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第 28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 

開催にあたって 

 

謹啓 残暑の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび、来る 2018 年 11 月 9 日（金）から 10 日（土）の 2 日間、幕張メッセにおいて、第

28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会を開催する運びとなりました。 

本会は、呼吸ケア・リハビリテーションに関する研究の進歩、普及を図り、もって学術の発展に寄与

することを目的としております。当該領域は目覚しい進歩を遂げ今日に至りましたが、医療経済や社会

環境の急速な変化に適切に対応していくために、今後ますますの英知と実行力が要求されており、本会

の発展は広く社会に寄与するものと考えます。 

本会の開催にあたり、その運営はできるだけ簡素、質素を旨とし、かかる経費は参加者からの会費を

主とする所存でありますが、それでもなお必要経費を賄える状況にはありません。本会の内容を充実さ

せ、その成果をより大なるものとするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実

情です。 

今回の学術集会では、企業展示、休憩コーナーとポスター発表が同会場となりますので、参加者が休

憩を兼ねて、展示スペースにも頻繁に訪れることが出来る環境です。 

貴社におかれましては、医療機器製品、薬剤などの情報発信の場として、是非とも出展をご検討くだ

さいますよう、ご案内かたがたお願い申し上げる次第です。出費多端の折、誠に恐縮に存じますが、本

会における大切な企画のひとつであります展示会に特段のご理解を賜り、ご支援をいただけますようお

願い申し上げます。 

末筆ではございますが、貴社の今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 
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開催概要 

 

会議の名称 ： 第 28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 

会   期 ： 2018年 11月 9日（金）～10日（土） 

会   場 ： 幕張メッセ 国際会議場、国際展示場 

  〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 TEL.043-296-0001 

会   長 ： 田邉 信宏（千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学 特任教授） 

テ ー マ ： 包括的呼吸ケアとチーム医療～呼吸と循環のクロストーク～ 

参加者見込 ： 医師、メディカルスタッフ、学生など、約 2,000名 

プログラム ： 特別講演、招請講演、会長講演、教育講演、 

  シンポジウム、ワークショップ、平成30年度学会賞・学会奨励賞受賞講演 

  一般演題、教育セミナー（ランチョンセミナー・アフタヌーンセミナー） 

  他 医療機器展示 

  ※プログラムは現段階の予定のため、変更となる場合がございます。 

 

お問い合わせ先 

■事務局 

〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1 

 事務局長 

 千葉大学医学部附属病院呼吸器内科      講師 坂尾誠一郎 

 事務局員 

千葉大学医学部附属病院呼吸器内科      講師 寺田 二郎 

千葉大学医学部附属病院リハビリテーション部    稲垣  武 

千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学       平野多美枝 

 

■展示会運営事務局 

株式会社コンベンションアカデミア 

担当 中附 英郎・畠山 太郎 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-35-3 本郷 UCビル 4F 

TEL:03-5805-5261 FAX:03-3815-2028 E-mail:28jsrcr@coac.co.jp 
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過去の開催内容 

 

 

 開催年 開催場所 会長 

第 1回 平成 3年 東京 芳賀 敏彦 

第 2回 平成 4年 東京 長野  隼 

第 3回 平成 5年 東京 岡安 大仁 

第 4回 平成 6年 東京 金野 公郎 

第 5回 平成 7年 神奈川 太田 保世 

第 6回 平成 8年 東京 堀江 孝至 

第 7回 平成 9年 東京 久野 健志 

第 8回 平成 10年 北海道 川上 義和 

第 9回 平成 11年 東京 福地義之助 

第 10回 平成 12年 沖縄 宮城征四郎 

第 11回 平成 13年 大阪 木村謙太郎 

第 12回 平成 14年 東京 工藤 翔二 

第 13回 平成 15年 千葉 栗山 喬之 

第 14回 平成 16年 埼玉 長尾 光修 

第 15回 平成 17年 宮城 飛田  渉 

第 16回 平成 18年 札幌 宮本 顕二 

第 17回 平成 19年 東京 永井 厚志 

第 18回 平成 20年 愛媛 上田 暢男 

第 19回 平成 21年 東京 木田 厚瑞 

第 20回 平成 22年 長崎 千住 秀明 

第 21回 平成 23年 長野 久保 惠嗣 

第 22回 平成 24年 福井 石﨑 武志 

第 23回 平成 25年 東京 橋本  修 

第 24回 平成 26年 奈良 木村  弘 

第 25回 平成 27年 千葉 植木  純 

第 26回 平成 28年 神奈川 蝶名林直彦 

第 27回 平成 29年 仙台 一和多俊男 
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（1）公開日時（予定） 

