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関連企業各位 

 

謹啓、貴社におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  

また、日頃は格段のご支援を賜り誠にありがとうございます。 

 日本咳嗽研究会は、従来疾患としての認識に乏しかった咳嗽について、その

研究・臨床・教育の発展と推進を目的に発足しました。呼吸器内科、消化器内

科、小児科、耳鼻科、薬理学と多分野の臨床医・研究者が一堂に会する本会は、

本邦の咳嗽診療の向上に大きく貢献し、日本呼吸器学会による“咳嗽のガイド

ライン”の基盤にもなってきました。現在広く認知されてきた“咳喘息”なら

びにアトピー咳嗽、喉頭アレルギー、風邪症候群後咳嗽も本会での活動を通し

て全国に発信されたものです。 

 咳嗽はきわめて普遍的な症状であり，患者さんの受診理由として最も頻度が

高く、医療者側からの咳嗽診療の向上に対するニーズも年々高まっています。

咳嗽の原因には、感染症、喘息、鼻炎・副鼻腔炎、逆流性食道炎を始めとして

様々な疾患が含まれ、適切な治療を行うには領域横断的な病態について十分な

知識・治療技術を習得する必要があります。本会は若手医師がこれらを学べる

数少ない場の一つでもあります。また慢性咳嗽例には難治例も多く、新規治療

薬・診断法の開発が必要です。基礎研究者も参画する本会から推進していきた

いと考えています。 

 第 19 回となる本研究会は、来る平成 29 年 10 月 28 日（土）に東京両国にあ

る KFC Hall（第一ホテル両国に隣接）にて開催することとなりました。今回は

“日本咳嗽研究会から法人学会化への準備段階として、種々の咳嗽疾患の再認

識とその診断・治療戦略を各領域ガイドラインから再検討することをテーマと

し、一般演題に加え、特別講演（30分程度）を 4演題予定しております。 

 つきましては、プログラム作成にあたり、広告募集を致します。また、特別講

演の共催企業を募集致します。さらに午前 9 時から 11時半までの会場が空いて

おりますので、何かセミナー等に利用したいと考えております。咳嗽疾患の教

育セミナー、吸入指導、禁煙講演、エピペン講習など何でも構いません。企業

の企画に沿いますので、会場利用希望も募集致します。 

 厳しい経済環境の下ではございますが、上記の開催趣意をお汲み取り頂き、

貴社からのご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

末筆ではありますが、貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。 

             謹白 

 

                          平成 29年 5月吉日          

            第 19回日本咳嗽研究会 会長 渡邉直人 
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第 19 回日本咳嗽研究会 開催概要 

 

１． 研究会名  

第 19回日本咳嗽研究会 

 

２． 当番会長  

東京アレルギー・呼吸器疾患研究所 副所長 渡邉直人 

（所長：牧野荘平） 

 

３． 会期 平成 29年 10月 28日（土） 

 

４． 会場 KFC Hall&Rooms（第一ホテル両国に隣接した会議室） 

国際ファッションセンター株式会社 

〒130-0015 東京都墨田区横網(よこあみ)一丁目6番1号 

TEL：03-5610-5801 

      Fax: 03-5610-5891 

 

５． 参加見込み者数 

   約 100名 

 

６. 会のプログラム予定 

   一般演題約 20題予定、特別講演 4題予定 

 

７. 収支予算案 

8頁に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

８. お問い合わせ先：東京アレルギー・呼吸器疾患研究所 渡邉直人 

〒111-0051 東京都台東区蔵前1-8-6リバーサイドタワー蔵前1F 

蔵前内科クリニック内 

TEL: 03-3864-8998 

FAX: 03-3864-9981 

E-mail: drnaotow@jiu.ac.jp 
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           募集要項 

 

1. 広告募集内容 

 

 広告掲載：第 19回日本咳嗽研究会 プログラム・抄録集 

 

 募集 

Ｂ５版(1色モノクロ)表紙裏：100,000円 1 社 

Ｂ５版(1色モノクロ)裏表紙裏：100,000円 1社 

Ｂ５版(1色モノクロ)：60,000円 Ｂ６版(1色モノクロ)：40,000円 

  （B5版：5社、B6版：10社を予定） 

 

媒体作成費 90万円 

広告原稿 デジタルデータ（CD） 

広告料総額 90万円 

 

 広告申込期限：平成 29年 7月 31日（金）  

＜広告版下の搬入は平成 29年 9月 16日（金）まで＞ 

 

版下送付搬入先（咳嗽研究会運営事務局） 

〒921-8836石川県野々市市末松 3-570いしかわ大学連携インキュベータ 203  

株式会社キュービクス 丹野 博 宛 TEL:076-201-8821 FAX：076-248-8832 

 発行部数：500部 配布対象：日本咳嗽研究会会員および当日参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL:076-201-8821
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2.  共催講演ないし自由セミナー募集内容 

 

