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ご挨拶 

 

 

 このたび、第 23回日本医療情報学会春季学術大会を 2019年 6月 6日（木）から 8日（土）に、熊本市の市民

会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）において開催することになりました。これまでの大会同様に、医

療情報学会、学会員ならびに多くの皆さま方のご支援のもとに充実した学術大会にしたいと思っております。よ

ろしくお願い申し上げます。 

 今回の学術大会のテーマは、「IoT、AIの活用で健康/疾病状況の把握と医療現場の支援を」としました。 

 近年の情報通信技術の進歩は大量のデ一タ収集と解析を可能とし、医療機関での診断・治療の場面以外に

も健康や疾病の情報を得ることを容易としています。疾病の多くは突然に起こるものではなく、多くのものは様々

な要因が長期間にわたって影響し、発症に至ることがわかっています。ただ、どの時点の影響や要因が長期間

経った後の疾病に至るについては、まだまだ不明な点が多くあります。通信環境の整備、携帯情報端末の進化、

IoT デバイス等を活用した生体情報取得技術の進展により、これまで以上に精致な情報を個々の患者予備群の

方々や患者さん方から長期に渡り収集することが可能となっています。これらのデータは大量、複雑で多岐に渡

るため、従来の手法に加え AI 等を活用した新たな取組が求められています。大量情報の解析から新たに得ら

れる情報は疾病の予防、治療成績向上に役立つばかりでなく、医療現場での診療支援、医療安全、医療の質

向上に繋がるものと考えております。このように IoT、AI の活用は医療における情報の量を増すとともに、質や安

全性の向上にも大変有用となることが予想されます。本学術大会ではこれまでの医療情報学会での取り組みを

踏まえて、更なる成果を上げることができる議論が出来ればと思っています。多くの皆さま方の参加を希望して

います。 

 熊本は多くの郷土料理に恵まれ、日本酒、焼酎の銘柄も多くあり、阿蘇、菊池を始めとした景勝地も豊富で、

歴史を感ずることができる観光地が多数あります。どうか皆様、是非熊本にお出でいただき、食、観光、文化に

触れて、健康増進のための IT技術の活用に思いを馳せてただければと思います。 

 

謹白 

平成 30(2018)年 6月吉日 

第 23回日本医療情報学会春季学術大会会長 

宇宿 功市郎 (熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部 教授) 

 

  



大 会 概 要 

【名称】 第 23回日本医療情報学会春季学術大会 

 

【主催機関】 一般社団法人日本医療情報学会 

 

【大会長】 宇宿 功市郎 (熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部 教授) 

 

【会 期】 2019年 6月 6日（木）～8日（土）＜3日間＞ 

       ※6日（木）：チュートリアル開催 

 

【会 場】 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館） 

 

【予定参加者】 約 1100名 

 

【テーマ】 IoT 、AIの活用で健康/疾病状況の把握と医療現場の支援を 

 

【プログラム】 

・企画セッション ・チュートリアル ・企業展示 

・一般口演、ポスター ・共催セミナー（ランチョンセミナー・スイーツセミナー） 

 

 

【事務局】 

熊本大学医学部附属病院 医療情報経営企画部 

〒860-8556 熊本市中央区本荘 1-1-1 

TEL/FAX：096-373-5738 

 

【運営事務局】 

学会サポートセンター熊本(株式会社コンベンションサポート九州） 

〒862-0976 熊本市中央区九品寺 1丁目 5-3 熊本第 2ビル 101 

TEL：096-373-9188 FAX：096-373-9191 

E-mail：jami2019@higo.ne.jp 

 

 

 

 

  



