担とさせていただきます。
2） 控室で使用する試写用の機材等に関しましても、同様の対応とさせていただきます。
（2） 飲食手配に関して
1） 控室などでの講師、座長の先生方へのご飲食は、各社ご負担とさせていただきます。
2） 参加者への飲食（弁当・お茶など）につきましても、各社ご負担とさせていただきます。
3） 飲食関係の手配につきましては、共催セミナー準備室が、別途お伺いした上、手配いたします。
ご請求につきまして、会期終了後に、共催セミナー準備室より送付いたします。
（3） 看板・装飾関係について
1） 各セミナー会場前の誘導看板について
・有料にてご用意いたします。
・デザインにつきましては学術集会統一デザインとさせていただきます。
2） 場内吊看板は、設置出来ませんのでご了承ください。
（4） 同時通訳に関して
1） 通訳者の手配につきましては、共催セミナー準備室にて用意がございます。
通訳者のご指名等ご要望がございましたらご連絡ください。
2） 同時通訳関係機材につきましては、共催セミナー準備室が、別途お伺いした上、手配いたします。
費用につきましては貴社ご負担とさせていただきます。
同時通訳ブース設置に伴い、会場席数を減らさせていただく場合がございますことをご了承
ください。
（5） 講師・座長への謝礼金・交通費・宿泊費について
一般社団法人日本糖尿病学会では、第58回日本糖尿病学会年次学術集会（2015年5月21日～24日）
より共催セミナー等において当該企業より学会員の交通費及び宿泊費の提供を受けないことに
決定いたしました。つきましては、下記の対応の順守をお願いいたします。
1） 日本糖尿病学会員講師・座長におきましては、交通費・宿泊費の各社での負担は禁止いたします。
謝礼金等につきましては、従来通り適切な対応をお願いいたします。
2） 非会員講師・座長の謝礼金・交通費・宿泊費におきましては、従来通り必要に応じて
各社でご負担ください。
（6） 追加手配物の請求について
上記（1）～（4）の共催セミナー準備室に依頼いただいた追加手配物につきましては、
学会終了後に請求書をお送りいたします。
ご依頼いただいた手配物の費用に別途管理手数料15％がかかりますので、
予めご承知おきください。
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セミナー内容、開催枠、および座長・演者の決定について
（1） 共催セミナープログラム内容について
セミナー内容につきましては各共催企業の意向を元に学術集会事務局にて決定いたします。
同じ時間帯に同様のテーマの演題が集中したり、特定の演者や座長の登壇が集中したりすることにより、
学術集会のプログラムとしての統一性を欠くと判断される場合などは、学術集会事務局にて
調整いたしますのでご了承ください。
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共催セミナー開催概要
（2） セミナー開催枠の決定について
1） セミナー開催枠の決定につきましては、募集期間内にお申し込みいただいた内容に基づき
学術集会事務局にて調整の上、決定いたします。
2） 各社様のご希望に添えますよう、出来る限りの調整を行いますが、同日程・同枠への申込が
多数ございます場合は、ご希望に添えかねる場合もございますこと、予めご了承頂きますよう
お願いいたします。
3） ご希望のセミナー枠については、必ず第3希望までご記入ください。
4） 2社以上での共催等をご予定の場合は、申込書の備考欄に必ずご記入ください。
5） 調整の判断材料といたしますので、申込に当たりましては貴社セミナー開催予定内容を
必ず申込書にご記入ください。
6） 開催枠決定は 2019年1月下旬を予定しております。決定後は、他の共催各社様へ影響
しますので、いかなる理由によっても枠の変更は原則として行いません。予めご了承ください。
7） 開催枠決定後に請求書をお送りいたします。指定の口座へお振込みください。
（3） 座長、演者の決定について
1） 座長、演者の御希望を本案内添付の申込書①「共催セミナー申込書」にご記載ください。
2） 座長、演者の打診は各共催企業様でしていただいて結構ですが、最終決定はお申込み
締切後に学術集会事務局において行いますので御了承ください。
3） 学術集会事務局で決定した座長、演者につきましては、決定した開催枠と併せて
2019年1月下旬に通知させていただきます。
4） 開催枠決定後、座長・演者への依頼・諸連絡は各社にてお願いいたします。
なお、正式決定後、学会より会長名で依頼状をお出しいたします。
5） 正式決定前に会長名での派遣依頼状が必要な場合は、共催セミナー準備室まで下記の内容を
ご連絡ください。
1派遣依頼状を必要とする座長、演者本人の氏名・所属
2派遣依頼状の宛名（病院長、学長などの役職・氏名）
3発送先（ご担当企業への送付、もしくは座長、演者本人への送付など）
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印刷物に関して
（1） ポスター、チラシの制作について
1） 制作の有無、作成部数は各社裁量でお願いいたします。
原稿確認を行いますので、共催セミナー準備室までデータにてお送りください。
2） 学会ロゴマークの使用を統一します。（ロゴマーク掲載必須）
ロゴマークデータを後日各社へお送りいたします。（2019年1月下旬予定）
3） 会期当日配布
チラシ（A4サイズ縦仕様）のみ、参加受付付近のテイクフリーデスクに設置いたします。
学会コングレスバッグへの封入はいたしません。
（2） ポケットプログラム（スポンサードイベントガイド）への「セミナー内容」掲載について
学術集会事務局にて「ポケットプログラム」を作成し、スポンサードイベントガイドとして
共催セミナーおよび展示ブースのご案内を掲載する予定です。
「セミナー内容」については、200文字以内での掲載を予定しておりますので、ご理解・ご協力
いただけますようお願い申し上げます。詳細については、追ってご連絡いたします。
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共催セミナー申込方法
8