平成 29 年 10 月 28 日（土） 開催時（予定） 共催費 

（消費税込） 

募集件数 

自由セミナー 9:00-11:30 50,000 円 １件 

特別講演 

演者： 

相良博典先生（昭和大学呼吸器・ア

レルギー内科教授） 

吉原重美先生（獨協医大小児科教授） 

加藤士郎先生（筑波大学臨床教授） 

山田武千代先生（秋田大学耳鼻咽喉

科教授） 

12:00-19:00 

 

講演時間は各

約 30 分 

100,000 円 ４件 

 

 共催費用には（A）会場費用・（B）機材関係費用が含まれます。請求書は

申込書受領後に発行いたします。 

特別講演は、演者の交通費手配のみ参加企業の負担でお願い致します。 

座長/講師の謝礼は、研究会よりお支払い致します。 

案内状など書類作成については、参加企業にお任せ致します。 

作成される場合は、申込期限 平成 29年 8月 31日までと致します。 

 平成 29 年 9 月 1 日以後のお取り消しは一切お受けできかねますので、ご

了承ください。 

 

 

3. 自由セミナーの会場利用希望企業募集内容 

 午前 9 時から 11 時半までの会場が空いておりますので、何かセミナー等に利用し

たいと考えております。 

 咳嗽疾患の教育セミナー、吸入指導、禁煙講演、エピペン講習、在宅医療など何で

も構いません。企業の企画に沿いますので、会場利用希望企業も募集致します。 

 

 

4．申込み先：第 19回日本咳嗽研究会運営事務局 

          東京アレルギー・呼吸器疾患研究所 渡邉直人 

〒111-0051 東京都台東区蔵前1-8-6リバーサイドタワー蔵前1F 

蔵前内科クリニック内 
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TEL: 03-3864-8998 

FAX: 03-3864-9981 

E-mail: drnaotow@jiu.ac.jp 

 

5．金銭の振込先 

恐れ入りますがお振込の際の手数料はご負担ください。 

 

 振込先 

 銀 行：みずほ銀行浅草支店 店番号６１８ 

 口座名：第１９回日本咳嗽研究会 会長 渡邉直人（ワタナベ ナオト） 

 口 座：普通１０５３１１７ 

 入金期限：平成 29年 10月 20日（金）までにご入金をお願い申し上げます。 

 

 

 学術研究会への拠出金に関する情報公開の同意書について 

 貴社からの拠出金額について、企業活動と医療機関等との関係の透明性を確保する  

 ため、日本製薬工業協会、日本医療機器産業連合会等の団体および、貴社の定める 

 指針に従い、ウェブサイト等を通じた情報公開に同意します。 

 書類の提出が別途必要な場合は、提出先（〒番号を含む送付先・連絡先・担当者名）  

 を明記の上、運営事務局宛にメール添付もしくは郵送にてお送りください。
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第 1９回日本咳嗽研究会 

事務局：東京アレルギー・呼吸器疾患研究所 

〒111-0051 東京都台東区蔵前1-8-6リバーサイドタワー蔵前1F  

           蔵前内科クリニック内 

TEL: 03-3864-8998 

FAX: 03-3864-9981 

E-mail: drnaotow@jiu.ac.jp 

渡邉直人 宛 

 

平成 29年  月  日 

下記の通り申込みいたします。（該当に○印） 

 

・広告 

      ・B5 版(１色モノクロ) 表紙裏 100,000 円 

      ・B5 版(１色モノクロ) 裏表紙裏 100,000 円 

            ・B5 版(１色モノクロ) 60,000 円  

            ・B6 版(１色モノクロ) 40,000 円 

              金額（      ）円 

・共催講演 ・自由セミナー 50,000 円 

       ・特別講演  100,000 円 

       金額（      ）円 

 

 

貴社名 ご担当者 

ご住所 

〒 ご所属 

ＴＥＬ                 ＦＡＸ 
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第 19 回日本咳嗽研究会収支予算案 

 

   
（単位：円) 

収入 項目 摘要 金額 

 
参加費収入 3,000円×100名 300,000 

 
寄付金収入   850,000 

 
共催講演収入   450,000 

 
広告費収入   900,000 

 
その他収入 

 
0  

 
  収入計① 2,500,000 

 
  前年度繰越金② 0 

 
  収入合計③=①+② 2,500,000 

 
      

    
支出 項目 摘要 金額 

 
会場運営費 機材関係費・委託費 200,000 

 
会場賃借費 会場使用料 250,000 

 
報酬 講師などの謝礼・交通費と、その源泉税 350,000 

 
人件費   30,000 

 
印刷費 プログラム 900,000 

 印刷費 チラシ 100,000 

 
通信費 

プログラム・チラシ等発送費用・ 

封筒・郵便 
70,000 

 
運営事務費 書類作成・機材運搬 80,000 

 
意見交換会 ブッフェ・飲み物 300,000 

 
旅費交通費 スタッフ交通費など  20,000 

 
  小計 2,300,000 

 
  消費税（8%） 184,000 

 
雑費 振込手数料など、上記以外のもの 16,000 

 
  支出計 2,500,000 

 

 

 


