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 謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、第 68回日本小児保健協会学術集会を令和 3年 6月 18日（金）から 20日（日）の 3日

間にわたり、宜野湾市にある沖縄コンベンションセンターで開催する予定でしたが、当実行委員

会で話し合った結果、 新型コロナウイルスのさらなる感染拡大防止の観点から、皆様の安全を第

一に Web開催とすることにいたしました。 

今回の学術集会のテーマは、沖縄の心を表現した「大きな和」、皆が協力しあうという意味の

「ゆいまーる」、日本古来の「大和の心」、多種多様な人たちを快く受け入れる「和の心」それら

を集約し「大きな和で育む 子どもの未来」と題し、地域で多種多様な人々の心が繋がることで

子ども達の未来を拓いていこうとの思いを込めました。 

 近年、家族を取り巻く環境は大きく変容し、個々のライフスタイルの多様化によって、より複

雑化しております。その反面、社会生活を営むうえでの人間関係や家族関係は希薄化しており、

それに伴う課題は山積してきております。そのような状況のなか今年は、新型コロナウイルス感

染拡大が世界中に大きな衝撃を与え、人々に新しい生活様式をもたらしました。なかでも、ソー

シャルディスタンスが求められることで、子どもの成長に欠かせない人と人とのふれあいや、保

健医療対策の恩恵を享受することが難しくなることが予想されます。 

 第 68回日本小児保健協会学術集会は、どのような社会環境においても、子どもの健やかな未来

を拓くため、親子に寄り添い支援できる社会を目指し多様な視点で課題を共有できる意義のある

学術集会になると考えます。 

 また、母子保健関係者をはじめ保健・医療・行政が連携を図ることで、親や子ども達を地域全

体で支える社会を目指します。 

つきましては、沖縄大会の趣旨をご理解の上、多方面からのご支援を賜りますようお願い申し上

げます。 

末筆になりましたが、皆様の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。 

 

謹白 

 

 

第 68回日本小児保健協会学術集会    

会頭 宮城雅也 
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Ⅰ：開催概要 

名称 

第 68回日本小児保健協会学術集会 

 

会頭 

宮城 雅也 （公益社団法人 沖縄県小児保健協会会長） 

 

テーマ 

大きな和で育む 子どもの未来 

 

開催方式 

Web開催 

 

Web開催 

①オンデマンド配信期間 

2021年 6月 16日（水）～6月 30日（水） 

②リアルタイム配信期間 

2021年 6月 18日（金）～6月 20日（日） 

 

大会事務局 

公益社団法人 沖縄県小児保健協会 

〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川 218-11 番地 

 

運営事務局 

株式会社沖縄コングレ 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1  日本生命那覇ビル 

TEL:098-869-4220 FAX:098-869-4252 E-mail: jsch2021@okicongre.jp 

 

開催計画の概要 

会頭講演、特別企画、教育講演、基調講演、シンポジウム、一般口演（優秀演題）、ポスター

発表、ランチョンセミナー、市民公開講座、総会 

 

参加予定数 

約 1000人（予定）  
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第 68回日本小児保健協会学術集会 実行委員会 

   

会頭 宮城 雅也 公益社団法人 沖縄県小児保健協会会長 

委員長 當間 隆也 わんぱくクリニック 

委員 照屋 明美 沖縄県小児保健協会 

委員 浜端 宏英 アワセ第一医院 

委員 小濱 守安 沖縄南部療育医療センター 

委員 上原 真理子 うえはらこどもクリニック 

委員 棚原 睦子 沖縄県小児保健協会 

委員 屋良 朝雄 那覇市立病院 

委員 比嘉 千賀子 沖縄県八重山保健所 

委員 金城 紀子 琉球大学病院 

委員 野村 れいか 沖縄国際大学 

委員 勝連 啓介 平安病院 
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Ⅱ：募集内容 

 1 Web セミナー募集要項 

 

1．開催日時 

①オンデマンド配信期間 

2021年 6月 16日（水）～6月 30日（水） 

②リアルタイム配信期間 

2021年 6月 18日（金）～6月 20日（日） 

 