お申し込みについて
（1） 申込方法
本案内添付の申込書①「共催セミナー申込書」を共催セミナー準備室（E-mail：sp-62jds@jcs-c.com)
までメール添付にてお申し込みください。
（2） 申込締切
2018年12月7日（金）までとさせていただきます。
※但し、締切前であっても、募集枠数に達した時点で申込終了とさせていただきます。
（3） 申込書の受領
申込書到着後に確認のメールをお送りいたします。これをもちましてお申し込み手続きの完了と
させていただきます。お申し込み後、1週間を経過してもメールでの連絡がない場合は
必ず下記【共催セミナー準備室】までご連絡をお願いいたします。
（4） お支払方法
セミナー開催枠の確定後、共催セミナー準備室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下記口座にお振込みください。
銀行名：北都銀行
支店名：秋田東支店
口座種別：普通
店番号：126
口座番号：8112376
口座名義：第62回日本糖尿病学会年次学術集会会長山田祐一郎
口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）：ﾀﾞｲ62ｶｲﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲﾈﾝｼﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲｶｲﾁﾖｳﾔﾏﾀﾞﾕｳｲﾁﾛｳ
（5） 申込の取り消し
2018年11月1日以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予めご了承ください。
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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。

10 お申し込み・お問い合わせ先
【共催セミナー準備室】
株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-10 四国第二ビル
TEL:03-5283-6778
E-mail: sp-62jds@jcs-c.com
担当：多田羅・内田

9

付設展示会 開催概要

2

1

付設展示会開催概要
称 ： 第62回日本糖尿病学会年次学術集会付設展示会
（1） 名
（2） 会

期：

2019年5月23日（木）～25日（土）
搬入・設置（予定）
2019年 5月22日（水）
展示（予定）

搬出･撤去（予定）

2

2019年
2019年
2019年
2019年

5月23日（木）
5月24日（金）
5月25日（土）
5月25日（土）

14：00 ～ 18：00
※出展タイプにより異なります※
9：00 ～ 18：30
8：30 ～ 18：00
8：30 ～ 15：00
15：00 ～ 18：00

