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ご 挨 拶 

謹啓 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より多方面に渡りお支え頂き誠にあり

がとうございます。  

このたび、2021年 10月30日（土）、31日（日）の 2 日間におきまして、オンライン開催にて日

本臨床疫学会第４回年次学術大会を開催する運びとなりました。 

本学会は、2016 年に「クリニカル・マインドとリサーチ・マインドを持つ医療者による質の高

い研究 を、ビックデータを活用した研究などの振興と研究人材育成を通じて推進し、現在の医療

が直面する諸 課題の解決に貢献すること」をミッションとして発足しました。 

近年、ビッグデータ解析や特殊な統計手法の進歩により、今までできなかったリサーチクエスチ

ョンの可視化がなされるようになりました。その一方でデータありきの臨床研究が流行する懸念も

あります。臨床医の基本である「目の前の患者からはじまるリサーチクエスチョン」という考え方

をもう⼀度見直す大切な場として、第4回年次学術大会にて議論したいと考えております。

本学会の運営につきましては、出来るだけ簡素を旨といたす所存でございます。教室員一同実り

多い学会とするべく鋭意努力をしておりますが、本学会の内容を充実させ、その成果をより大きな

ものとするためには、各方面からのご支援を仰がざるを得ないのが実状でございます。 

つきましては、諸費ご多端の折誠に勝手なお願いではございますが、本大会の趣旨をお汲み取り

いただき、格段のご高配を賜りたくご協力の程どうか宜しくお願い申し上げます。 

謹白 

2021年6月吉日  

日本臨床疫学会第4回年次学術大会 

大会長 濱口 杉大 

福島県立医科大学 総合内科 

臨床研究イノベーションセンター 副センター長 



開 催 概 要  

1) 会議の名称

日本臨床疫学会 第４回年次学術大会

2) 大会長

濱口 杉大

（福島県立医科大学 総合内科 臨床研究イノベーションセンター 副センター長）  

3) 会期

2021年10月30日(土) ～ 10月31日（日）

4) 会場

オンライン開催 （ライブ配信＋オンデマンド配信）

配信会場 

日本橋ライフサイエンスビルディング（東京都中央区日本橋本町2-3-11） 

5) 規模

参加予定者 500名

6）テーマ

「原点回帰―患者に始まり、患者に還る」

7) 学術集会の構成(予定)

