
第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会

オンライン開催

開催趣意書および協賛依頼

会期：2020年 10月 10日（土）～11月 10日（火） 

会場：アスティとくしま（徳島県徳島市） 

会長：北畑 洋（徳島大学大学院医歯薬学研究部 

歯科麻酔科学分野 教授） 



ご挨拶 

貴社におかれましてはコロナ禍にあっても益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 この度，第 48 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会の会長を拝命し，2020 年 10 月 10 日（土）

から 11 日（日）の 2 日間，アスティとくしまにおいて徳島，そして四国での初めての開催に

向けて準備を続けて参りました。しかしながら今回の新型コロナウイルス感染症拡大の収束は

見通せず，第 2 波襲来の恐れもあり今後の展望は未だ不透明です。これらの状況から慎重な審

議を重ねた結果，徳島での開催を中止し，Web 開催とすることに決定いたしました。 

本学会は 1973 年に歯科麻酔科学の進歩および発展をはかり，歯科医療における安全性の向

上，地域社会の福祉に貢献をはかることを目的として設立されました。現在，会員数は約 2700

名であり，歯科麻酔に携わる歯科医師・医師に加えて，全身管理に興味を持たれている一般歯

科医師および歯科衛生士の方々も多く参加されます。 

 今回のテーマは，「明日につなぐ歯科麻酔科学 —フロンティアを目指して—」とさせていた

だきました。「フロンティア」には“the state of the art”医療の最先端という意味と新たな領

域という二つの意味を持たせています。Web 開催はオンデマンド形式を予定していますが，で

きる限り魅力的なものにするため，シンポジウムや一部の講演は討論を含めた録画を行い Live

配信のように視聴できるように準備いたします。これらの講演，講習会を通じて会員の皆様の

各分野における知識と技術の update をはかり，歯科麻酔の未来について討議する場を提供し

たいと考えています。 

 本学会として Web 開催はもちろん初めてのことですが，7 月開催予定であった本学会主催

のリフレッシャーコースは Web 開催に変更した結果，逆に多くの事前申込をいただき，ほぼ

例年通りの参加人数となりました。オンデマンド形式の Web 開催の場合，自宅等においても

繰り返し視聴できることから，延べ人数では多くの会員の方々の参加・閲覧が期待できます。

学会内容を充実させ本学会を成功に導くためには，貴社からのご支援がぜひとも必要です。今

回はかつて経験のない事態であることをご理解いただき，Web 開催へのご支援とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

末筆ではございますが，貴社の益々のご発展とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。 

第 48回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

会長 北畑 洋 

徳島大学病院 副病院長 

徳島大学大学院医歯薬学研究部 

 歯科麻酔科学分野 教授 



第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会

＜開催概要＞ 

会議の名称 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

（ホームページ http://www.procomu.jp/jdsa2020/）

１．会期 

オンデマンド配信期間：2020年 10月 10日（土）～11月 10日（火）

２．会議開催場所 

第 48回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 WEBサイト上オンライン開催 

３.会議計画の概要

（１） メインテーマ：明日につなぐ歯科麻酔科学 —フロンティアを目指して—

（２）会議の構成 

１）シンポジウム

２）特別講演

３）教育講演
４）久保田康耶記念講演

５）宿題報告

６）教育講座

７）公開市民講座

８）共催セミナー

９）一般演題など

（３）参加者（予定） 

1,000名



４．組織構成等 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

会長 北畑 洋（徳島大学大学院医歯薬学研究部  歯科麻酔科学分野 教授） 

学会事務局 

徳島大学大学院医歯薬学研究部 歯科麻酔科学分野 

〒770-8504 徳島県徳島市蔵本町 3-18-15  

電話番号：088-633-7367 FAX：088-633-7368 

学会運営担当 

  （株）プロコムインターナショナル 

連絡先 〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9階 

電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820  

電子メール：jdsa48@procomu.jp 

注）本学会では、貴社が本学 会へ 支払う寄付金、共催費等および貴社が別途支払う開催に

関連する費用等について、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・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。



  

 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

＜寄付金募集要項＞ 

 
（１）募金団体 

       第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

  

