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ご挨拶 

謹啓 

時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

この度、第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会を令和 2 年 3 月 26 日（木）〜3 月 27 日（金）

の 2 日間、学術総合センター（東京都千代田区）にて開催する運びとなりました。今回の学術集会のテーマ

は「これからの 12 年を設計する」といたしました。 

 日本医療教授システム学会は 2007 年 12 月に任意団体として設立され 2019 年 5 月に一般社団法人化され

ました。今回の学術集会では本学会のこれまでの 12 年の活動や成果と社会や医療教授システムに関わる学

術領域の動向を縦断的・横断的に俯瞰し、本学会のこれからの 12 年の基本的な設計図と設計図に基づく具

体的な成果物を提示したいと考えています。 

 本学会は 2000 年当時のトレンドであった患者安全とシミュレーション教育というコンセプトに反応し設

立に至りました。本学会でも患者安全を達成するために必要な知識と技術を教えるためにさまざまな活動

を行ってきました。このタイプ（将来必要となる知識体系と技術を教える、learn to タイプ）の学習だけ

では臨床のパフォーマンスを向上することが難しいことから、learn from タイプ（失敗から学ぶ：事例ベ

ース推論、精緻化理論）の学習の重要性が指摘されています。本学会では learn from タイプの学習を支援

するためにゴールド・メソッド（Goal-Oriented Learning Design：GOLD method）を開発し患者安全

TeamSim 及び救急活動と臨床推論として実装化しました。 

 ゴールド・メソッドは卒前教育・卒後研修と生涯教育をシームレスに連携し「できる」医療職に育つ/育

てる学び方/教授法で、臨床での実践能力を初学者のうちから効果的・魅力的に学習することを支援し、将

来のキャリア発達の基盤となる認知的方略を獲得・構築していきます。学術集会では招待講演「医療者の

働き方改革（予定）」（立教大学経営学部教授中原淳）を行います。「残業学」（中原淳）のなかで、離

職を防ぎ優秀な人材を確保するためのコツとして「人材開発の質で個人の成長を支援する」ことがあげら

れていますが、これを達成するテクノロジーがゴールド・メソッドになります。 

 今回の学術集会では医療職個人のキャリア発達そして病院・ケア施設や教育機関や地域医療・包括ケア

の人材育成（「できる」医療職に育つ/育てるしくみ）、そして医療者の働き方改革に関わる医療教授シス

テムのテクノロジー、すなわち希望のテクノロジーを示し、参加者それぞれのこれからの 12 年を設計して

頂く一助になればと考えています。 

 

 本学術集会を開催する経費は参加者からの参加費を当てる予定ですが、必要な経費をまかなうには十分

ではありません。本学術集会のプログラムの成果をあげ医療職の学び方・働き方を改善するためには各方

面からのご支援をお願いしなければならない状況にあります。つきましては甚だ恐縮ですが、本学術集会

の趣旨にご賛同いただき何卒ご支援をいただけますよう心からお願い申し上げます。 

 末筆ながら貴社の益々のご繁栄をご祈念申し上げます。 

謹白 

第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

会長 池上 敬一 

三条しただ郷クリニック 院長、日本医療教授システム学会 代表理事 
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開 催 概 要 

 

1. 学会の名称  

和文名：第 12回日本医療教授システム学会総会・学術集会 

英文名：The 12th Academic Meeting of Japanese Society for  

Instructional Systems in Healthcare 

 

2. 会長  

池上 敬一（三条しただ郷クリニック 院長、日本医療教授システム学会 代表理事） 

 

3. 会期 

2020 年 3月 26日(木) ～ 27日(金) 

     ※3月 28日（土）は併設コースを開催いたします。 

 

4. 会場 

学術総合センター 一橋講堂 

（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター2階） 

 

5. 開催の目的 

標準的な医療を安全・確実に提供できる医療職の育成に資するための学術的活動を行うこと 

を目的としています。 

 

6. テーマ 

  「これからの 12年を設計する」                          

 

7. 参加予定者数 

  約 480名 

 

8. 予定プログラム 

  会長講演、招待講演、特別講演、教育講演、ランチタイムセッション、事例検討会、一般演題

（ポスター発表）、共催セミナー、企業展示ハンズオンセミナー 等 

 

9. 運営事務局 

  有限会社 あゆみコーポレーション 

  〒550-0001 大阪市西区土佐堀 1丁目 4-8 日栄ビル 703A 

  TEL.06-6131-6605  FAX.06-6441-2055 

E-Mail：jsish2020@a-youme.jp 
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10. 収支予算 

   

収入の部                                                   （単位：千円） 

 費 目 金 額 摘 要 

1 参加費 5,260 参加者 480 名想定 

2 抄録集広告料収入 385 プログラム集掲載広告 

3 展示収入   373  

4 ＨＰバナー広告料収入   132  

5 寄付金   150  

 合計（1-5） 6,300  

 

