長野呼吸療法研究会 in 相澤病院

開催趣意書

会 期：2019 年 6 月 30 日（日）
会 場：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール（長野県松本市本庄 2-5-1）
責任者：松尾 昌 （長野呼吸療法研究会 理事長）

開催趣意書

謹啓
貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。
2019 年 6 月 30 日（日）に長野呼吸療法研究会 in 相澤病院を長野県松本市に於いて開催する事とな
りました。
長野呼吸療法研究会は、医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士など、呼吸療法に携
わるすべての職種が集い、明日からの呼吸療法へ役立つ内容を提供する研究会です。
本研究会のテーマは「チームで実践する急性期リハビリテーション～呼吸ケアとアウトカム獲得の観
点から～」
といたしました。
呼吸療法の中でも注目されております急性期リハビリテーションに関して、
呼吸状態の評価から体位管理、排痰補助、良肢位保持などの実技を行い、最終的にはチームで実践でき
ることを目指します。呼吸療法に携わるすべての職種の皆さんにとって、明日の現場につながる有意義
な研究会にしたいと思っております。
長野呼吸療法研究会 in 相澤病院を主催し運営いたしますに当たり、本来ならば研究会参加費で運営
を賄うところですが、諸般の事情により各種経費を必要とすることから、共催、協賛、寄付などのご援
助を賜りたくお願いを申しあげる次第でございます。諸経費ご多難の折り、誠に恐縮でございますが、
本研究会の趣旨をご理解いただき、ご支援いただけますようお願い申し上げます。概要については別紙
にてご案内申し上げますので、ご一読をお願い申し上げます。
末筆ではございますが、貴社の益々の御発展を心よりお祈り申し上げます。
謹白
2019 年 3 月
長野呼吸療法研究会
理事長

松尾 昌

〈開催概要〉
1.

会議の名称
長野呼吸療法研究会 in 相澤病院
（ホームページ https://naganorc.jimdo.com/）

2.

責任者
松尾 昌
長野呼吸療法研究会 理事長
茅野市・原村・諏訪市の組合立 諏訪中央病院 臨床工学科 臨床工学技士

3.

開催期日
2019 年 6 月 30 日（日）
9 時 30 分から 16 時 00 分

4.

開催場所
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール
〒 390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1 電話番号 0263-33-8600

5. 講師
木村 雅彦 先生
理学療法士（専門理学療法士（内部障害）
、認定理学療法士（循環）
）
杏林大学保健学部理学療法学科 准教授
6.

開催計画の概要
6.1

メインテーマ
「チームで実践する急性期リハビリテーション ～呼吸ケアとアウトカム獲得の観点から～」

6.2

到達目標（予定）

（1）

人工呼吸管理中の患者の呼吸状態を評価できる

（2）

体位管理と離床の意義について説明できる

（3）

人工呼吸管理中の患者に対する換気および排痰補助を適切に実践できる

（4）

人工呼吸管理中の患者に対する体位変換と良肢位保持を適切に実践できる

（5）

人工呼吸管理中の患者に対する離床をチームで討論しながら適切に実践できる

6.3

参加者数（予定）
30 名

6.4

対象者
呼吸療法に携わっている医療従事者
医師、看護師、リハセラピスト、臨床工学技士など

7.

組織構成役員（順不同）
責任者

松尾 昌（長野呼吸療法研究会 理事長）

開催施設顧問 三澤賢治（社会医療法人財団慈泉会相澤病院 呼吸器外科医長）
副責任者

矢嶋恵理（長野呼吸療法研究会 副理事長）
谷内耕平（長野呼吸療法研究会 監事）

委員

長野呼吸療法研究会 役員：池田武史 飯田英明 高原有貴 近藤晃永
五十嵐魁 桜沢貴俊 林 優作 三浦旬子

8.

予算
（単位：円）

【収入の部】

【支出の部】
科目

金額

科目

金額

参加費（5000 円/1 名）

150,000 講師謝礼

共催

100,000 講師交通費

20,000

広告協賛

180,000 講師宿泊費

15,000

収入計

430,000

120,000

アメニティー

30,000

昼食

30,000

スタッフの昼食とアメニティー

30,000

スタッフ交通費

45,000

スタッフ宿泊費

60,000

事務消耗品

40,000

通信運搬費

40,000
支出計

430,000
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〈共催募集要項〉
【会議開催概要】
1.

会議の名称：長野呼吸療法研究会 in 相澤病院
（ホームページ https://naganorc.jimdo.com/）

2.

開催時期：2019 年 6 月 30 日（日）9 時 30 分から 16 時 00 分

3.

開催場所：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール
（〒 390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1

4.

電話番号 0263-33-8600）

責任者：松尾 昌
長野呼吸療法研究会 理事長
茅野市・原村・諏訪市の組合立 諏訪中央 病院 臨床工学科 臨床工学技士

5.

