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2019 年 11 月 9 日（土） 

秋葉原UDX 

 

 

一般社団法人 日本感染管理ネットワーク関東支部 

支部長 藤田 昌久 

  



ご挨拶 
 

謹啓 

 

盛夏の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より

格別なご高配を賜りまして、心より感謝申し上げます。 

この度「第 5回日本感染管理ネットワーク関東支部総会・地方会」を、2019年 11月 9日（土）

に「秋葉原 UDX」において開催させていただくこととなりました。 

第 5回地方会は、午前、午後の二部構成とし、プログラムの柱である教育講演とシンポジウ

ムの他、企業展示、支部都県からの活動報告の他、トークイベントを企画しております。 

午前の部では、感染管理看護師の活動基盤であり、継続的な改善のためのプロセスとアウト

カム測定の基本であるサーベイランスについて、教育講演と実践報告を行います。進化する方

法や判定等に関して再確認の機会としたいと考えました。午後の部では、シンポジウムのテー

マを「アウトブレイク事例から学ぶ」とし、問題事象に対する感染対策の視点のみならず、2020

年の東京オリンピック・パラリンピック開催を迎えるにあたり、個人、集団、組織として考え

る「リスクコミュニケーション」の視点からも感染管理について再考する機会としました。 

本総会・地方会の開催に関しましては諸経費の節約を旨として参加費を基に運営する所存で

おりますが、日本感染管理ネットワーク支部会の中で再大規模である関東支部の地方会開催に

関しましては、費用を全額当支部より捻出することが厳しい状況であり、法人会員の皆様から

のご支援に頼らざるを得ないのが実情であります。社会情勢の厳しいところ大変恐縮ではござ

いますが、本開催趣旨にご理解とご賛同いただき、ご協力のお願いを申し上げる次第でござい

ます。何卒お力添えを賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 

関東支部では、引き続き感染管理に関する問題や課題に応じて、教育・研究、情報共有の機

会を提供し、種々企画や支部運営に関して改善を図り邁進していく所存です。 

末筆ではございますが、貴社の今後益々のご発展とご清栄を祈念しまして、趣意書のご挨拶

とさせていただきます。 

 

 

謹白 

 

 

 

 

 

2019年 7月吉日 

一般社団法人 日本感染管理ネットワーク 関東支部 

支部長 藤田 昌久 

  



開催概要 

 

1. 会の名称 第 5回日本感染管理ネットワーク 関東支部総会・地方会 

2. 会期 2019年 11月 9日（土） 

3. 会場 秋葉原 UDX GALLERY 

        〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 

        Tel 03-3254-8421 

          

4. 参加予定者数 280名 

5. 主催 一般社団法人 日本感染管理ネットワーク 関東支部 

 支部長 藤田昌久（日本医科大学付属病院） 

 

6. 開催計画の概要 

1) 予定プログラム 

 教育講演 

 パネルディスカッション/ワークショップ/シンポジウム 

 ICN×ICN 

 総会 

 その他 

 

7. お問合せ先・運営事務局 

一般社団法人 日本感染管理ネットワーク 関東支部 事務局 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-11-15 6階 

 株式会社クバプロ内 

TEL：03-3238-1689 FAX：03-3238-1837 E-mail：icnjkantou@icnj-kanto.org 

 

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 

1) 日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づき

「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、寄付金に関す

る「会の名称」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することを同意いたします。 

2) 日本医療機器産業連合会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に

基づき「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、寄付金

に関する「会の名称」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することを同意いた

します。 

  



 

 

広告掲載募集要項 

 

1. 広告媒体名 第 5回日本感染管理ネットワーク 関東支部 総会・地方会誌 

2. 発行日 2019年 11月 9日（土） 

3. 規格と部数 A4版モノクロ/300部 

4. 作成費（予定額） 220,000円 

5. 配布対象者 本会参加者および関係者 

6. 掲載料および募集小口 

掲載面 サイズ 掲載料（消費税込み） 募集口 

表 2（表表紙の内側） A4 1頁  150,000円 1社 

表 3（裏表紙の内側） A4 1頁  100,000円 1社 

後付 A4 1頁  80,000円  

A4 1/2頁  50,000円  

A4 1/4頁  30,000円  

※表 2と表 3の掲載はお申し込み先着順、後付の掲載順につきましては 50音順とさせていただきます。 

 

7. 申込方法 

日本感染管理ネットワーク関東支部ホームページ内 

「第 5回日本感染管理ネットワーク関東支部 総会・地方会のお知らせ 

出展・広告掲載申込フォーム」よりお申込みください 

https://www.icnj-kanto.org/index.php?page=meeting_index 

 

8. 申込締切日 2019年 8月 27日（金） 

 

9. 広告原稿 

原稿データは A4版（1/2の場合、A5版横長）とし、PDFで申込フォームよりアップ

ロードいただくか、PDFまたは版下データにて事務局（icnjkantou@icnj-kanto.org）

までお送りください。 

 

10. データ締切日 2019年 9月 17日（火）（締切厳守） 

 

11. 掲載料のお支払い 

お申込み内容を確認後、追って請求書をお送りいたします。 

表 2・表 3にお申込みされる場合は、事務局より決定の通知を受けた後に掲載料を

お振込みください。 

なお、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 

  

mailto:icnjkantou@icnj-kanto.org


企業展示募集要項 

1. 展示会場 秋葉原 UDX 4F Type N 

2. 搬入搬出スケジュール 

 〔搬入〕2019年 11月 9日（土）8:45～10：00 

 〔展示〕2019年 11月 9日（土）10:00～15:00 

 〔搬出〕2019年 11月 9日（土）15:30～17:00  

3. 展示料 1小間 100,000円 

  