（２）募金の名称 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会寄付金 

 

（３）募金の目標額 

       1,000,000 円 

 

（４）募金の期間 

       2019年 4月 1日～2020年 11月 30日（予定） 

 

（５）寄付金の使途 

       第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会準備、並びに運営に関する費用に充

当します。 

 

（６）寄付金申込書送付先 

       下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jdsa2020sponsor/ 

 

（７）寄付金振込方法 

       <振込先> 

    銀行名：ゆうちょ銀行  口座店：六二八支店 店番：628 

口座名：第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

代表者名：会長 北畑 洋 

口座番号：普通 1786880 

   

（８）税法上の扱い 

       免税措置は、特にありません。 

 

（９）寄付金募集の責任者 

     氏 名： 北畑 洋（徳島大学大学院医歯薬学研究部  歯科麻酔科学分野 教授） 

      （住所）〒770-8504 徳島県徳島市蔵本町 3-18-15 

（電話）088-633-7367 

 

（10）寄付金募集の連絡先 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会担当宛 

株式会社 プロコムインターナショナル内      

          所在地： 東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9階 

          電話：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 E-mail : jdsa48@procomu.jp 

  



  

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

＜共催セミナー募集要項＞ 

 

会 議 開 催 概 要 
 

１ 会議の名称：第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

（ホームページ：http://www.procomu.jp/jdsa2020/） 

 

２ 会議開催時期：2020年 10月 10日（土）～11月 10日（火） 

 

３ 会議開催場所： 

オンデマンド配信期間：2020年 10月 10日（土）～11月 10日（火） 

 

４ 会長：北畑 洋（徳島大学大学院医歯薬学研究部  歯科麻酔科学分野 教授） 

 

５ 参加者数：1,000名（予定） 

 

共催セミナー運営要項 
 

１ セミナー開催にあたって 

 

（１） 開催形式 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会と貴社との共催 

チラシ等への記載方法 

 共催：第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

    ○○○○株式会社 

（注）複数社にてご共催の場合は、 

 共催：第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

○○○○株式会社/□□□□株式会社 

 

（２） プログラム編成 

演者、座長、テーマ等につきましては、事前にご相談ください。 

最終決定に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

（３） 演者および座長への依頼状 

演者、座長の方には、御社よりご依頼の上、正式な承諾書を入手いただき、大会事

務局宛お知らせください。演者の方より履歴書を大会１ヶ月前に入手お願いいたし

ます。また、学会抄録集へ演者の方の抄録の掲載をいたします。恐れ入りますが抄

録データを 2020年 6月 26日までに運営事務局あてご送付いただきますようお願い

いたします。 

 

（４） 共催関係費用負担について 

＜共催費用に含まれるもの＞ 

・ WEB配信関係費 

 

 

 



  

＜共催費用に含まれないもの＞ 

上記には事前収録費用は含まれておりません。上記以外の経費は別途共催会社様 

にてご負担をお願いいたします。 

（例）講師等飲食費、講師旅費・謝金・宿泊費、看板装飾、運営人件費、印刷物

制作費等、その他 

 

共催セミナーの共催費用については、下記の一覧表をご参照ください。 

 

（５） 配信方法および配信日程 

1) 配信方法 

オンデマンド配信：事前収録の講演動画を、パスワード付き専用視聴ページに

てストリーミング配信システムを使用し配信いたします。事前参加登録者のみ

に発行されるパスワードで、専用視聴ページにアクセスできます。 

 

※配信用講演データは貴社でご用意していただくか、別途有料にて事前収録も

可能です。事前収録をご希望の場合は運営事務局へお問合わせください。 

 

2) 配信日程 

  2020年 10月 10日（金）～11月 10日（火） 

 

（６）申込方法 

      下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jdsa2020sponsor/ 

 

（７）申込締切 

     2020年 4月 30日   

 

（８）共催費用のご入金 

共催費用のご入金は下記指定口座に大会前日までにお振り込みをお願いします。 

     大会前日前までにお振込みが難しい場合は別途ご連絡をお願いいたします。 
     （注）共催セミナー手配関係のご案内（アンケート）は大会 2 カ月前頃に送付予定です。 