（3） 会場（予定） ：

仙台国際センター他

（4） 参 加 者 数 ：

約12,000名

（5） 主

催：

秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座

（6） 会

長：

山田 祐一郎 （秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座 教授）

学会開催概要（同時開催）
称 ： 第62回日本糖尿病学会年次学術集会
（1） 名
The 62nd Annual Meeting of the Japan Diabetes Society
（2） 会

期：

2019年5月23日（木）～25日（土）

（3） 会

場：

仙台国際センター他

（4） 参 加 者 数 ：

約12,000名

（5） 主

催：

秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座

（6） 会

長：

山田 祐一郎
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付設展示 設置概要
3

設置概要
（1） 搬入・搬出スケジュール（予定）
搬入・設置 ： 2019年 5月22日（水） 14：00～18：00 （出展タイプにより異なります）
搬出･撤去 ： 2019年 5月25日（土） 15：00～18：00
（2） 小間規格（予定）

基礎小間
1小間=間口1.8m×奥行1.8m×高さ2.4m (袖パネル0.9m)
・ 間仕切りの後壁、側壁、パラペット(いずれもベニヤ加工紙貼り仕上)
・ 社名板・40W蛍光灯付き
・ 展示台1台(W1800×D900×H700)、白布付き(但し商品の上にかけるクロスは
ご持参ください)
以上の物は付設展示会事務局にて設置いたします。
上記以外の小間内装飾は、出展者にて行ってください。
※基礎小間規格は、現状の想定であり、設営の都合上変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
基礎小間姿図

1800

1800

社名板
パラペット

2400

展示台
(展示台の下に荷物収納可)

袖パネル
700

900

スペース渡し
1㎡=間口1.0m×奥行1.0m （最低申込単位16㎡）
スペース渡しをお申し込みの場合、床面に墨だしを実施の上お引き渡しいたします。
また、他のブースと隣接している場合袖パネルを事務局にて設置いたします。
スペース小間姿図

1000

1000

※スペース小間でお申し込みの場合は最低限の特別装飾を行ってください。
※引き渡しの小間サイズは指定できませんのでご了承ください。
（3） 禁止事項
基礎小間の装飾物、展示物の高さは、2.4mに制限します。但し、やむを得ず越える場合、付設展示会事務局
の承認が必要になります。スペース渡しについては上記の限りではございません。（別途ご案内します）
また、床面への直接工作(ガムテープ、アンカー等)も原則的に禁止いたします。
その他、後日配布する出展者マニュアルに記載された事項を遵守してください。
（4） 電気
出展者のご希望により、有償で電気(交流単相二線式100V50ヘルツ)を開閉器にて小間まで
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。）
また、コンセント等、電気2次幹線工事については、後日ご案内をお送りいたします。
（5） 給排水
水、プロパンガス、圧縮空気の使用は、原則的に禁止いたします。
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付設展示 出展要項
4

出展要項
（1） 出展対象
・医療機器
・書籍 他

・検査機器

・医薬品

・医療情報機器、システム

（2） 出展料金
種類
単位
小間サイズ
基礎小間
1小間
3.24㎡(W1.8m×D1.8m×H2.4m)
スペース渡し
1㎡
1㎡(W1.0m×D1.0m)
書籍
机1本
1本(W1.8m×D0.6m)
※スペース渡しの最低申込単位は16㎡以上とさせていただきます。
※基礎小間は直列（横並び）でのご提供となります。