2018年 11月 9日（金）9:00～18:00 

2018年 11月 10日（土）9:00～17:00 

（2）搬入・搬出について 

基礎設営：2018年 11月 8日（木）事務局施工 

搬  入：2018年 11月 8日（木） 

搬  出：2018年 11月 10日（土）※公開終了後 

（3）出展料 

Ａタイプ \324,000（消費税込） 

Ｂタイプ \216,000（消費税込） 

書  籍 売上の 5％ ※後日御請求 

（4）お申し込みについて 

2018年 8月 31日（金）までに、所定の申込書を運営事務局あてにご送付ください。出展料の請求

書を発行いたします。 

（5）その他 

・小間レイアウト、追加電気工事、搬入出スケジュール、その他の詳細につきましては、2018 年

10月上旬頃までに、あらためてご案内申し上げます。 

・参加証、プログラム・抄録集（1社につき各 1部）を謹呈いたします。 

・会場では、火気の使用および危険物の持ち込みを一切禁止します。また、造作物はすべて防炎・

防火処理された部材（防炎シールの貼ってあるもの）を使用してください。消化設備（スプリ

ンクラー等）を妨げる装飾物の設置は禁止します。 

・デモンストレーション等で音響を利用する場合は「70 デシベル」以下の音量とし、近隣のブー

ス運営の妨げ障とならないようご協力ください。 

（6）お問い合わせ先 

呼吸器関連運営事務局 担当：中附（なかつき）英郎 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-35-3 本郷 UCビル 4F 

TEL:03-5805-5454 FAX:03-3868-2113 E-mail:28jsrcr@coac.co.jp 

（7）小間の規格 

小間 

タイプ 

1 小間あたりのサイズ（予定） 

W（間口）×D（奥行）×H（高さ） 
小間数 

バックパネル 

サイドパネル 
社名板 電源 カーペット 

Ａタイプ 3.0m（W）×3.0m（D）×2.4m（H） 

1 小間のみ 

（基礎小間） 
○ × 有料 有料 

2～3小間 

（並列小間） 
○ × 有料 有料 

4 小間以上 

（独立小間） 
× × 有料 有料 

Ｂタイプ 1.8ｍ（W）×0.9m（D）×2.4m（H） 共通 ○※ ○ ○ 有料 

※バックパネルと隣接小間との間にサイドパネルがつきます。角小間の場合は通路側のサイドパネルは

設置しません。 

 

 

 

 

 

 

展示会 
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Ａタイプ 1小間のみ（基礎小間）  Ａタイプ 2～3小間（並列小間） 

 

※2小間の場合の参考例です。 

 

Ａタイプ 4小間以上（独立小間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4小間の場合の参考例です。 

※スペース渡しになります（バックパネル、サイドパネルはつきません）。 

※装飾物の基本の高さ制限は 2.4ｍです。 

※全面を壁にすることは禁止します。通路に面して壁、棚、ルーバー等を設置する場合は、全体の見通

しを良くするため、寸法を小間一辺の長さの 1/2以下にしてください。残りの 1/2は、見通しのきく

構造（高さ 120cm以下の壁面、棚、ルーバー）にしてください。 

※外開きの扉の設置を禁止します。通路に面して扉を設置する場合は、事故防止のため、内開きにして

ください。 

 

Ｂタイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事務局にて、展示用机と白布、蛍光灯１灯（バックパネル上部）、社名板を用紙します。 

※1 小間につき 300W（100V）の電気供給を事務局負担にて行い、コンセント（2 口×1 個）をご用意い

たします。容量の追加をご希望の場合は、別途費用を申し受けます。 
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第 28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 

展示会申込書 

201  年   月   日 

第 28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会 

会長  田邉 信宏 殿 

 

貴会の趣旨に賛同し、出展を申し込みます。 

 

出展社名 

※抄録集に掲載いたしますので、正式名称をお知らせください。 

※複数社による共催の場合は、掲載順通りに全ての企業名をご記入ください。 

担当者 

社名・部署名 
 

担当者氏名  

住所 
〒 

TEL  

FAX  

E-mail  

 

小間タイプ（単価※税込） 小間数 合計金額 支払期限 

□ Ａタイプ（\324,000） 
小間 \ 請求書に記載 

□ Ｂタイプ（\216,000） 

□ 書  籍（売上の 5%） 会期後ご請求 

展示物 

 

 

 

 

電気容量の追加 薬事法未承認品の展示 

希望する（     W ） ・ 希望しない 有 ・ 無 

連絡事項 

 

 

 

 

―送付先― 

第 28回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会運営事務局 

FAX:03-3815-2028 

 