支出の部                                                   （単位：千円） 

 費 目 金 額 摘 要 

1 準備費 1,900  

  抄録組版、印刷費 500  

 HP 作成、管理費 250  

  その他印刷費 150 チラシ、封筒、参加証等 

  通信、運搬費 100 郵送代、電話代等 

  参加登録受付費 100 事前参加登録受付費 

  演題登録受付費 100 演題登録処理費 

  会議費 200 実行委員会開催費 

  事務費 500 発送作業費、消耗品費 

2 運営費 3,931  

  人件費 365 運営スタッフ、アルバイトスタッフ 

  会場、設備関係費 2,000 会場費、機材費、設営費、軽食費 

  看板装飾費 780 ポスターパネル、基礎小間、誘導看板費 

  招聘関係費 400 非会員講師、謝礼、宿泊、交通費 

  消耗品費 386 ネームカードホルダー、文具等 

3 事後処理費 80  

  会計報告 70 会計監査、源泉徴収等 

  印刷費 10 お礼状印刷他 

4 業務委託費 389  

 合計（1-4） 6,300  
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第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会開催にあたり、学会員および参加者に抄録集

を配布いたします。つきましては、抄録集への広告掲載について以下の通り募集させていただき

ます。ご協賛を賜りたく、お願い申し上げます。 

 

◆募集内容 

媒 体 名： 第 12回日本医療教授システム学会総会・学術集会 抄録集 

部数／版型： 500 部／A4 判（枠 天地 297mm×左右 210mm） 

発 行 予 定： 2020年 2月下旬頃 

媒体制作費： 500,000円（予定） 

広告料（抄録集）目標金額：756,000円 

広告掲載料： 

  

募集ページと予定数 金額（税込） 

表 4モノクロ 1頁  （募集数 1 口） ¥77,000 

表 2モノクロ 1頁  （募集数 1 口） ¥55,000 

表 3モノクロ 1頁  （募集数 1 口） ¥55,000 

後付モノクロ 1頁  （募集数 3 口） ¥33,000 

後付モノクロ 1/2頁 （募集数 6 口） ¥16,500 

 

 

原 稿 規 定： データ（要刷見本）での入稿を基本とします。 

【データ送付先】E-mail: jsish2020@a-youme.jp 

※完全版下データをメールに添付いただくか、CD-ROM または DVD にてご送付く

ださい。原稿は必ず「PDF」にしたデータもご送付ください。なお、原稿の返却

ご希望の場合には返送用封筒を切手貼付の上同封してください。 

締 切 日： 申込締切 2019 年 12 月 27 日（金）、原稿締切（必着）2020年 1月 10 日（金） 

広 告 申 込： 別紙「申込書②」に必要事項記載の上、運営事務局に FAXにてお送りください。 

原稿送付先も同様となります。 

広告料振込： 運営事務局から発行します請求書の日付から 1 ヶ月以内に広告掲載費用を指定

の学会口座（請求書に記載）へお振込ください。また、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。振込み手数料は御社にてご負担

ください。 

表 4,2,3については、複数のお申し込みがあった場合、12月 27日（金）以降に

主催者側にて決定させていただきご連絡申し上げます。 

抄録集完成後、見本誌 1 部をお送りさせていただきます。  

広告掲載募集（抄録集）について 
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FAX：06-6441-2055 または E-Mail：jsish2020@a-youme.jp 

第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 運営事務局 行 

 

第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 
広告掲載（抄録集）申込書 

 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：  

 

◆ご希望のものにレ印をお付けください。 

募集ページ 金額（税込） 申込み 

表 4 モノクロ 1頁  ¥77,000   

表 2 モノクロ 1頁   ¥55,000   

表 3 モノクロ 1頁  ¥55,000   

後付モノクロ 1頁   ¥33,000   

後付モノクロ 1/2頁  ¥16,500   

 

この申込書が届いた後、請求書をお送りいたします。 

（表紙 4,2,3につきましては 2019年 12月 27日以降にご請求書を発行致します。） 

 

 

 

申込締切 2019 年 12 月 27 日（金） 

原稿締切（必着）2020 年 1 月 10 日（金） 

 

 

 

申込書② 

←ご希望の会場の 

「申込み」欄に○を 

入れてください。 
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第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会専用ホームページにバナー広告スペ

ースを設けます。つきましては、このバナー広告掲載について以下の通り募集させてい

ただきます。 

ご協賛を賜りたく、お願い申し上げます。 

 

◆募集内容 

媒  体  名：第 12回日本医療教授システム学会総会・学術集会ホームページ 

http://jsish2020.umin.jp/ 

 

掲載期間  ：2019年 9月上旬以降から受付次第～会期終了まで 

 

広告掲載料：44,000 円（税込） 

 

広告データ：バナー広告データは貴社でご準備願います 

 

その際、以下の仕様を満たすようにご留意ください。 

1) 天地 50×左右 200ピクセル、50KB以内 

2) GIF 、GIFアニメ、JPEG  

【データ送付先】E-mail: jsish2020@a-youme.jp 

 

募  集  数：2社 

 

申込締切日：2020年 1月 31日（木）（スペースが埋まり次第、募集終了といたします。） 

 

原稿締切日：2020年 2月 5日（水） 

 