2．共催費  

セミナー名 共催費（税抜） 

共催セミナー 1,000,000円 

※複数企業での共同共催も可能です。 

※共催費のご相談は、運営事務局までご連絡ください。 

※プログラムの状況により、開催時間・開催会場数・セミナー・講演数については変更す

る場合があります。 

 

3．配信形式 

オンデマンド配信（14日間）または、リアルタイム配信（1時間）をご選択いただけます。 

・提出いただく収録動画、または配信用 URLのリンクにて配信をいたします。 

 ※なお、配信システムをお持ちでない企業様につきましては、Zoomアカウントを 

ご用意いたします。 

・座長の有無は企業一任とさせていただきます。 

 

 

◆共催費に含まれるもの （基本仕様） 

 ・会期中に講演を放映する権利 

 ・オンライン学術集会のプログラム掲載 

 ・リアルタイム配信（Zoomアカウント）費用 

  

 

◆共催費に含まれないもの 

  ・ポスター、チラシ等印刷制作費 

  ・座長・演者への謝金他、接遇にかかる費用一式 

  ・収録・配信等にかかる費用一式 
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4．お申込方法・申込締切 

同封の「各種セミナー申込書」に必要事項をご記入の上、2021年 3月 1日（月）までに

＜運営事務局＞宛に E-mailまたは FAXにてお申込みください。 

お申込みを頂いてから、＜運営事務局＞より請求書を発行いたしますので、１ヶ月以内

に指定口座にお振込みください。 

お申込み方法の詳細は「Ⅲ：申込要領」をご確認ください。 

 

 

5. 変更・中止 

   主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により､セミナーの開催期間および開催時間

の変更､または開催の中止等を行う場合もあります｡中止の場合、共催費用は返金いたし

ません。また、貴社にてそれまでに要した費用も負担となります｡ 

 

 

6．情報公開について 

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関お

よび医療関係者等に対する研究費、寄付、交流等の支出に関係する情報を、製薬企業が

自社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社が当学会に対して行う学会セミナー費

用の支払いに関し、貴社のウェブサイトで公開されること（開示形式例：第 68回日本小

児保健協会学術集会◯◯◯セミナー：◯◯円）に同意します。  
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 2 企業展示・書籍展示出展要項 

 

1. 掲載媒体 

第 68回日本小児保健協会学術集会 Webページ内 

 

2. 対象 

Web閲覧者 700 名を想定 

 

3. 掲載頁 

Web展示会ページ（予定） 

 

4. 掲載期間 

2021年 6月 16日（水）～6月 30日（水） 

 

5. 掲載項目 

項目 編集 備考 

企業ロゴ 〇 ・形式：.jpg／.jpeg／.png／.gif（動画不可） 

・推奨サイズ：横 640px * 縦 160px 

・容量：200KB 以内 

※ロゴは上記サイズ以外での設置が可能です。この場合、

オリジナル画像の縦横比のまま上記サイズ枠内に収まる

ように配置されます 

出展社名／フリガナ － 運営事務局にて入力 

ブース No － 運営事務局にて入力 

ウェブサイト(URL) 〇 1件のみ登録可 

出展内容 〇 ・色テキスト   ・太字／斜体／下線 

・ハイパーリンク ・横罫線 

・段落／箇条書き ・画像 

住所／TEL／FAX 〇  

担当者名／E-mail 〇 各 1件のみ登録可能 

≪掲載イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業 一覧 企業情報 詳細 
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6. 出展料 

100,000円（税別）／枠 

 

7. お申込方法・申込締切 

(1) 申込締切日  2021年 3月 10日（水）迄 

(2) 申込方法 

同封の「企業展示・書籍展示出展申込書」に小間形態および小間数など必要事項をも

れなくご記入の上、＜運営事務局＞宛に E-mailまたは FAXにてお申込みください。 

 (3) 出展料支払方法 

出展申込書到着後、出展料の請求書を発行いたしますので、1 ヶ月以内に指定口座に

お振り込みください。お支払方法の詳細は「Ⅲ：申込要領」をご確認ください。 

 

7. 変更・中止 

主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により､本企業展示の開催期間および開催時

間の変更､または開催の中止等を行う場合もあります｡ 

中止の場合、出展料は返金いたしません。また、出展者側にてそれまでに要した費用も各

社の負担となります｡ 
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 3 抄録集広告掲載募集要項 

 

