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ご挨拶

謹啓
初秋の候、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6回日本感染管理ネットワーク関東支部総会・地方会」を、2020年11月14

日（土）よりビデオ・オン・デマンドにて開催させていただくこととなりました。
新型コロナウイルス感染症流行期において、参加者の安全を優先しつつ且つ、ビデオ・

オン・デマンドの利点を生かした情報配信と参加のしやすさ、必要に応じ会員が選べる豊
富な情報を提供できるよう、役員一丸となって本プログラムを計画して参りました。
様々な自粛や制限が行われている中、新型コロナウイルス感染症と向き合い、次の段階

として、対峙→共存、新たな準備、情報共有と発信が必要な時期に懸かっていると考えま
す。
私たち感染管理看護師は様々な感染症と向き合う中、自施設の感染管理のみならず、市

中における感染予防と拡大防止、そして関わる様々な施設や関連機関との連携が必要とさ
れ、その中においてリーダーシップの発揮とタイムリーな情報発信をする必要があります。
こうした中、今回の総会・地方会が会員皆様において有意義な情報収集、共有の場になる
ことを願っております。
また、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、運営に係る設備投資等の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、種々企画へのご参加と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

2020年9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
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1. 会の名称 第6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 オンデマンド配信　2020年11月14日（木）～ 12月5日（土）

3. 参加予定者数 400名

4. 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）

5. 開催プログラム（予定）
  1）教育講演 1題
  2）実践報告 1題
  3）シンポジウム 2題
  4）ワークショップ 1題
  5）ICN× ICN 1題
  6）企業共催セミナー 4題
  7）総　会 

  8）関東支部各県の活動報告

6. 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　株式会社クバプロ内
 FAX：03-3238-1837

 E-mail：icnjkantou@icnj-kanto.org

7. 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。

開催概要
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1. 広告媒体名 ①第6回日本感染管理ネットワーク関東支部総会・地方会会誌
  ②第6回日本感染管理ネットワーク関東支部総会・地方会開催案内HP

2. 発行日および配信期間
  ①会　誌 2020年11月12日（木）
  ②開催案内HPバナー広告 2020年11月  2日（月）～ 12月5日（土）
  ③動画広告 2020年11月14日（土）～ 12月5日（土）
  　※オンデマンド配信期間中

3. 規格と部数 ①会　誌　　A4判　表紙カラー／本文モノクロ1色　600部
  ②開催案内HPバナー広告　4色
  　画像サイズ　縦60ピクセル×横180ピクセル以内
  　画像形式　　.jpg　.gif　.tiff　.bmp　.png など
  　　　　　　　（その他のファイル形式についてはご相談ください）
  ③動画広告　1枠25秒以内
  　動画形式　　.mp4

※ 動画広告は、プログラムの開始前、各セッションの講演間に挿
入し配信します。

  例：セッション1　シンポジウム
  　　動画広告1 25秒
  　　演者紹介1 5分
  　　動画広告2 25秒
  　　講　演1 25分
  　　動画広告3 25秒
  　　演者紹介2 5分
  　　動画広告4 25秒
  　　講　演2 25分

※ セッションは1～ 8まで予定しております。
※ 動画広告の割り振りについてはご相談ください。

4. 配布対象者 日本感染管理ネットワーク関東支部会員・法人会員および関係者、
一般参加者および関連企業

広告掲載募集要項 
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5. 掲載料金 ①会　誌
  　表2（表表紙の内側） ［カラー・白黒］： 100,000円 （消費税別）
  　表3（裏表紙の内側） ［カラー・白黒］： 80,000円 （消費税別）
  　表4（裏表紙） ［カラー・白黒］： 120,000円 （消費税別）
  　後付1頁 ［白黒］： 40,000円 （消費税別）

※表2、表3、表4の掲載は、お申込み先着順、後付けは50音順
とさせていただきます。

  ②開催案内HPバナー広告　カラー： 30,000円 （消費税別）
  ③動画広告　カラー：  60,000円 （消費税別）

6. 申込締切日 2020年10月16日（金）

7. 原稿締切日 2020年10月23日（金）

8. 入稿形態 ①会誌　完全データ（PDF）入稿
  ②開催案内HPバナー広告
  　画像サイズ　縦60ピクセル×横180ピクセル以内
  　画像形式　　.jpg　.gif　.tiff　.bmp　.png など
  　　　　　　　（その他のファイル形式についてはご相談ください）
  ③動画広告　.mp4形式の動画データ

9. 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、表4にお申込される場合は、事務局より決定通知を受けた後に指定の口座に
お振込ください。
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。

10. お振込先 銀行名　みずほ銀行　根津支店（店番号235）　普通預金
  口座番号：1188491

  口座名義：日本感染管理ネットワーク関東支部　支部長　藤田昌久

※ （会誌後付1頁広告＋開催案内HPバナー広告＋動画広告）
の3件を同時にお申込みいただく場合、掲載料金は合計
100,000円となります。

 表2、表3、表4をご希望された場合の3件同時申込みの掲載
料金については、お申込み企業様に別途ご案内いたします。
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共催セミナー募集要項

広告掲載・共催セミナー申込方法

1. 講演形式 1枠　講演時間30分
  パワーポイント画像に音声と講演者画像を組み合わせた、動画によ

るオンデマンド配信
2. 配信期間 2020年11月14日（土）～ 12月5日（土）
3. 入稿形式 .mp4形式の動画
4. 募集企業数 4枠（社）
5. 参加費 1枠150,000円（消費税別）