国際シンポジウム、大会長講演、基調講演、特別企画講演、ランチョンセミナー、臨床研究レク

チャー、統計ハンズオンセミナー、ワークショップ、一般演題口演、バーチ展示 等

8）連絡先 （学術大会運営事務局）

〒162-0833 東京都新宿区箪笥町43新神楽坂ビル2F 有限会社ビジョンブリッジ内

TEL: 03-5946-8577 FAX: 03-5229-6889 

E-mail： jsce2021@supportoffice.jp



9) 収支予算

収入 の部 （単位：千円、税込） 

費目 金額 備考 

1 参加費(500 人想定) 4,000 医師、医師以外、学生、企業職 

2 共催セミナー開催費 7,436 国際シンポジウム、ランチョンセミナー 

3 展示収入 1,375 バーチャル企業展示、病院･教育プログラム 
※企業展示 5 社、団体教育プログラム 5 団体

165 千円 x 5 社＋110 千円 x 5 社

4 広告料収入 712.8 抄録集組版、ホームページ掲載 

合 計 (1 -4 ) 13,523.8 

支出 の部 （単位：千円、税込） 

費目 金額 備考 

1 準備費 3,900 
プログラム集作成費 プログラム集 400 

ホームページ作成
費

850 当日視聴・オンデマンド配信サイト・動画制作含む

その他印刷費 400 ポスター等 

通信、運搬費 600 郵送代、電話代等 

参加登録受付費 600 事前参加登録受付費 

演題登録受付費 600 演題登録システム構築費 

会議費 150 実行委員会開催費 

事務/予備費 300 発送費、消耗品費、他 

2 運営費 8,142.8 

人件費 3,500 配信スタッフ、スタッフ旅費・宿泊費 

設備関係費 2,000 機材費、設営費、配信システム構築等 

招聘関係費 2,442.8 非会員講師 謝金、宿泊、交通費 

消耗品費 200 当日運営用備品、文具等 

3 事後処理費 125 

会計報告 75 会計監査、源泉徴収他 

印刷費 50 お礼状印刷、報告書印刷他 

4 業務委託費 1,356 

合 計 (1 -4 ) 13,523.8 



●名称：日本臨床疫学会第４回年次学術大会 病院・教育プログラム バーチャル展示

●バーチャル展示スケジュール（予定）

2021 年 10 月 1 日（金） 以降 ～  2021 年 12 月 3 日（金）※予定

データをお送りし、掲載内容の確認がとれたものより、学術大会特設サイトに掲載いたします。

●会場

日本臨床疫学会 第 4 回年次学術大会 特設サイトよりリンク

●募集小間数（想定） 10 小間

●出展料金（消費税込）  110,000 円 ／ 小間

※10 月 30 日（土）18：00 から開催されるレセプションにて、ライブ説明ブースを設けます。

ライブ説明ブースへのご参加希望を申込書に記載ください。

《出展料金に含まれるもの》

① バーチャル展示 WEB ページ作成料

② 学術集会ページバナー広告掲載料

③ 掲載動画配信システム使用料

《出展料金に含まれないもの》

① バーチャル展示 展示画像データ、バナー広告データ作成・デザイン料

② バーチャル展示 掲載動画作成・編集費用

●バーチャル展示 掲載順

申込後、ご入金確認がとれた順番に展示を配置いたします。

各展示には学術集会サイトトップに掲載したバナーからも直接リンクさせます。

●出展申込みの取消に伴うキャンセル料 申込書提出後の取消しは原則として受けかねます。ただ

しやむを得ない理由で出展の取消しを希望される場合は文書にて事情を説明し、主催者の承認を

受けてください。

●透明性ガイドラインに関する同意について

１）透明性ガイドラインに関する同意について

本学会では、本年次学術大会共催に要した費用 （共催費）に関して、日本製薬工業協会の

「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」及び日本医療機器産業連

合会の「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、各団体が情報

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。

２）日本医療機器産業連合会および日本ジェネリック製薬協会策定の「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「貴団体と医療機関及び医療関係者との関係の透明に関す

る指針」に従い、学会寄付金に関する「学会名」とその「金額」を貴団体のウェブサイト上に

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。 

●会場・会期・開催場所の変更、中止

天災など不可抗力、またはやむを得ない事由により会期及び開催時間を変更または開催の中止等

を行う場合もあります。中止の場合、原則として協賛費の返金、これによって生じた損害は補償

致しかねます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

●その他

・展示内容が本バーチャル展示の趣旨にそぐわない場合、出展をお断りすることもあります。

・本案内に記載されていない事項等についてのお問合せは、運営事務局にお問合せください。

●申込み期限

2021 年 9 月 30 日(木)

●申込み方法

申込書に必要事項をご記入いただき、2021 年 9月 30 日(木)までに運営事務局宛に E-mail 添付ま

たは FAX にてお送りください。 

●お支払い方法

運営事務局から発行します。請求書の日付から 1 ヶ月以内に共催セミナー費用を指定の学会口座

（請求書に記載）へお振込ください。銀行発行の振込控をもって当方の領収書にかえさせていた

だきます。 振込み手数料は御団体にてご負担ください。

＜バーチャル展示イメージ＞ 

写真、PDF、ポスター、チラ

シ等のイメージ（クリックす

ると別ページで PDF または

貴団体紹介ページにリンク

します。

団体 PR 動画 
プログラム PR 動画等 

団体紹介文



FAX：03-5229-6889 E-mail：jsce2021@supportoffice.jp 
〒162-0833 東京都新宿区箪笥町 43 新神楽坂ビル 2F 有限会社ビジョンブリッジ 内 

Tel：03-5946-8577   

日本臨床疫学会第４回年次学術大会 運営事務局 行 

病院・教育プログラム バーチャル展示申込書 

1．出展申込者
フ リ ガ ナ

貴団体名 

所属部署 

フ リ ガ  ナ 

ご担当者名 

住所 
（〒 ） 

TEL/FAX TEL： FAX： 

E-mail

2．申込内容 

ライブ説明 □ バーチャル展示のみ

□ バーチャル展示＋ライブ説明参加希望

出展内容 

（ご予定の展示内容をお書き下さい。） 

埋め込み用動画（3～5分程度）、画像４点まで展示可能です。動画、展示内容の送信先については、お申し込み
後、運営事務局よりご連絡いたします。トップページバナーはデータサイズは 180×64 ピクセル、画像形式は
JPEG または GIF ファイルでご用意ください。 

3．通信欄 

申込締切：2021 年 9月 30 日（木）

申込書 