出展料金（税込）
297,000円
86,400円
21,600円

（3） 募集小間数
基礎小間50小間、スペース 500㎡(予定)、
（4） 展示小間レイアウトの決定
学術集会事務局にて決定させていただきます。
小間割りおよび展示要綱は2019年2月下旬の送付を予定しております。
（5） 出展物
上記＜（1）出展対象＞に記載された範囲のもの、及び学術集会にてお認めしたものとさせて
いただきます。
（6） 医薬品医療機器等法未承認品の展示について
付設展示会事務局までお問い合わせください。
（7） 外国出展物
展示場は、保税展示場にはいたしません。
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。
（8） 出展者へのご案内
開催の2カ月前までに小間割、搬入、装飾、管理などについて詳細をご連絡いたします。
什器・照明器具などのリースにつきましても、この時にご案内いたします。
ご依頼いただいた手配物の費用には別途管理手数料15％がかかりますので、
予めご承知おきください。
（9） 出展物販売の禁止
書籍販売を除き、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。
但し、学術集会にてお認めしたものは、限定的に許可する場合がございます。
(10) 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。
(11) 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ございますことを
ご了承ください。
(12) 学術集会プログラムの参加について
ご出展者は第62回日本糖尿病学会年次学術集会の学術プログラムへの参加は出来ません。
学術プログラムに参加ご希望の方は、参加証をご購入ください。
但し、展示会場内への出展者の入場制限はありません。
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付設展示会 出展申込方法
5

お申し込みについて
（1） 申込方法
本案内添付の申込書②「付設展示会申込書」を付設展示会事務局（E-mail:ex-62jds@jcs-c.com）
までメール添付にてお申し込みください。
（2） 申込締切
2018年12月25日(火)までとさせていただきます。
※但し、締切前であっても、募集小間数に達した時点で申込終了とさせていただきます。
（3） 申込書の受領
申込書到着後、1週間以内に確認のメールをお送りいたします。これをもちましてお申し込み
手続きの完了とさせていただきます。お申し込み後、1週間を経過してもメールでの連絡がない場合は
必ず下記【付設展示会事務局】までご連絡をお願いいたします。
（4） お支払方法
申込書受領後、出展内容を確認の上、付設展示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下記口座にお振込みください。
銀行名：北都銀行
支店名：秋田東支店
口座種別：普通
店番号：126
口座番号：8112376
口座名義：第62回日本糖尿病学会年次学術集会会長山田祐一郎
口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）：ﾀﾞｲ62ｶｲﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲﾈﾝｼﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲｶｲﾁﾖｳﾔﾏﾀﾞﾕｳｲﾁﾛｳ
（5） 申込の取り消し
2018年12月25日(火)以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め
ご了承ください。

6

ポケットプログラム（スポンサードイベントガイド）への出展内容掲載について
学術集会事務局にて「ポケットプログラム」を作成し、スポンサードイベントガイドとして、
共催セミナーおよび展示ブースの案内を掲載する予定です。
つきましては、出展をご応募いただいた企業様には出展内容について簡単なご紹介文の作成を
お願いいたします。詳細については、追ってご連絡いたします。（対象は「基礎小間」「スペース渡し」）

7

お申し込み・お問い合わせ先
【付設展示会事務局】
株式会社ジェーシーエス・コミュニケーションズ
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-10 四国第二ビル
TEL:03-6386-5179
E-mail: ex-62jds@jcs-c.com
担当：浜本
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3

1

ポケットプログラム広告募集要項

募集要項
（1） 誌名
第62回日本糖尿病学会年次学術集会
ポケットプログラム 及び スポンサードイベントガイド
（2） 発行数及びサイズ
12,000部
A5サイズ
（3） 配布対象者
第62回日本糖尿病学会年次学術集会 参加者および関係者
※発行日は5月中旬を予定。広告掲載会社には1部進呈いたします。
（4） 掲載内容（予定）
ポケットプログラム・スポンサードイベントガイド（1冊）
参加者への案内事項、学術集会プログラム、共催セミナープログラム、展示会場案内、
出展社一覧、ノート
（5） 広告料金・募集数
【ポケットプログラム】
540,000円
432,000円
378,000円
162,000円
378,000円
108,000円