広告申込  ：別紙「申込書③」に必要事項記載の上、運営事務局に FAXにてお送りください。 

 

広告料振込： 

運営事務局から発行します請求書の日付から 1ヶ月以内に広告データ費用を指定の学会口座（請 

求書に記載）へお振込ください。また、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。振込み手数料は御社にてご負担ください。 

 

そ  の  他：リンク先が年会に相応しくないと運営事務局が判断した場合、掲載をお断りする

場合がございますので予めご了承ください。  

広告掲載募集（HP バナー）について 

 

http://jsish2020.umin.jp/
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FAX：06-6441-2055 または E-Mail：jsish2020@a-youme.jp 

第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 運営事務局 行 

 

第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 
広告掲載（HP バナー）申込書 

 

貴社名
フリガナ

：  

ご担当者名
フリガナ

： ご所属：  

ご住所：〒  

TEL： FAX：  

E-mail：  

 

◆Check Boxにレ印を入れてお申し込みください。 

 

□ 44,000 円のホームページバナー広告に申し込みます。 

 

 

この申込書が届いた後、請求書をお送りいたします。 

 

 

 

 

 

申込締切日：2020年 1 月 31 日（金） 

原稿締切日：2020年 2 月 5 日（水） 

  

申込書③ 
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以上 

学術総合センター内に展示ブースのスペースを設けます。ポスター会場、講演会場などが同一フ

ロアにあり、参加者の目につき易く、多くの来場者が見込めるものと思います。是非ともご協賛を

賜りたく、お願い申し上げます。 

 

◆概要 

場    所：学術総合センター内（2階予定） 

スケジュール：搬入：3月 25日（水）17:00～21:00（予定） 

展示：3月 26日（木）10:00～18:00（予定） 

3月 27日（金）9:00～17:00（予定） 

【企業展示】  

募集小間数：6小間 

※出展申込書を受付後、出品物の種類・形状・小間数等を考慮の上、出展者にご連

絡いたします。出展社はこの割当てに対する異議申し立てはできませんのでご了承

ください。 

出 展 料：1小間： 55,000円（税込） 

※お申込み後、ご請求書を発行いたします。 

仕    様： 

・机：（幅 150cm×奥行き 60cm×高さ 70cm×1台 

・ハンズオンセミナーを行っていただいても構いません。   

【書籍展示】  

募 集 数：1社 

出 展 料：33,000円（税込） 

※お申込み後、ご請求書を発行いたします。 

申込社多数の場合は別途ご連絡いたします。 

仕    様：幅 150cm×奥行き 70cm×高さ 75cm の机 8本を予定 

       （机は可動式で離れております。） 

       会場内の電源コンセントの利用可（100V の予定） 

 

◆申 込 み：別紙「申込書④」に必要事項を記載の上、2020年 1月 10日（金）までに 

運営事務局に FAXにてお申込みください。 

 

 

◆出展物の売買の禁止 

  会期中、現金と引換に出展物を引き渡すことを禁止します。ただし、年会が認めたもの、書籍展示は

許可いたします。 

 

◆会場・会期・開催場所の変更 

やむを得ない事情により会場、会期及び開催時間を変更する場合があります。この変更を理由として

出展申込みを取り消すことはできません。また、これによって生じた損害は補償しません。 

展示ブース出展について 
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◆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。 

・2020年2月1日（土）以降のキャンセルの場合：出展料の50％  

・2020年3月1日（日）以降のキャンセルの場合：出展料の100％ 

 

◆透明性ガイドラインに関する同意について  

1）企業展示会に要した費用に関して、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、各社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、学会寄付金に関する「学会名」とその「金額」を貴社のウェブサイ

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。 

 

◆その他 

・各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の盗難・紛失・災害に対する補償等は学術集会

では負いかねますのでご了承ください。 

・展示物が本展示会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。 

 

◆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ヶ月以内に出展料総額を指定の学会口座（請求書に記載）

へお振込ください。また、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。振込手

数料は御社にてご負担ください。また期限までにお支払いのない場合は、申込を取消しとさせていただ

くことがございますので予めご了承ください。 
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FAX：06-6441-2055 または E-Mail：jsish2020@a-youme.jp 

第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 運営事務局 行 

 

第 12 回日本医療教授システム学会総会・学術集会 
展示会申込書 

※ 申込み予定小間数に達した場合は期日前でも締め切ることがありますのでお早めにお申込ください。 

1．出展申込者                     

フリガナ 

貴社名                    
 

  

ご所属                       

フリガナ 

ご担当者                       

住所 
（〒           ） 

              

TEL/FAX TEL：                   FAX：                   

E-mail                       

 

2．企業展示 
                     

小間タイプ 長机×1台 

申込小間数 （    ）小間  ×  55,000 円（税込み） ＝ （                 ）円 

出展物 

（予定の展示品目をお書きください。） 

 

3．書籍展示 

 書籍展示に希望いたします。33,000 円（税込） 

←○をつけてご提出ください。 

 

4．希望事項欄                     

                         

                         

                         

                         

                         

申込締切：2020 年 1 月 10 日（金） 

申込書④ 
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