 

    <振込先> 

  銀行名：ゆうちょ銀行  口座店：六二八支店 店番：628 

口座名：第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会  

代表者名：会長 北畑 洋 

口座番号：普通 1786880 

 

 

 

注）共催費用のご請求書が必要な場合は運営担当までご連絡ください。 

  

 

 

 

  



  

（９）共催費一覧  

  

セッション名 人数 共催費（消費税込み） 

共催セミナー1 約 300名 500,000円 

共催セミナー2 約 300名 500,000円 

共催セミナー3 約 300名 500,000円 

共催セミナー4 約 300名 500,000円 

共催セミナー5 約 300名 500,000円 

共催セミナー6 約 300名 500,000円 

共催セミナー7 約 300名 500,000円 

 

（１０）無料セットオプションについて 

   1)講演動画冒頭に 60秒までの CM動画を挿入いただけます。 

    （CM動画は企業様で制作いただき、講演動画に挿入済みのデータにてご提出ください。） 

2)オンライン学会ページバナー広告 

    第 48 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会オンライン学会の WEB ページ（次ページ）

の別紙赤枠スペースにバナー広告を掲載いたします。 

    バナーデータは貴社よりご提出いただきます。 

   ■バナーサイズ：縦 80px×380px 

   ■データ形式：JPEG もしくは PNG形式 

   ■データ送付先：運営学会事務局メールアドレス：jdsa48@procomu.jp 

   ■入稿データ締切り：9月 15日（火） 

   3）ご希望の共催企業様には無料でオンライン展示会へのご出展が可能です。 

    （詳細はオンライン展示会募集要項をご参照ください。ご希望の場合は運営事務局ま

でご連絡をお願いいたします。） 

 

（１１）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、料飲費等）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・サインは控えさせていただきますので、予めご了承くださ

い。 

 

（１２）取消について 

   共催セミナー申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

したがって、共催料金の返却もいたしかねますのでご了承ください。 

 

（１３）共催セミナーに関するお問い合わせ 

   第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会運営担当 

（株式会社プロコムインターナショナル内） 

   〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階  

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820   電子メール：jdsa48@procomu.jp 

  



  

【別紙】 

 

 
  



  

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

＜オンライン展示会募集要項＞ 
 

（１）学会名：第 48 回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

 

（２）会期： 2020年 10月 10日（土）～11月 10日（火） 

 

（３）会長：会長  北畑 洋（徳島大学大学院医歯薬学研究部  歯科麻酔科学分野 教授） 

 

（４）学会会場：オンライン開催 

 

（５）展示会場：オンライン展示会 

   （第48回日本歯科麻酔学会総会・学術集会オンライン学会ホームページ内） 

 

（６）出展料金（消費税込み） 

1)医薬品・機器： 150,000円/１小間 

   （オンライン展示会指定ページにて、ご提出いただいた動画・画像・PDFなどの PRデー

タの掲載） 

注）上記金額はオンラインページへの掲載のみの料金になります。掲載コンテンツは

各企業様にてご準備いただき、期日までにご提出ください。各掲載データの作成・編

集をご希望の場合は別途有料となります。ご希望の場合は運営事務局にお問い合わせ

ください。 

 

（７）募集小間数： 8小間（予定）  

 

（８）掲載内容：出展対象に記載された範囲のもの、および当方の認めたもの。 

 

（９）出展者へのご案内：出展者説明会は行いません。開催 2カ月程前に詳細

を別途連絡予定でございます。  

 

（１０）本学会への参加資格について  

   出展者の皆様に対しては本大会の講演会場および関連プログラムへの参

加資格はありません。参加を希望される場合は別途参加申込を行って下

さい。展示会場への出展者の入場制限はありません。  

  



  

（１１）オンライン展示会場形式  

1)第 48回日本歯科麻酔学会総会・学術集会オンライン学会ホームページ

上のオンライン展示入口より  

 

 
  

展示会入口 



  

2)オンライン展示会トップページ  

   各企業・団体様の PRページの企業バナーと概要が並びます。企業バ

ナー・概要は指定のデータ形式とサイズでご提出ください。（デー

タ形式やサイズは「 10．掲載可能データ一覧」をご参照くださ

い。）  

※企業バナー配置の最終決定は会長に一任とさせていただきます。  

 