表4 （背表紙）
表2 （表紙の裏）
表3 （背表紙の裏）
後付1頁
中付け
ノート部分ヘッダー / フッター

計画数
（ 1口）
（ 1口）
（ 1口）
（ 10口）
（ 3口）
（ 2口）

※上記金額には消費税8%を含みます

（6） 原稿
オフセット印刷につき、印刷用データをご支給ください。データ形式はAdobe Illustratorで制作した
アウトライン済みのEPSデータ、画像データをご使用の場合は、その画像も添付してください。
（画像解像度は350dpi以上のCMYKのデータ）また、すべてのデータについて出力見本
（プリントしたもの）を添付してください。
（7） 色
表2、 表3、 表4、 中付け
後付、 ノート部分ヘッダー / フッター

：カラー（予定）
：白黒

（8） 印刷様式
オフセット印刷（紙焼・フィルム・清刷り）
（9） 作成費用
7,020,000円 （印刷費：6,500,000円

消費税：520,000円）

14

ポケットプログラム広告申込方法
2

お申し込みについて
（1） 申込方法
本案内添付の申込書③「ポケットプログラム広告申込書」を運営準備室
（E-mail：62jds@convention.co.jp）までメール添付にてお申し込みください。
（2） 申込締切
2019年2月9日（土）までとさせていただきます。
（3） 申込書の受領
申込書到着後、1週間以内に確認のメールをお送りいたします。これをもちましてお申し込み
手続きの完了とさせていただきます。お申し込み後、1週間を経過してもメールでの連絡がない場合は
必ず下記【運営準備室】までご連絡をお願いいたします。
（4） 原稿入稿締切
2019年2月27日（水）
※原稿は完全版下・ポジフィルム・ネガフィルムのいずれか形式にて運営準備室へ
送付願います。
ご送付の際、封筒もしくは広告原稿下部に学会名・申込広告枠・社名を明記ください。
（5） お支払方法
申込書受領後、出展内容を確認の上、運営準備室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下記口座にお振込みください。
銀行名：北都銀行
支店名：秋田東支店
口座種別：普通
店番号：126
口座番号：8112376
口座名義：第62回日本糖尿病学会年次学術集会会長山田祐一郎
口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）：ﾀﾞｲ62ｶｲﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲﾈﾝｼﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲｶｲﾁﾖｳﾔﾏﾀﾞﾕｳｲﾁﾛｳ
（6） 申込の取り消し
2019年2月9日（土）以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め
ご了承ください。

3

お問い合わせ・お申し込み・版下送付先
【第62回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室】
日本コンベンションサービス株式会社 内
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル
Tel: 03-3508-1214 Fax: 03-3508-1302
E-mail: 62jds@convention.co.jp
担当：宇田川・遠藤
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4

1

シャトルバス車内広告 募集要項・申込方法

募集要項
（1） 募集広告媒体
第62回日本糖尿病学会年次学術集会 シャトルバス車内広告
（2） 掲出媒体名
1） 額面ポスター広告
シャトルバス内にポスターを掲示します。
2） 座席カバー広告
ヘッドレストカバー部分に広告を掲示します。
3） パンフレット配布
シートポケットに商品等のパンフレット等の差込を行います。
4） VTR放映
車内TVモニターにCM等のVTR放映ができます。

※上記写真はあくまでイメージ画像です。 素材・形状などは現物と異なりますのでご了承ください。
※追って要綱をお送りいたします。（2019年1月頃予定）
（3） 対象
学会参加者 約12,000人
（4） 期間
学会期間中
（5） 運行区間
仙台国際センター～せんだいメディアテーク前
（6） 媒体料金
1台につき 2,160,000円（税込）
（7） 募集台数
10台
2