■収入 ■支出

単価 数量 単位 金額 金額

¥7,840,000 ¥3,673,000

1 事前参加費(会員） ¥5,000 400 名 ¥2,000,000 1 運営準備費用 ¥609,880

2 事前参加費(非会員） ¥6,500 300 名 ¥1,950,000 2 演題処理関連費 ¥1,166,400

3 事前参加費(学生） ¥3,000 20 名 ¥60,000 3 プログラム集関連費 ¥1,002,720

3 当日参加費(会員) ¥6,000 180 名 ¥1,080,000 4 ホームページ関連費 ¥658,800

4 当日参加費(非会員) ¥8,000 180 名 ¥1,440,000 5 制作物関連費 ¥235,200

5 当日参加費(学生) ¥3,000 20 名 ¥60,000 ¥10,857,432

6 懇親会参加費(事前) ¥6,000 150 名 ¥900,000 1 会場費 ¥1,200,000

7 懇親会参加費(当日) ¥7,000 50 名 ¥350,000 2 機材関係費 ¥3,150,900

¥5,076,000 3 機器展示設営費 ¥604,800

1 企業展示ブース ¥162,000 24 小間 ¥3,888,000 4 会場設営 ¥977,400

2 カタログ展示 ¥54,000 2 社 ¥108,000 5 運営人件費 ¥1,796,100

3 展示ルーム ¥540,000 2 社 ¥1,080,000 6 運営諸経費 ¥1,078,232

¥2,052,000 7 招聘費 ¥800,000

1 共催セミナー(ランチョンセミナー大) ¥540,000 1 社 ¥540,000 8 懇親会関連費 ¥1,250,000

  2 共催セミナー（ランチョンセミナー中) ¥432,000 2 社 ¥864,000 ¥1,837,525

3 共催セミナー(ランチョンセミナー小) ¥324,000 1 社 ¥324,000 ¥1,028,043

4 共催セミナー(スイーツセミナー小) ¥324,000 1 社 ¥324,000 ¥17,396,000

¥972,000

1 プログラム集広告掲載費（表4） ¥162,000 1 社 ¥162,000

2 プログラム集広告掲載費（表2.3） ¥108,000 2 社 ¥216,000

3 プログラム集広告掲載費（後付1頁） ¥54,000 5 社 ¥270,000

4 プログラム集広告掲載費（1/2頁） ¥32,400 10 社 ¥324,000

¥756,000

1 参加登録証広告 ¥108,000 3 社 ¥324,000

2 会場案内・誘導看板広告 ¥108,000 2 社 ¥216,000

3 バナー広告 ¥108,000 2 社 ¥216,000

¥700,000

1 助成金（熊本市国際コンベンション協会） ¥200,000 1 式 ¥200,000

2 寄附金 ¥500,000 1 式 ¥500,000

¥17,396,000

Ⅳ 運営委託業者業務管理費

第23回日本医療情報学会春季学術大会　収支案

合計

Ⅰ 事前準備関係費

Ⅱ 当日運営関係費

Ⅲ 予備費

項目

合計

Ⅵ 寄附金・助成金・その他

項目

Ⅱ企業展示

Ⅰ参加費収入

Ⅲ共催セミナー

Ⅳプログラム集広告

Ⅴその他広告



寄付金依頼実施要項 

 

【収支予算】別紙資料 

【寄付金募集要項】 

1.寄付の名称 第 23回日本医療情報学会春季学術大会 

       寄付金代表依頼者：宇宿 功市郎 (熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部 教授) 

2. 寄付目標額  50万円 

3. 寄付依頼先 製薬関連企業、医療機器関連企業、医療用食品関連企業、その他企業等 

4. 寄付金の使途 第 23回日本医療情報学会春季学術大会の為の費用に充当 

5. 募集期間（申込書提出期限） 2018年 6月 25日（月）～2019年 6月 5日（水） 

6. お振込み先  

銀 行 名：肥後銀行 

支 店 名：南熊本支店 

口座種別： 普通 

口座番号： １７３１３５８ 

口 座 名： 第 23回日本医療情報学会春季学術大会 大会長 宇宿 功市郎 

フリガナ： ダイ２３カイニホンイリョウジョウホウガッカイ 

 

 

【お問い合わせ先】 

【運営事務局】 

学会サポートセンター熊本(株式会社コンベンションサポート九州） 

〒862-0976 熊本市中央区九品寺 1丁目 5-3 熊本第 2ビル 101 

TEL：096-373-9188 FAX：096-373-9191 

E-mail：jami2019@higo.ne.jp 

  