 

 

3)個別 PRページ  

   各社ごとの専用 PRページにご提出いただいたデータを次ページの図

のように掲載いたします。  

   ※掲載する動画作成編集・画像編集をご要望の場合は別途有料にて

承ります。  

ご希望の場合は運営事務局へお問い合わせください。  

  ■ PR 動画  

   2 つまで掲載可能です。 2 つの場合は横並びに 2 面配置する予定で

す。企業 PR コメント①は、企業の紹介のほか、展示内容の概要など

をご記載ください。  

  ■ PR コメント /画像  

   PR コメントと画像は各 3 つまで掲載可能です。コメント文の掲載方

法は自由です。  

  ■カタログ  

   全ページ PDFデータと表紙のみの画像データをご提出いただきます。 

  ■掲載レイアウト  

   基本的に次ページの配置になります。個別デザインなどの修正はで

きかねますのでご了承ください。  

   

PR導入 

企業バナー 

PR概要 



  

 
  



  

（１２）掲載可能データ一覧  

下記一覧の中で掲載をご希望されるデータをご提出ください。  

 

※各データは会長の承諾を得た内容のみ掲載可能となります。  

※各データの作成・編集をご希望される場合は別途有料にて承りますので運営

事務局までお問い合わせください。  

 

掲載可能データ  
掲載  

可能数  
データ形式  

データサイズ  

文字数など  

PR導入企業バナー  1 
JPEGもしくは PNG形式  

(アニメーション付 GIF可 ) 

縦： 175px 

横： 360px   

導入バナー下 PR概要  1 Wordファイル形式  60～ 70文字以内  

企業 PRコメント①  1 Wordファイル形式  350文字以内  

PR動画①②  2 MP4データ形式  

動画 1本につき  

容量 2GBまで  

(10分程度まで ) 

PRコメント②③④  3 Wordファイル形式  300字程度  

PR画像①②③  3 JPEG形式  
縦： 250px 

横： 400px 

カタログデータ  3 PDF形式  容量 10MB程度  

カタログの表紙画像  3 JPEG, PNG形式  
縦： 350px、  

横： 300px 

お問合せ先情報  1 Wordファイル形式  

【必須】  

企業名・部署名  

【任意】  

連絡先 TEL 

メールアドレス  

ご担当者氏名  

(姓のみも可 ) 

 

（１３）オンライン展示会日程（予定）  

   ◇開設期間  2020年 10月 10日 (金 )～ 11月 10日 (火 )(予定 ) 

注）上記日程は急遽変更になる場合がございます。この変更に伴う出

展申込の取消、生じる損害補償はできません。  

 

（１４）申込方法＆締切り  

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jdsa2020sponsor/ 

 

締切日：2020年 7月 31日までにお申込ください。 

 

（１５）展示 PRデータ入稿方法＆締切り 

1)各種入稿データを 1つの zipファイルにまとめてください。 

2)zipファイル名は必ず【正式企業名称（団体名）】にしてください。 

3)下記 URLより【ファイルを選択】もしくは【パソコンから選択】をクリックしてア

ップロードしてください。 

https://www.dropbox.com/request/7a16T9LaNwcmE8VEz1ha 
※専用 boxのため、運営事務局以外は閲覧やダウンロードはできません。 

 

入稿締切日：2020年 9月 15日(火)までにご入稿ください。 

http://www.procom-i.jp/jdsa2020sponsor/
https://www.dropbox.com/request/7a16T9LaNwcmE8VEz1ha


  

 

（１６）取消 

出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、出展料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。 

 

（１７）オンライン展示お問い合わせ先・申込書送付先 

〒135-0063   東京都江東区有明 3-6-11 

TFTビル東館９階   

株式会社 プロコムインターナショナル 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会運営担当宛 

電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820 

電子メール：jdsa48@procomu.jp 

  

（１８）出展料振込先 

   銀行名：ゆうちょ銀行  口座店：六二八支店 店番：628 

口座名：第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会  

代表者名：会長 北畑 洋 

口座番号：普通 1786880 

 