1.広告掲載 料金一覧表（消費税別） 

 種 類 広告掲載料（税別） 募集予定数 

1 表 4 カラー 200,000円 1口 

2 表 2・表 3モノクロ 180,000円 各 1口 

3 表 3 対向 モノクロ 150,000円 1口 

4 後付 全頁モノクロ 80,000円 5口 

5 後付 半頁モノクロ 50,000円 6口 

※広告掲載は先着順となります 

 

2.プログラム・抄録集 

■サ イ ズ  A4判タテ 

■印 刷 部 数  1000部 

■制 作 費  1,909,091円（税抜） 

■広告掲載依頼社数  15社（予定） 

■広告収入目標額  1,410,000円（税抜）   

  

  3.お申込方法・申込締切 

  同封の「抄録集広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、2021年 3月 10日（水）まで 

＜運営事務局＞宛に E-mailまたは FAXにてお申込みください。 

広告掲載申込締め切り日     2021年 3月 10日（水） 

広告版下送付締め切り日    2021年 3月 17日（水） 

お申込方法の詳細は「Ⅲ：申込要領」をご確認ください。 

ュツシュウカイ カイトウ ミヤギマサヤ 
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 4 ホームページバナー広告掲載募集要項 

   

1．掲載期間 

2020年 7月～2021年 6月末 

 

2．掲載場所 

第 68回日本小児保健協会学術集会 ホームページ内 

 http://www.okinawa-congre.co.jp/jsch2021  

※ 掲載箇所についての決定は、大会長にご一任くださいますようお願いいたします。 

 

3．バナー広告掲載料金 

1スペース：100,000 円（税別） 

 

1）料金については、貴社のホームページへのリンクを基本としています。リンクを希望

しない場合は、申込書に明記して下さい。ただし、掲載料金は変わりませんので、ご

了承下さい。 

2）バナー等の制作費は含みません。 

 

4．注意事項 

1）掲載企業は、バナー広告およびそのリンク先のホームページの内容、その他バナー広  

 告に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとします。 

2）掲載企業は、バナー広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、掲載企業の責 

任および負担において解決して下さい。 

3）バナー広告の掲載を継続することが適切でないと本学会が判断した場合は、掲載期間 

中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消します。なお、掲載料金の返金・減額・ 

補償は行いません。 

4）バナー広告の掲載を取り下げる場合は、その理由を明記した文書を主催者に提出し、 

承諾を得て下さい。なお、掲載料金の返金・減額・補償は行いません。 

5）天災・事変その他の非常事態の発生等、止むを得ない事態により、ホームページの運 

営を一時停止した場合、掲載料金の減額は行いません。 

6）アクセス回数保障は行いません。 

 

5．掲載できない広告 

  以下に該当する広告は、掲載をお断りします。 

1）本学会が不適切と判断したもの。 

2）責任の所在が不明なもの。 

3）内容および、その目的が不明確なもの。 

4）広告内容に虚偽があるか、または誤認・錯誤される恐れのあるもの。 

5）公正・客観的な根拠なく最大級・絶対的表現を使用しているもの。 

6）犯罪を肯定・美化する等の社会的秩序を乱すような表現・内容であるもの。 

学会 HPQR コード 

http://www.okinawa-congre.co.jp/jsch2021
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7）醜悪、残酷な広告表現で、消費者に不快感を与えるおそれのある表現・内容であるも 

  の。 

8）非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える表現・内容である 

  もの。 

9）不良商法、詐欺的とみなされる表現・内容であるもの。 

10）誹謗中傷・人権侵害・業務妨害となる表現・内容であるもの。 

11）氏名、写真、談話および肖像、商標、著作物等を無断で使用したもの。 

12）利用者の意思に反した動きをする表現、または利用者に誤解を与え、もしくは誤解

を与える恐れのある表現・内容であるもの。 

13）本学会の品位を損なうと判断される表現・内容であるもの。 

14）その時々に施行されている各関係法規・条例・業界規制等に違反する広告。 

 

6．お申込方法・申込締切 

  お申込方法の詳細は「Ⅲ：申込要領」をご確認ください。 

 

   同封の「ホームページバナー広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、 

＜運営事務局＞宛に E-mailまたは FAXにてお申込みください。 
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5 寄付金募集要項 