※1 上記参加費には、講演者、座長・司会等の謝金、旅費交通費宿
泊費、制作物費用は含まれておりません。

※2 上記参加費には、動画配信費が含まれております。
※3 共催セミナーの講演者、座長（司会者）が決まりましたら事務
局までご一報ください。他のプログラム講演者との重複がない
よう調整させていただきます。

6. 申込締切日 2020年10月16日（金）
7. データ締切日 2020年10月23日（金）
8. その他 演題・講演要項を抄録に掲載いたします。
  ・原稿締切日：2020年10月30日（金）
  ・入稿形式　：Wordにてお送りください。

下記のどちらかの方法でお申込みください。

1. 日本感染管理ネットワーク関東支部ホームページ内
 「第6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
 広告掲載・共催セミナー申込みフォーム」よりお申込みください。
 https://www.icnj-kanto.org/index.php?page=meeting_index

2. 次のページの申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはE-mailにて
 事務局までお送りください。
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会誌広告申込書・開催案内 
HPバナー広告申込書・展示申込書

令和　　年　　月　　日

 会誌に広告掲載を申込みます。

　　  表2（表表紙の内側） ［カラー・白黒］： 100,000円 （消費税別）

　　  表3（裏表紙の内側） ［カラー・白黒］： 80,000円 （消費税別）

　　  表4（裏表紙） ［カラー・白黒］： 120,000円 （消費税別）

　　  後付1頁 ［白黒］： 40,000円 （消費税別）

 開催案内HPバナー広告を申し込みます。

　　  開催案内HPバナー広告： 30,000円 （消費税別）

 動画広告を申込みます。

　　  1枠（25秒）：  60,000円 （消費税別）

　　  申込み枠数 　　　　　枠数

注：（会誌後付1頁広告＋開催案内HPバナー広告＋動画広告）の3件を同時に
お申込みいただく場合、掲載料金は合計100,000円となります。

 表2、表3、表4をご希望された場合の3件同時申込みの掲載料金につい
ては、お申込み企業様に別途ご案内いたします。

貴社名：

ご担当者名：

ご担当部署：

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

お申込先 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　株式会社　クバプロ内
 FAX：03-3238-1837　　E-mail：icnjkantou@icnj-kanto.org

 お申込内容を確認後、追って請求書をお送りいたします。
 表2、表3、表4にお申込される場合は、事務局より決定通知を受けた後に指定

の口座にお振込ください。
 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。
お振込先 銀行名　みずほ銀行　根津支店（店番号235）　普通預金
 口座番号：1188491

 口座名義：日本感染管理ネットワーク関東支部　支部長　藤田昌久
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共催セミナー申込書

令和　　年　　月　　日

 共催セミナー参加を申込みます。
　　 　1枠：150,000円（消費税別）

貴社名：

ご担当者名：

ご担当部署：

ご連絡先住所　

〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

お申込先 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　株式会社　クバプロ内
 FAX：03-3238-1837　　E-mail：icnjkantou@icnj-kanto.org

 お申込内容を確認後、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。
お振込先 銀行名　みずほ銀行　根津支店（店番号235）　普通預金
 口座番号：1188491

 口座名義：日本感染管理ネットワーク関東支部　支部長　藤田昌久
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収入の部

1. 会費収入 会員250名　　@2,000  500,000円
  非会員150名　@4,000  600,000円
  法人会員8社　@10,000  80,000円
2. 本部からの開催助成金  500,000円
3. 会誌・HPバナー広告、および動画広告収入
  ・会誌広告費のみ  120,000円
  ・開催案内HPバナー広告料のみ  120,000円 4社
  ・動画広告のみ  240,000円 4社
  ・会誌広告+バナー広告+動画広告  1,000,000円 10社
4. 共催セミナー費   600,000円 4社
   合　計 3,760,000円

支出の部

1. 会場費   0円
2. Web関係 ・発表データ編集費関係  400,000円
  ・発表データWeb登録データ変換費  500,000円
  ・発表データWeb閲覧システム費  600,000円
  ・クラウドサーバーレンタル費  80,000円
  ・データベース利用者登録料　500名×400円  200,000円
  ・ZOOMウェビナー使用料  80,000円
3. 事務局運営費   700,000円
4. 抄録等制作費   700,000円
5. 講師謝金   300,000円
6. 予備費   200,000円
   合　計 3,760,000円

第6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
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第6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
 鈴木　美保 千葉市立青葉病院

幹事・総会地方会 荒井　千恵子 医療法人社団愛友会上尾中央総合病院
 池田　知子 埼玉医科大学総合医療センター
 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
 斉藤　麻里 東京慈恵会医科大学附属病院
 武井　千恵子 社会福祉法人愛正会愛正会記念　
  茨城福祉医療センター
 渡辺　美智代 社会福祉法人仁生社江戸川病院

幹事・CITA 坂木　晴世 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 

 笠間　秀一 東邦大学

幹事・庶務 刑部　妙子 群馬県立がんセンター
 小林　由美江 足利赤十字病院
 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

幹事・会計 雨宮　みち 医療法人社団亮正会総合高津中央病院

監事・会計監査 菅野　みゆき 東京慈恵会医科大学附属柏病院
 古澤　由美子 社会福祉法人ふれあいコープ