注）出展料は上記指定口座へ大会前までにお振込み下さい。お振込みが間に合わない場

合は事前にご連絡下さい。また、請求書が必要な場合は運営担当宛ご連絡下さい。 

 

  

mailto:jdsa48@procomu.jp


  

 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

＜当日プログラム集広告募集要項＞ 
 

※学術集会がオンライン開催となりましたため、当日プログラム集は発行しないこととなり

ました。つきましてはオンライン学会ページでのバナー広告に代えさせていただきたく、何

卒ご理解のほど、お願い申し上げます。 

 

１. 広告掲載媒体：オンライン学会ホームページ 

２. 参加者数：1000名 

３．媒体製作費：1,000,000円 

４．広告料総額：495,000 円 

５．募集数計：12口 

６．広告掲載料金 

No. 仕様 料金（消費税込み） 

1 
オンライン学会ホームページ広告バナーＡ 

（サイズ：縦 70px×横 250px）募集口数（3口） 
66,000 円  

2 
オンライン学会ホームページ広告バナーＢ 

（サイズ：縦 40p×横 250px）募集口数（9口） 
33,000円  

７．第 48回日本歯科麻酔学会総会・学術集会オンライン学会ホームページ（次ページ【別紙

２】の赤枠部分）にバナー広告を掲載させていただきます。また、掲載場所に関しては

主催者に一任とさせていただきます。 

８. 広告申込締切り:2020 年 7月 31日 

９. 広告申込方法 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jdsa2020sponsor/ 

10. バナーデータ送付締切りおよび送付先 

（ア）バナーデータ送付締切り：2020年 7月 31日 

（イ）バナーデータ送付先：学術集会事務局に送付ください。 

11. 広告料振込先（広告料は原則、下記口座へ大会開催前にお振込みください） 

  銀行名：ゆうちょ銀行  口座店：六二八支店 店番：628 

口座名：第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会  

代表者名：会長 北畑 洋 

口座番号：普通 1786880 

12．取消について 

  広告お申し込後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。したがっ

て、広告料金の返却もいたしかねますのでご了承ください。 

  



  

【別紙２】 

 

 
 

  

広告バナーＡ 

広告バナーＢ 



  

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

＜ホームページ広告募集要項＞ 
 

１. バナー掲載場所： 

 第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会ホームページ トップページ内 

 http://www.procomu.jp/jdsa2020/ 

 

2 .掲載期間 ：2019年 10月（ホームページ公開予定）～2020年 11月 30日 

 注） ホームページ公開後は、原稿が到着次第、随時掲載いたします。 

 

 

3． 掲載料：150,000円（消費税込） 

 

4. 募集数：2口 

 

5. 申込方法： 

 別下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 http://www.procom-i.jp/jdsa2020sponsor/ 

 お申し込み後に、掲載用のバナーデータ、およびリンク先の URLをメールにて 

 お送りください。 

 

6. 広告申込・データ締切: 2020年 7月 31日 

 バナーの位置等に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

7. データ提出方法： 

 1)抄録集掲載広告の場合： 

 完全版下（可能な限り電子データ）を下記運営事務局 e-mail（jdsa48@procomu.jp）宛に 

送付ください。 

 

  2)バナー広告の場合： 

 原稿サイズ：横：204pix 縦：50pix 

 画像形式：jpeg、gif、pngのいずれかで下記運営事務局 e-mail（jdsa48@procomu.jp）宛

に 送付ください。 

 ※バナー原稿データはご提供ください。原稿の作成・修正は別途料金を申し受けます。 

  



  

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

＜各種申込方法＞ 

 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jdsa2020sponsor/ 
 

 

注）後日、別枠の協賛（例：最初に展示を申し込まれて、後日、広告掲載を申し込まれ

たい）をお申込みされる場合は、同様に上記サイトよりお申し込みください。 

 

 

 

（連絡先） 

第 48回 日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

（株式会社プロコムインターナショナル内） 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6 番地 11 TFTビル東館 9 階  

TEL：03-5520-8821／FAX：03-5520-8820   jdsa48@procomu.jp 