   

1．名称 

第 68回日本小児保健協会学術集会 

 

2．目標額 

2,000,000円 

 

3．期間 

2021年 3月 10日（水）迄 

 

4．用途 

第 68回日本小児保健協会学術集会の準備および運営の費用 

 

5．払込方法 

本学術集会の趣旨にご賛同賜り、ご協力いただけます場合は、同封の寄付金申込書に必

要事項をご記入の上、下記運営事務局宛へ E-mail、または FAXにてお申込頂き、下記払

込口座へお振込みください。 

     

 

<申込書送付先> 

第 68回日本小児保健協会学術集会 運営事務局 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

株式会社 沖縄コングレ内   

TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252 

E-mail: jsch2021@okicongre.jp 

 

<寄付金払込口座> 

振 込 先：琉球銀行 

支店番号：604 

支 店 名：南風原支店 

預金種目：普通 

口座番号：629398 

口座名義：第 68 回日本小児保健協会学術集会 会頭 宮城雅也 

    （ﾌﾘｶﾞﾅ）ダイロクジュウハチカイニホンショウニホケンキョウカイ 

         ガクジュツシュウカイ カイトウ ミヤギマサヤ 
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Ⅲ：申込要領 

1．申込方法 

別紙の申込書に必要事項をご記入の上、期日までに第 68 回日本小児保健協会学術集会 

運営事務局［（株）沖縄コングレ］まで、HP、E-mailまたは FAXにてお申込み下さい。 

 

2．支払方法 

申込書受領後、請求書をお送りしますので１ヵ月以内に下記口座にお振込み下さい。 

銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

※ 振込手数料は貴社にてご負担下さい。 

※ 小切手等の受領はいたしかねますので、銀行振込によりお支払い下さい。 

※ 期限までにお支払いが無い場合には、お申込みを取り消させていただくことがありま  

  すので、予めご了承下さい。 

 

＜振込口座＞ 

振 込 先：琉球銀行 

支店番号：604 

支 店 名：南風原支店 

預金種目：普通 

口座番号：629398 

口座名義：第 68 回日本小児保健協会学術集会 会頭 宮城雅也 

    （ﾌﾘｶﾞﾅ）ダイロクジュウハチカイニホンショウニホケンキョウカイ 

         ガクジュツシュウカイ カイトウ ミヤギマサヤ 

 

3．各申込締切り日 

 募集内容 申込締切り 広告原稿締切り 

1 共催セミナー 2021年 3月 1日(月) － 

2 企業展示・出展 2021年 3月 10日(水) － 

3 抄録集広告 2021年 3月 10日(水) 2021年 3月 17日（水） 

4 ホームページバナー広告 随時受付 － 

5 寄付 2021年 3月 10日(水)  

 

4．申込・問い合わせ先 

第 68回日本小児保健協会学術集会 運営事務局 

株式会社 沖縄コングレ内 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252 

E-mail: jsch2021@okicongre.jp



 

第 68回日本小児保健協会学術集会  

共催セミナー申込書   

年   月   日 

募集内容を了承し、下記の通り申し込みます。 

 

 

＊お申し込みが重複した場合、先着順とさせていただきます。 

講師（案 ）：                                 

座長（案 ）：                                  

テーマ（案）：                                  

貴社名： 

ご住所：〒 

部署： 担当者： 

TEL： FAX： 

E－mail：  

送付先 

第 68 回日本小児保健協会学術集会 運営事務局 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

株式会社 沖縄コングレ内   

TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252  E-mail: jsch2021@okicongre.jp 

セミナー名 共催費（税込） お申込み☑ 

共催セミナー 1,100,000円 □ 申し込みます 

希望配信形式希望 
お申込み☑ 

※検討中でも、予定を記載してください。 

① オンデマンド配信枠 

（Web開催期間中） 

動画提出 □ 提出 

配信用 URL提出 □ 提出 

② リアルタイム配信枠 

（リアルタイム配信期間中 1時間） 

動画提出 □ 提出 

配信用 URL提出 □ 提出 

FAX: 098-869-4252 申込締切日：2021 年 3 月 1 日(月) 



 

第 68回日本小児保健協会学術集会 

企業展示出展申込書 

年   月   日 

募集内容を了承し、下記の通り申し込みます。 

 