参加者数（予定）
：30 名

【共催セミナー運営要項】
1. 開催形式
長野呼吸療法研究会と貴社との共催
2. テキスト等への記載方法
共催：〇〇〇〇株式会社
（注）複数社にてご共催の場合は、
共催：〇〇〇〇株式会社／⬜⬜⬜⬜株式会社
複数企業との共催開催も可能と致します。
掲載場所は、長野呼吸療法研究会に一任とさせて頂きます。
3. プログラム編成
長野呼吸療法研究会と貴社との協議の上、検討させて頂きます。
4. 講師の選定
長野呼吸療法研究会と貴社との協議の上、検討させて頂きます。
5. 共催関係費用負担について
共催費用に含まれるもの
・講演会場費/付帯設備費
・音響関係費/照明関係費
・会場機材費
・冷暖房費
・運営費
6. 日程・会場決定について
長野呼吸療法研究会と貴社との協議の上、検討させて頂きます。

7. 申込方法
下記サイト（長野呼吸療法研究会ホームページ → 関係企業様）より必要書類ダウンロード、御記
入の上、ファイルを長野呼吸療法研究会 電子メール（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メー
ルにてお申込み下さい。
申込受理後の解約は、原則として認めかねます。
（https://naganorc.jimdo.com/%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%A7%98/）
8. 申込締め切り
2019 年 6 月 1 日
（注）お申込多数の場合は、お申込みの先着順とさせていただきますのでご了承下さい。
9. 共催費用
仕様

No.
1

共催

募集口数（2 口）

料金（円）
50,000 円

10. 共催費用のご入金
共催費用のご入金は指定口座に大会前日までにお振込みを御願いします。大会前日までにお振込み
が難しい場合は別途御連絡を御願い致します。
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〈広告協賛募集要項〉
【会議開催概要】
1.

会議の名称：長野呼吸療法研究会 in 相澤病院
（ホームページ https://naganorc.jimdo.com/）

2.

開催時期：2019 年 6 月 30 日（日）9 時 30 分から 16 時 00 分

3.

開催場所：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール
（〒 390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1

4.

電話番号 0263-33-8600）

責任者：松尾 昌
長野呼吸療法研究会 理事長
茅野市・原村・諏訪市の組合立 諏訪中央 病院 臨床工学科 臨床工学技士

5.

参加者数（予定）
：30 名

【広告協賛セミナー運営要項】
1. 開催形式
長野呼吸療法研究会と貴社との広告協賛
2. 広告掲載媒体
長野呼吸療法研究会 in 相澤病院テキスト
3. テキスト等への掲載方法
広告掲載場所は、長野呼吸療法研究会に一任とさせて頂きます。
4. 配布対象
対象参加者および関係者
5. 配布部数
A4 版テキスト 80 部
6. 申込方法
下記サイト（長野呼吸療法研究会ホームページ → 関係企業様）より必要書類ダウンロード、御記
入の上、ファイルを長野呼吸療法研究会 電子メール（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メー
ルにてお申込み下さい。
申込受理後の解約は、原則として認めかねます。
（https://naganorc.jimdo.com/%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%A7%98/）
7. 申込締め切り
2019 年 6 月 1 日
（注）お申込多数の場合は、お申込みの先着順とさせていただきますのでご了承下さい。
8. 版下送付締め切り
2019 年 6 月 1 日
9. 版下送付先
版下は、長野呼吸療法研究会 電子メール（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メールにて送付
下さい。なお、版下は完全版下（可能な限り電子データ）でご送付下さい。

10. 広告協賛費用
仕様

No.
1
2

広告協賛 A4 版大会テキスト 1 ページサイズ カラー
（掲載後付）

募集口数（2 口）

広告協賛 A4 版大会テキスト 1/2 ページサイズ カラー
（掲載後付）

募集口数（8 口）

料金（円）
30,000 円
15,000 円

11. 広告協賛費用のご入金
広告協賛費用は指定口座に大会前日までにお振込みを御願いします。大会前日までにお振込みが難
しい場合は別途御連絡を御願い致します。
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〈ドリンク協賛募集要項〉
【会議開催概要】
1. 会議の名称：長野呼吸療法研究会 in 相澤病院
（ホームページ https://naganorc.jimdo.com/）
2. 開催時期：2019 年 6 月 30 日（日）9 時 30 分から 16 時 00 分
3. 開催場所：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール
（〒 390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1