お申し込みについて
（1） 申込方法
本案内添付の申込書④「シャトルバス車内広告申込書」を運営準備室
（E-mail：62jds@convention.co.jp）までメール添付にてお申し込みください。
後日、改めて詳細についてのご連絡をいたします。
（2） 申込締切
2018年12月25日(火)までとさせていただきます。
（3） 申込書の受領
申込書到着後、1週間以内に確認のメールをお送りいたします。これをもちましてお申し込み
手続きの完了とさせていただきます。お申し込み後、1週間を経過してもメールでの連絡がない場合は
必ず次頁掲載の【運営準備室】までご連絡をお願いいたします。
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シャトルバス車内広告 募集要項・申込方法
（4） お支払方法
申込口数が確定後、運営準備室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下記口座にお振込みください。
銀行名：北都銀行
支店名：秋田東支店
口座種別：普通
店番号：126
口座番号：8112376
口座名義：第62回日本糖尿病学会年次学術集会会長山田祐一郎
口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）：ﾀﾞｲ62ｶｲﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲﾈﾝｼﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲｶｲﾁﾖｳﾔﾏﾀﾞﾕｳｲﾁﾛｳ
（5） 申込の取り消し
2018年12月25日(火)以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め
ご了承ください。
3

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。

4

お申し込み・お問い合わせ先
【第62回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室】
日本コンベンションサービス株式会社 内
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル14階
Tel: 03-3508-1214 Fax: 03-3508-1302
E-mail: 62jds@convention.co.jp
担当：宇田川・遠藤
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5
1

バナー広告 募集要項・申込方法
募集要項
A． ホームページバナー広告募集要項
（1） 媒体
第62回日本糖尿病学会年次学術集会ホームページ
URL： http://www.jds62.jp/index.html
（2） 掲載期間
申込後掲載～2019年5月末（予定）
（3） 広告掲載料
¥108,000-（消費税8%込）×3社
（4） 掲載箇所
トップページ内
（5） データサイズ
横幅（Ｗ）200pixel、縦幅（H） 60pixel
GIFまたはJPEG：容量1MB 以内
（6） 原稿
データ入稿でお願いいたします。

B． 学会アプリバナー広告募集要項
（1） 媒体
第62回日本糖尿病学会年次学術集会 公式アプリケーションソフトウェア
対応 OS：iOS、Android
（2） 配布対象
第62回日本糖尿病学会年次学術集会 参加者
（3） 掲載について
1） 配信期間：申込書受領後、準備手続き完了次第掲載開始～2019年6月
※ユーザーがアプリをダウンロード後は、ユーザーの端末から本アプリが削除されるまでロゴは残ります。
2） 広告セールス方式： iOS版およびAndroid版のトップページへ掲載
3） データサイズ：サイズは3種（天地50 × 左右320ピクセル、天地100 × 左右640ピクセル、
天地120 × 左右768ピクセル）画像形式：png、解像度：72dpi、透過無しで保存、カラー：RGB形式
（4） 広告掲載料
¥2,160,000-（消費税8%込）×4枠
（5） 原稿
データ入稿でお願いいたします。
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2

お申し込みについて
（1） 申込方法
本案内添付の申込書⑤「バナー広告申込書」を運営準備室（E-mail：62jds@convention.co.jp）
までメール添付にてお申し込みください。
（2） 申込締切
2018年12月25日(火)までとさせていただきます。
（3） 申込書の受領
申込書到着後、1週間以内に確認のメールをお送りいたします。これをもちましてお申し込み
手続きの完了とさせていただきます。お申し込み後、1週間を経過してもメールでの連絡がない場合は
必ず下記【運営準備室】までご連絡をお願いいたします。
（4） お支払方法
申込書受領後、内容を確認の上、運営準備室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下記口座にお振込みください。
銀行名：北都銀行
支店名：秋田東支店
口座種別：普通
店番号：126
口座番号：8112376
口座名義：第62回日本糖尿病学会年次学術集会会長山田祐一郎
口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）：ﾀﾞｲ62ｶｲﾆﾎﾝﾄｳﾆﾖｳﾋﾞﾖｳｶﾞﾂｶｲﾈﾝｼﾞｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲｶｲﾁﾖｳﾔﾏﾀﾞﾕｳｲﾁﾛｳ
（5） 申込のお取り消し
2018年12月25日(火)以降の取り消しについては、お受けすることができませんので予め
ご了承ください。