企業展示       小間 書籍展示        小間 

 

◆企業ロゴデータ送付方法  □E-mail      □その他 

 ・形式：.jpg／.png／.gif（動画不可） 

 ・推奨サイズ：横 640px × 縦 160px 

 ・容量：200KB以内 

◆ウェブサイト URLを記載してください。 

                        
◆記載内容問い合わせ先（お申込者と同上の場合は記載不要です。） 

担当者名  

問い合わせ先：TEL  

問い合わせ先：E-mail  

送付先 

第 68回日本小児保健協会学術集会 運営事務局 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

株式会社 沖縄コングレ内   

TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252 E-mail: jsch2021@okicongre.jp 

貴社名： 

御住所：〒 

部署： 担当者： 

TEL： FAX： 

E－mail：  

FAX: 098-869-4252 申込締切日：2021 年 3 月 10 日(水) 



 

第 68回日本小児保健協会学術集会 

抄録集広告掲載申込書 

年   月   日 

募集内容を了承し、下記の通り申し込みます。 

 

 

 

◆原稿（データ、紙焼き）返却について 

※ 原稿を返却希望の場合は学会終了後に返却いたします。  □ 希望する ／ □ 希望しない 

※ E-mail送信によるデータ原稿の場合は、学会終了後にデータを消去いたします。 

＜その他・ご要望＞  

送付先 

第 68回日本小児保健協会学術集会 運営事務局 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

株式会社 沖縄コングレ内  TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252  

E-mail: jansc24@okicongre.jp 

貴社名： 

御住所：〒 

部署： 担当者： 

TEL： FAX： 

E－mail：  

広告種類 単価（税別） 数 量 金額合計 

□ 表 4 カラー 200,000 円   

□ 表 2・表 3 モノクロ 180,000 円   

□ 表 3 対向 モノクロ 150,000 円   

□ 後付 全頁モノクロ 80,000 円   

□ 後付 半頁モノクロ 50,000 円   

FAX: 098-869-4252   申込締切日：2021 年 3 月 10 日（水） 



 

第 68回日本小児保健協会学術集会 

ホームページバナー広告掲載申込書 

年   月   日 

募集内容を了承し、下記の通り申し込みます。 

 

※広告掲載は先着順となります。 

 

 

◆申込内容 バナー広告掲載料 100,000円（税別） 

 

◆自社 HPとのリンク希望    有 ／ 無  （いずれかに○をしてください） 

 

◆リンク先 URL 

 

◆広告原稿データ送付予定日       年       月      日 

 

◆広告原稿データ送付方法  □E-mail      □その他 

 

 

 

 

送付先 

第 68回日本小児保健協会学術集会 運営事務局 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

株式会社 沖縄コングレ内 

TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252 E-mail:  jsch2021@okicongre.jp 

貴社名： 

御住所：〒 

部署： 担当者： 

TEL： FAX： 

E－mail：  

FAX: 098-869-4252       申込締切日：随時受付 



 

第 68回日本小児保健協会学術集会 

寄付申込書 

年   月   日 

募集内容を了承し、下記の通り申し込みます。 

 

別紙の趣意書に基づく第 68回日本小児保健協会学術集会の趣意に賛同し、 

医学会大会の運営費用として寄付いたします。 

金         円也 
 

振 込 予 定 日      年      月      日 

 

<寄付金払込口座> 

＜振込口座＞ 

振 込 先：琉球銀行 

支店番号：604 

支 店 名：南風原支店 

預金種目：普通 

口座番号：629398 

口座名義：第 68 回日本小児保健協会学術集会 会頭 宮城雅也 

    （ﾌﾘｶﾞﾅ）ダイロクジュウハチカイニホンショウニホケンキョウカイ 

         ガクジュツシュウカイ カイトウ ミヤギマサヤ 

送付先 

第 68回日本小児保健協会学術集会 運営事務局 

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル 

株式会社 沖縄コングレ内   

TEL：098-869-4220 FAX：098-869-4252 E-mail: jsch2021@okicongre.jp 

貴社名： 

御住所：〒 

部署： 担当者： 

TEL： FAX： 

E－mail：  

FAX: 098-869-4252  申込締切日：2021 年 3月 10日(水) 


