
第 49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会

オンライン開催趣意書および協賛依頼

会期：2021 年 10 月 9 日（土）～11月7 日（日） 

会場：オンライン（ライブ・オンデマンド配信）開催 

会長：藤澤 俊明（北海道大学大学院歯学研究院 教授） 



  

ご挨拶 
 
拝啓  

皆様方におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 2021 年 10 月 9 日（土）、10 日（日）の２日間にわたり、オンライン開催として第 49 回

日本歯科麻酔学会総会・学術集会を主幹させていただくことになりました、北海道大学大

学院歯学研究院 藤澤俊明と申します。本学会及び学術集会の沿革、第 49 回大会のテー

マ・主な講演者紹介をさせていただき、本大会が有意義な大会として成功裡に終わるよう、

貴社のご協力を賜りたく、本趣意書を書いている次第です。 
 
 日本歯科麻酔学会は、歯科麻酔学に関わる研究、診療、教育の進歩及び発展をはかり、

歯科医療における安全性の向上、地域社会の福祉に貢献し、これらに携わる会員及び社員

の育成と向上をはかることを目的として 1973 年に設立され、来年 50 周年を迎える日本歯

科医学会の分科会です。 
 歯科医学において、歯科麻酔学は比較的新しい分野の学問ではありますが、私たちが専

門領域の大きな柱としている全身麻酔に関して、その歴史を紐解くと、歯科と全身麻酔と

はとても深いつながりがあります。外科手術は痛みを伴いますが、この痛みを無くすため

に、19 世紀の中ほどに米国の歯科医師であった Horace Wells 氏が笑気による麻酔を、同

じく歯科医師の Thomas William Morton 氏がエーテルによる麻酔を始めました。つまり

近代の麻酔の幕開けは、２人の歯科医師によりなされたのです。 
 1973 年の設立時から、歯科治療・口腔外科手術を必要とするすべての歯科患者が、安

全、安心、確実に歯科医療の恩恵を受けられるよう、全身麻酔・精神鎮静法などの管理技

法の発展を目指し、毎年、歯科麻酔学会学術大会が開催され、私たちは勉強してまいりま

した。その半世紀にわたる歴史を紡ぐべく、第 49 回日本歯科麻酔学会学術大会を主幹さ

せていただくことに身が引き締まる思いです。 
 個々の英知を集約して、日本歯科麻酔学会全体としてエビデンスと匠の技を兼備するこ

とが大切と思い、本学術大会のテーマを「歯科麻酔臨床の両輪 —エビデンスと匠の技— 」

とさせていただきました。論理構成の匠からは「誰も教えてくれなかった論文執筆のコツ 

〜構成美の視点から〜」を、生物統計学の専門家からは「ランダム化比較試験再考：質の

高い観察研究のための基盤作り」を、法律の専門家からは「診療ガイドラインの意義と裁

判実務での位置付け」を、そして、構造改革の匠からは「麻酔科の構造改革 -モノからコ

トへ-」」と題した講演をお願いしております。  
  
 上記趣旨をご理解いただき、第 49 回大会の開催にご協力いただけますことを切に望む

次第です。ご高配よろしくお願いいたします。 
 

敬具 

 
 

 

 第 49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

 会長 藤澤 俊明 

 （北海道大学大学院歯学研究院 口腔病態学分野 歯科麻酔学教室） 

  



  

 

第 49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 49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

（ホームページ https://www.procomu.jp/jdsa2021/） 

 

１．会期 

 ライブ配信期間：2021年 10月 9日（土）～10日（日） 

 オンデマンド配信期間：2021 年 10月 2日（土）～11月 7日（日） 
 

２．会議開催場所 

第 49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（ライブ配信）開催 

 

３.会議計画の概要 

 

（１） メインテーマ：「歯科麻酔臨床における両輪 ーエビデンスと匠の技ー」  

 

（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 
８）ランチョンセミナー 

10）一般演題など 
 

（３）参加者（予定） 

   1,000名



４．組織構成等 

第 49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

会長 藤澤 俊明（北海道大学大学院歯学研究院 教授） 

   

学会事務局 

北海道大学大学院歯学研究院 歯科麻酔学教室   

〒060-8586 北海道札幌市北区北１３条西７丁目  

（電話）011-706-4336     

 

学会運営担当 

  （株）プロコムインターナショナル 

 連絡先 〒060-0042 札幌市中央区大通西 11丁目 4番地 大通藤井ビル 5階 503 

 電話：011-272-5234 ファックス：011-272-5235  

電子メール：jdsa49@procom-i.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 49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 49 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

  

（２）募金の名称 

第 49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 

       3,000,000円 

 

（４）募金の期間 

       2020 年 10 月 1日～2021年 11月 30日（予定） 

 

（５）寄付金の使途 

       第 49 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。 

https://www.procom-i.jp/jdsa2021sponsor/ 

 

（７）寄付金振込方法 

     <振込先> 

銀行名：北海道銀行 

支店名：札幌駅北口支店 

預金種目：普通 

口座番号：1158778 

口座名義：北大歯科麻酔学教室 代表 藤澤 俊明 

口座名義（フリガナ）：ホクダイシカマスイガクキョウシツ 
   

（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： 藤澤 俊明（北海道大学大学院歯学研究院 教授） 

      （住所）〒060-8586 北海道札幌市北区北１３条西７丁目 

（電話）011-706-4397 

 

（10）寄付金募集の連絡先 

第 49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 札幌支社      

     所在地： 札幌市中央区大通西 11丁目 4番地  TFTビル東館 9階 

     電話：011-272-5234 FAX：011-272-5235  E-mail : jdsa49@procom-i.jp 

  