3

お申し込み・お問い合わせ先
【第62回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室】
日本コンベンションサービス株式会社 内
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル
Tel: 03-3508-1214 Fax: 03-3508-1302
E-mail: 62jds@convention.co.jp
担当：宇田川・遠藤
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返信先：第62回日本糖尿病学会年次学術集会 共催セミナー準備室 E-mail:sp-62jds@jcs-c.com
1

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
共催セミナー 申込書

申込年月日

年

月

日

（和文）

貴社名

（英文）

代表者名

（役職）

ご担当部署
ご担当者名
〒

ご連絡先

TEL：

FAX：

E-mail：
URL：
開催日

希望内容

(記入例)

5月23日（木）

ランチョンセミナー

第1希望

月 日（ ）

第2希望

月 日（ ）

第3希望

月 日（ ）

希望タイプ

Aタイプ (2,484,000円)

希望日及び会場

オプション

ストリーミング配信（\216,000） □希望する

□希望しない

セミナーテーマ
使用製品名
ご氏名
座長／演者
（氏名・所属）
※未定の場合は
空欄でも結構です

座 長
演者1
演者2

その他、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

ご所属
先生
先生
先生

(金額）

返信先：第62回日本糖尿病学会年次学術集会 付設展示会事務局 E-mail:ex-62jds@jcs-c.com

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
付設展示会 申込書

2

申込年月日

年

月

日

（和文）

貴社名

（英文）

代表者名

（役職）

ご担当所属
ご担当者名
〒

ご連絡先

TEL：

FAX：

E-mail：
URL：

申込区分

□ 基礎小間

(297,000円/小間) ×

□ スペース渡し

(86,400円/㎡)

×

小間＝

円

㎡＝

円

※スペース渡しの最低申込単位は16㎡となります。16㎡以上でお申し込みください。

□ 書籍展示

(21,600円/机)

本＝

×

出展物（予定）

下記も必ずご記入ください。
今まで日本糖尿病学会年次学術集会にご出展をしたことが

実績
その他、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

あ る

・

初めて

円

返信先：第62回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室
3

E-mail:62jds@convention.co.jp

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
ポケットプログラム広告 申込書

申込年月日

年

月

日

貴社名
代表者名

（役職）

ご担当所属
ご担当者名
〒

ご連絡先

TEL：

FAX：

E-mail：
URL：
※ご希望の内容（□）にレ印を入れてください。

申込広告

ポケットプログラム

□ 表4（裏表紙）

：

540,000円

□ 表2（表紙の裏）

：

432,000円

□ 表3（裏表紙の裏）

：

378,000円

□ 後付1頁

：

162,000円

□ 中付け

：

378,000円

：

108,000円

□ヘッダー / フッター
（ノート部分）

申込合計金額
広告内容
（商品名）
その他、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

円

返信先：第62回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室 E-mail:62jds@convention.co.jp
4

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
シャトルバス車内広告 申込書

申込年月日

年

月

日

貴社名
代表者名

（役職）

ご担当所属
ご担当者名
〒

TEL：

FAX：

ご連絡先
E-mail：
URL：

申込合計金額

2,160,000 ×

その他、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

台 ＝

円

返信先：第62回日本糖尿病学会年次学術集会 運営準備室 E-mail:62jds@convention.co.jp

第62回日本糖尿病学会年次学術集会
バナー広告 申込書

5

申込年月日

年

月

日

貴社名
代表者名

（役職）

ご担当所属
ご担当者名
〒

TEL：

FAX：

ご連絡先
E-mail：
URL：

申込記入欄

□
□

ホームページバナー （108,000円）
学会アプリバナー （2,160,000円）

※ホームページバナーの場合は必須※
リンク先URL
その他、ご要望等ございましたら、ご記入ください。