企業展示/カタログ展示 募集要項 

 

展示には一般的な小間仕様による出展方法と、説明要員を配置することなく会社案内・製品カタロ 

グを設置するカタログ展示の 2種類があります。 

 

【展示開催日程】 2019年 6月 6日（木）～8日（土） 

※大会プログラムにより若干時間を変更する場合があります。 

準備・搬入・設営（予定）：2019年 6月 5日（水）18：00～20：00 

搬出・撤去（予定）：2019年 6月 8日（土） 16：00～18：00 

 

【展示会場】 熊本市民会館 １F展示ホール、２Fホワイエ 

  ※展示会場の配置は、展示カテゴリー等を勘案して大会事務局で決定します。 

 

【小間仕様】 

   1小間のサイズ：高さ 210㎝×幅 180㎝×奥行き 90㎝ 

 

＜基礎小間仕様＞ 

■バックパネル（後壁のみ） 

■社名版（縦 20ｃｍ×横 90～120ｃｍ） 

［白スチレンボードに黒シート文字・ゴシック体］ 

※株式会社・有限会社は（株）(有)にて表記 

※複数小間で出展の場合も１社につき１枚です。 

※ロゴ指定の場合は、別途費用が発生いたします。 

■展示台（幅 180ｃｍ×奥行 90ｃｍ×高さ 70ｃｍ） 

■電気容量 500W（2口コンセント） 

■パイプ椅子 2脚 

 

 

※展示中の出展物その他の出展企業の財産の保全管理は各出展企業におきまして責任をもって対応いた

だきますようお願い致します。 

※展示期間中の事故、損害におきましては主催者の責任に帰する事物以外は一切の責任を負いません。 

※展示位置の決定は大会長にご一任くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 



【電気工事及び料金】 

※1社あたり 500W まで無料（2口コンセント） 

※501W以上を利用する機器展示に付きましては別途実費をご請求いたします。 

※通電の異常、突発事故等による停電、電圧異常などによる実演機器の損傷、破損には責任を 

負いかねます。出展者においては事前の事故防止対策をおとりになりますよう御願い致します。 

 

【カタログ展示】 

A4 サイズで 3 段置けるカタログスタンドで,社名板を

付けます。 

※事前に会場までカタログを送付手配いただき、スタンドへ

の掲示・補充は大会側で行います 

※展示会場に隣接した場所に設置します 

  

【出展費用】 

 1）小間使用（募集数 24小間）： 1小間あたり 162,000円（税込） 

 2）カタログ展示（募集数 2社）： 1棚あたり  54,000円（税込） 

 

【申込方法】 「企業展示出展申込書」に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。 

【申込期限】 2019年 3月 29日（金） 2019年 5月 20日（月） 

【内容変更・取り消し】 

上記申し込み期限を過ぎて取り消す場合はキャンセル料（出展料の 100％）を申し付けいたします。 

予めご了承くださいますようお願いいたします。 

【お振込先について】 

申込み受領後、請求書を発行いたします。 

銀 行 名：肥後銀行 

支 店 名：南熊本支店 

口座種別： 普通 

口座番号： １７３１３５８ 

口 座 名： 第 23回日本医療情報学会春季学術大会 大会長 宇宿 功市郎 

フリガナ： ダイ２３カイニホンイリョウジョウホウガッカイ 

□ 

【お問い合わせ先】 

学会サポートセンター熊本(株式会社コンベンションサポート九州） 

〒862-0976 熊本市中央区九品寺 1丁目 5-3 熊本第 2ビル 101 

TEL：096-373-9188 FAX：096-373-9191 

E-mail：jami2019@higo.ne.jp  



プログラム集広告募集要項 

【広告掲載内容】 

 １）大会プログラム集 ※発行部数 1500部 

 【募集内容】 

  

 

 

 

 

 

 