  

  

 

第 49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＞ 
 

■学会名：第 49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 

 

■会期：ライブ配信： 2021年 10月 9日（土）～10日（日） 

     オンデマンド配信：2021 年 10月 2日（土）～11月 7日（日） 

 

■会長：会長  藤澤 俊明（北海道大学大学院歯学研究院 教授） 

 

■学会会場：オンライン開催（ライブ配信） 

 

■展示会場：オンライン展示会（第49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会ホームページ内） 

 

■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。 

 

■募集小間数： 20小間（予定）  

 

■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。  

 

■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ページ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くださ

い。展示会場への出展者のアクセス制限はありません。  

  



  

■オンライン展示会場形式  

１）第 49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  

 

 
 

 

 

 

 



  

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出来か

ねますのでご了承ください。  

 

 

PR 導入 

企業バナー 

PR 概要 



  

 

 

 



  

■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 ) 

 

■オンライン展示会日程（予定）   

◇開設期間  2021年 10月 2日（土）～ 11月 7日（日）（予定）  

注）上記日程は急遽変更になる場合がございます。この変更に伴う出店申込の

取消、生じる損害補償はできません。  

 

■第49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会運営担当   

 （株） プロコムインターナショナル 

 連絡先 〒060-0042 札幌市中央区大通西 11丁目 4番地 大通藤井ビル 5階 503 

 電話     011-272-5234 

    ファックス  011-272-5235 

    電子メール  jdsa49@procom-i.jp 

 

■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。 

https://www.procom-i.jp/jdsa2021sponsor/ 

 

締切日：2021年 7月 31日までにお申込ください。 

 

 



  

■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：2021年 9月 15日(水)までにご入稿ください。 

 

■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。 

 

■オンライン展示お問い合わせ先・申込書送付先 

〒060-0042   札幌市中央区大通西 11丁目 4番地  

大通藤井ビル 5階 503   

株式会社 プロコムインターナショナル 札幌支社 

第 49回日本歯科麻酔学会総会・学術集会運営担当宛 

電話：011-272-5234 ファックス：011-272-5235 

電子メール：jdsa49@procom-i.jp  

 

■出展料振込先 

 

銀行名：北海道銀行 

支店名：札幌駅北口支店 

預金種目：普通 

口座番号：1158778 

口座名義：北大歯科麻酔学教室 代表 藤澤 俊明 

口座名義（フリガナ）：ホクダイシカマスイガクキョウシツ 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/request/7a16T9LaNwcmE8VEz1ha
mailto:jdsa49@procom-i.jp


  

第 49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＞ 
 

1. 広告掲載媒体：第 49 回日本歯科麻酔学会総会・学術集会 当日プログラム集 
 

2. 配布対象：学会員、参加者および関係者 

3.  配布部数（版型）：約 1,800 部（A5 判）予定 

4. 媒体制作費：918,000 円 

5. 広告料総額：726,000 円 

6 募集数計：23 口 

7 広告掲載料金 

No. 仕様 料金（消費税込み） 

1 
広告 当日プログラム集１ページサイズ 148mm×210mm(カラー) 

（掲載頁は表２） 募集口数（1 口） 
66,000 円  

2 
広告 当日プログラム集１ページサイズ 148mm×210mm(カラー） 

（掲載頁は表３） 募集口数（1 口） 
44,000 円  

3 
広告 当日プログラム集１ページサイズ 148mm×210mm(カラー) 

（掲載頁は表４） 募集口数（1 口） 
66,000 円  

4 
広告 当日プログラム集 1 ページサイズ 148mm×210mm(モノクロ） 

（掲載後付）   募集口数（10 口） 
33,000 円  

5 
広告 当日プログラム集 2/1 ページサイズ 148mm×210mm(モノクロ) 

（掲載後付）   募集口数（10 口） 
22,000 円 

 

 

注）掲載頁の表２、表３、表４に関してはお申込多数の場合お申込の先着順とさせていただきますのでご了承ください。 

また、後付の場合は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:2021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。 

https://www.procom-i.jp/jdsa2021sponsor/ 

 

10. 版下送付締切りおよび送付先 

（ア）版下送付締切り：2021年 7月 31日 

（イ）版下送付先：学術集会事務局に送付ください。 

  注）版下は完全版下（可能な限り電子データまたは紙焼き）で送付ください。 

11. 広告料振込先 

銀行名：北海道銀行 

支店名：札幌駅北口支店 

預金種目：普通 

口座番号：1158778 

口座名義：北大歯科麻酔学教室 代表 藤澤 俊明 

口座名義（フリガナ）：ホクダイシカマスイガクキョウシツ 
注）広告料は原則、上記指定口座へ大会前にお振込み下さい。 

 



  

【別紙 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

第 49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 49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 

 https://www.procomu.jp/jdsa2021/ 

 

2 .掲載期間 ：2020 年 10 月（ホームページ公開予定）～2021年 10月 31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：50,000 円（消費税込） 

 

4. 募集数：6口 

 

5. 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。 

 https://www.procom-i.jp/jdsa2021sponsor/ 

 

 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: 2021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（jdsa49@procom-i.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（jdsa49@procom-i.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 49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。 

https://www.procom-i.jp/jdsa2021sponsor/ 
 

 

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 49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 札幌支社） 

〒060-0042 札幌市中央区大通西 11 丁目 4 番地 大通藤井ビル 5 階 503  

TEL：011-272-5234／FAX：011-272-5235    

MAIL：jdsa49@procom-i.jp 