4. 募集数 25小間（最大 30小間） 

5. 基礎小間略図   

 間口 奥行 1800㎜ ×幅 1800㎜ 

 バックパネル なし  

  ※直接壁への張り紙不可。 

 ※ポスターパネル（有料）の使用によるポスター掲示可 

  ポスターパネル 幅 900㎜×高さ 1800㎜ 

 ※ポスターパネルは 1枚 500円追加料金となります。 

 展示台 奥行 450mm×横幅 1800mm×高さ 720mm 

 社名版 なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 特別装飾 出展者の費用で施工してください。 

 展示設計等はご自由ですが、 展示場の構造や設備・主催者規制・

 消防法などの規制がございます。 

        ※電気代はかかりませんが延長コード等は貴社にてご準備ください。 

 ※1小間あたり 1500Wまでとさせていただきます。 

 

1800ｍｍ 

 

450mm 1800mm 

展示台 

1800ｍｍ 

720ｍｍ 

90 

1800mm 

900mm 



7. 小間割り 出展申込を受付後、主催者側で小間割りを決定いたします。 

 ※会場イメージ 

 

8. 出展物の管理 各出展物の管理は出展社が行ってください。出展物の盗難・紛失・

 災害等の損害に対して、補償等の責任は一切負いませんのでご了

 承ください。 

9. 展示物の搬入  当日搬入・郵送いずれも可（前日搬入不可） 

         郵送は前日から会場受け取りが可能となります。詳細は後日 

配布予定の出展マニュアルをご参照ください。 

10. 出展者へのご案内 

 2019年 9月下旬に小間割り、搬入、装飾、管理などについて詳細

 をご連絡いたします。 

11. 申込方法 

 日本感染管理ネットワーク関東支部ホームページ内 

 「第 5回日本感染管理ネットワーク関東支部 総会・地方会のお知らせ 

 出展・広告掲載申込フォーム」よりお申込みください 

 https://www.icnj-kanto.org/index.php?page=meeting_index 

 

12. 申込締切日 2019年 8月 30日（金）  

 ※定数になり次第、締め切らせていただきます。 

13. 展示料のお支払い 

お申込み内容を確認後、追って請求書をお送りいたします。 

なお、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 

  



 

 

第 5回日本感染管理ネットワーク関東支部 総会・地方会 

収支予算 

収入の部 

項目 金額（円） 内訳 

前年度繰り越し金 5,911,123円  

本部からの活動資金 499,000円  

            小計 6,410,123円  

第 5回総会・地方会参加費 200,000円 1,000円×200人 

第 2回臨床感染症看護参加費 50,000円 1,000円×50人 

第 3回臨床感染症看護参加費 50,000円 1,000円×50人 

小計 300,000円  

会誌広告掲載・企業展示料 3,000,000円 30社 

小計 3,000,000円  

合計 9,710,123円  

 支出の部 

項目 金額（円） 内訳 

第 5回総会・地方会運営費 3,650,000円 会場設備費 3,000,000円 

講師謝金・交通費 200,000円 

資料印刷費 300,000円 

役員交通費 50,000円 

雑費 100,000円 

第 2回臨床看護研究会運営費 

第 3回臨床看護研究会運営費 

700,000円 

700,000円 

 

会場設備費 300,000×2 

講師謝金・交通費 200000×2 

印刷費 100,000×2 

役員交通費 50,000×2 

諸会費・雑費 50,000×2 

小計 5,050,000円  

支部運営費 1,520,000円 事務局委託費   50,000円 

地方会・総会・夜勤関連業務委託

費     1,000,000円 

通信費・振込手数料10,000円 

事務用品等    10,000円 

役員会運営費 110,000円 交通費     60,000円 

雑費      50,000円 

第 6回総会・地方会準備費 1,000,000円 会場予約・下見等1,000,000円 

第 4回・第 5回臨床感染症看護研究

会準備費 

400,000円 会場予約・打ち合わせ諸会費 

        400,000円 

予備費 1,630,123円  

小計 4,660,123円  

合計 9,710,123円  



 

 

第 5回日本感染管理ネットワーク関東支部 総会・地方会 役員一覧 

 

支部長 藤田 昌久 日本医科大学付属病院 

副支部長 駒場 瑠美子 川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 

 坂木 晴世 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院  

地方会・研修会 湯原 里美 茨城県厚生農業協同組合連合会総合病院 

  土浦協同病院 

 渡辺 美智代 自治医科大学附属病院 

 野部 雅子 社会医療法人社団新都市医療研究会〔関越〕会 

  関越病院 

 池田 知子 埼玉医科大学総合医療センター 

 斉藤 麻里 東京慈恵会医科大学附属第三病院  

 荒井 千恵子 上尾中央総合病院 

         武井 千恵子  茨城県立こども病院 

         菅野 みゆき 東京慈恵会医科大学附属柏病院 

庶務 小林 由美江 足利赤十字病院  

 刑部 妙子 群馬県立がんセンター 

 鈴木 美保 千葉市立青葉病院 

会計担当 雨宮 みち 医療法人社団亮正会 総合高津中央病院 

 松橋 久恵 株式会社訪問看護ステーションひまわり 

監査・会計監査 根本 恵子  公益社団法人地域医療振興協会 

  東京ベイ・浦安市川医療センター 

菅野 勝司 独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 