 【掲載料合計】 18件 972,000円 

 【媒体作成費】 1,002,720円 

 【規 格】 A4 判・オフセット印刷 

 【発行予定日】 2019年 6月 

 【版下送付方法】 

 ※広告原稿は、版下もしくはデータ（イラストレーターデータ、JPG、PDF）を 

   郵送またはメール添付にてお送りください。 

 【版下送付先】 

  学会サポートセンター熊本(株式会社コンベンションサポート九州） 

  〒862-0976 熊本市中央区九品寺 1丁目 5-3 熊本第 2ビル 101 

  TEL：096-373-9188 FAX：096-373-9191 

  E-mail：jami2019@higo.ne.jp 

 ２）参加登録証 (募集数 3社) 

 社名等を参加登録証の下部に掲載いたします。 

        108,000 円（税込） 

 ３）会場案内・誘導看板 (募集数 2社) 

 受付・各会場入口・通路等に設置される案内・誘導看板に社名ロゴ等を掲載いたします。 

        108,000 円（税込） 

 ４）大会Webページへのバナー掲載 (募集数 2社) 

 大会Web ページに社名ロゴ等のバナー広告を掲載いたします。なお、同バナーから貴社 

 Web ページ等へのリンクを行います。 

        108,000 円（税込） 

  

掲載箇所 サイズ 掲載料 募集口 

表 4(カラー) 裏表紙 A4 １頁 162,000円（税込） 1社 

表 3（カラー）裏表紙裏面 A4 １頁 108,000円（税込） 1社 

表 2（カラー）表紙裏面 A4 １頁 108,000円（税込） 1社 

後付け 1頁（モノクロ） A4 １頁 54,000円（税込） 5社 

後付け半頁（モノクロ） A4 半頁 32,400円（税込） 10社 



【申込方法】  

 「抄録集広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。 

 後日請求書を発行いたします。 

【申込期限】（期限前でも予定のスペースが埋まり次第締め切らせていただきます） 

 大会プログラム集・参加登録証・会場案内・誘導看板：  2019年 3月 29日（金） 2019年 5月 20日（月） 

 大会Webページへのバナー掲載： 暫時 

【お振込先について】 

 申込み受領後、請求書を発行いたします。 

銀 行 名：肥後銀行 

支 店 名：南熊本支店 

口座種別： 普通 

口座番号： １７３１３５８ 

口 座 名： 第 23回日本医療情報学会春季学術大会 大会長 宇宿 功市郎 

フリガナ： ダイ２３カイニホンイリョウジョウホウガッカイ 

  

【お問い合わせ先】 

学会サポートセンター熊本(株式会社コンベンションサポート九州） 

〒862-0976 熊本市中央区九品寺 1丁目 5-3 熊本第 2ビル 101 

TEL：096-373-9188 FAX：096-373-9191 

E-mail：jami2019@higo.ne.jp 

  



共催セミナー募集要項 

【開催日時】 

 ランチョンセミナー  6月 7日（金） 12：00～13：00 （募集数 2セッション）会場②、③ 

    6月 8日（土） 12：00～13：00 （募集数 2セッション）会場①、② 

 スイーツセミナー  6月 7日（金） 14：30～15：30 （募集数 1セッション）会場②または③ 

    ※プログラムにより時間が変更になる場合がございます 

 ※複数企業との共同開催も可能です。また、会場備品（PC プロジェクター・レーザーポイン 

   ター）は下記の開催費用に含まれております 

 

【開催場所および共催費用】 

 会場 席数 弁当個数

（予定） 

共催費用（税込） 

① 第 1会場 大ホール（6/8のみ） 1500席 400個 540,000円 

② 第 2会場 大会議室（6/7,6/8） 250席 200個 432,000円 

③ 第 3会場 第 5・6会議室(6/7,6/8) 100席 80個 324,000円 

  以下の費用は上記共催費には含まれておりません、共催企業様のオプション申込みとなります。 

  本学会終了後に運営事務局より費用を請求させて頂きます。 

 ①共催費振込手数料 

 ②講師・座長への謝金、旅費（公正競争規約にしたがって） 

 ③控え室での飲食費 ④ポスター、チラシ作成費 ⑤垂れ幕等   

 ⑥参加者への飲食お弁当（ランチョン：@1,500円（税別）、スイーツ：＠1,000円（税別）） 

 ⑦運営要員（弁当配布、アナウンス等） 

 

【申込期限】 

  2019年 3月 29日（金） 2019年 4月 30 日（火） 

 

【申込方法】  

 本募集要項を確認の上「共催セミナー申込書」に必要事項をご記入の上、FAX でお申込みくださ

い。後日、請求書を発行いたします。 

銀 行 名：肥後銀行 

支 店 名：南熊本支店 

口座種別： 普通 

口座番号： １７３１３５８ 

口 座 名： 第 23回日本医療情報学会春季学術大会 大会長 宇宿 功市郎 

フリガナ： ダイ２３カイニホンイリョウジョウホウガッカイ 

   



【セミナー開催にあたって】 

プログラム編成：座長及び演者についてはご相談させてくださいますようお願い申し上げます。 

１） 会場設定：希望を伺った上、事務局にて決定させていただきたく存じます。会場の収容人数に

つきましては、会場のレイアウトの都合上、若干の変更も有りますので、予めご了承下さい。 

２） 共催名称：貴社・第 23回日本医療情報学会春季学術大会との共催 

 

【お問い合わせ先】 

 学会サポートセンター熊本(株式会社コンベンションサポート九州） 

 〒862-0976 熊本市中央区九品寺 1丁目 5-3 熊本第 2ビル 101 

 TEL：096-373-9188 FAX：096-373-9191 

 E-mail：jami2019@higo.ne.jp 

 



展示ルーム募集要項 

展示ルームとは、会場内の会議室やスペースを利用して、各社が「口演(小セミナー)」「展示・面談･ 

打合せ（例：インターネットカフェ等）」などの目的で開催期間中に使用出来る専用ルーム（スペース） 

です。 

【開催日時】  会期中（6月 7日（金）～8日（土）） 

【開催場所および協賛費用】 （部屋割は大会事務局で決定いたします） 

 ① 第 2会議室 （40㎡）（予定） （募集数 1 部屋） 

 ② 第 3会議室 （40㎡）（予定） （募集数 1 部屋） 

 協賛金額 1部屋   540,000円（税込） 

【仕様】 

 部屋のみを提供するもので、付帯する設備・備品は“会議机”“椅子” のみです。 

下記項目については、別途費用がかかります。 

 ・ 会議室内の許容電源容量を超える場合の幹線工事費および電気使用料 

 ・ LAN回線 

 ・ 延長コード、コンセントタップ 

 ・ 各種リース品（冷蔵庫、システム台、休憩セット等） 

 ・ ポスター掲示用パネル 

 ・ 各種ケータリング料飲（コーヒーなど） ※施設内レストランからのサーブとなります 

【申込期限】 

  2019年 3月 29日（金） 2019年 5月 20 日（月） 

【申込方法】  

 本募集要項を確認の上「共催セミナー申込書」に必要事項をご記入の上、FAX でお申込みくださ

い。後日、請求書を発行いたします。 

銀 行 名：肥後銀行 

支 店 名：南熊本支店 

口座種別： 普通 

口座番号： １７３１３５８ 

口 座 名： 第 23回日本医療情報学会春季学術大会 大会長 宇宿 功市郎 

フリガナ： ダイ２３カイニホンイリョウジョウホウガッカイ 

【お問い合わせ先】 

 学会サポートセンター熊本(株式会社コンベンションサポート九州） 

 〒862-0976 熊本市中央区九品寺 1丁目 5-3 熊本第 2ビル 101 

 TEL：096-373-9188 FAX：096-373-9191 

 E-mail：jami2019@higo.ne.jp 



【透明性ガイドラインについて】 

 本会は日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会「企業活動と医療機関等の関係の 

 透明性ガイドライン」、日本医療機器産業連合会「医療機器業界における医療機関等との透明 

 性ガイドライン」に基づき、「企業活動と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する 

 する指針」 に従い、貴社が本会へ支払う寄付金、共催費等、貴社のウェブサイト等を通じて公 

 開されることについて、承諾いたします。 

 

  