電話番号 0263-33-8600）

4. 責任者：松尾 昌
長野呼吸療法研究会 理事長
茅野市・原村・諏訪市の組合立 諏訪中央 病院 臨床工学科 臨床工学技士
5. 参加者数（予定）
：30 名
【ドリンク協賛セミナー運営要項】
1. 開催形式
長野呼吸療法研究会と貴社とのドリンク協賛
2. テキスト等への記載方法
ドリンク協賛：〇〇〇〇株式会社
（注）複数社にてご協賛の場合は、
ドリンク協賛：〇〇〇〇株式会社／⬜⬜⬜⬜株式会社
複数企業とのドリンク協賛も可能と致します。
掲載場所は、長野呼吸療法研究会に一任とさせて頂きます。
3. 提供希望本数
100 本
（注）本数やご提供飲料種類に関しては、具体的に別途お打合わせさせて頂くことになりますので
宜しく御願い致します。
4. 申込方法
下記サイト（長野呼吸療法研究会ホームページ → 関係企業様）より必要書類ダウンロード、御記
入の上、ファイルを長野呼吸療法研究会 電子メール（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メ
ールにてお申込み下さい。
申込受理後の解約は、原則として認めかねます。
（https://naganorc.jimdo.com/%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%A7%98/）
5. 申込締め切り日
2019 年 6 月 1 日
（注）お申込多数の場合は、お申込みの先着順とさせていただきますのでご了承下さい
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〈協賛募集要項〉
【会議開催概要】
1.

会議の名称：長野呼吸療法研究会 in 相澤病院
（ホームページ https://naganorc.jimdo.com/）

2.

開催時期：2019 年 6 月 30 日（日）9 時 30 分から 16 時 00 分

3.

開催場所：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール
（〒 390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1

4.

電話番号 0263-33-8600）

責任者：松尾 昌
長野呼吸療法研究会 理事長
茅野市・原村・諏訪市の組合立 諏訪中央 病院 臨床工学科 臨床工学技士

5.

参加者数（予定）
：30 名

【協賛セミナー運営要項】
1. 開催形式
長野呼吸療法研究会と貴社との協賛
後援と同義ではありますが、人員、物品等を提供するなど積極的な援助と致します。
2. テキスト等への記載方法
協賛：〇〇〇〇株式会社
（注）複数社にてご協賛の場合は、
協賛：〇〇〇〇株式会社／⬜⬜⬜⬜株式会社
複数企業との協賛開催も可能と致します。
掲載場所は、長野呼吸療法研究会に一任とさせて頂きます。
3. 申込方法
下記サイト（長野呼吸療法研究会ホームページ → 関係企業様）より必要書類ダウンロード、御記
入の上、ファイルを長野呼吸療法研究会 電子メール（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メー
ルにてお申込み下さい。
申込受理後の解約は、原則として認めかねます。
（https://naganorc.jimdo.com/%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%A7%98/）
4. 申込締め切り
2019 年 6 月 1 日
（注）お申込多数の場合は、お申込みの先着順とさせていただきますのでご了承下さい。
5. 協賛社数
10 社
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〈後援募集要項〉
【会議開催概要】
1.

会議の名称：長野呼吸療法研究会 in 相澤病院
（ホームページ https://naganorc.jimdo.com/）

2.

開催時期：2019 年 6 月 30 日（日）9 時 30 分から 16 時 00 分

3.

開催場所：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール
（〒 390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1

4.

電話番号 0263-33-8600）

責任者：松尾 昌
長野呼吸療法研究会 理事長
茅野市・原村・諏訪市の組合立 諏訪中央 病院 臨床工学科 臨床工学技士

5.

参加者数（予定）
：30 名

【後援セミナー運営要項】
1. 開催形式
長野呼吸療法研究会と貴社との後援
原則として名義使用の承認に限ります。
2. テキスト等への記載方法
後援：〇〇〇〇株式会社
（注）複数社にてご協力の場合は、
後援：〇〇〇〇株式会社／⬜⬜⬜⬜株式会社
複数企業との後援開催も可能と致します。
掲載場所は、長野呼吸療法研究会に一任とさせて頂きます。
3. 申込方法
下記サイト（長野呼吸療法研究会ホームページ → 関係企業様）より必要書類ダウンロード、御記
入の上、ファイルを長野呼吸療法研究会 電子メール（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メー
ルにてお申込み下さい。
申込受理後の解約は、原則として認めかねます。
（https://naganorc.jimdo.com/%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%A7%98/）
4. 申込締め切り
2019 年 6 月 1 日
（注）お申込多数の場合は、お申込みの先着順とさせていただきますのでご了承下さい。
5. 後援社数
10 社
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〈労務提供募集要項〉
【会議開催概要】
1. 会議の名称：長野呼吸療法研究会 in 相澤病院
（ホームページ https://naganorc.jimdo.com/）
2. 開催時期：2019 年 6 月 30 日（日）9 時 30 分から 16 時 00 分
3. 開催場所：社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 ヤマサホール
（〒 390-8510 長野県松本市本庄 2-5-1

電話番号 0263-33-8600）

4. 責任者：松尾 昌
長野呼吸療法研究会 理事長
茅野市・原村・諏訪市の組合立 諏訪中央 病院 臨床工学科 臨床工学技士
5. 参加者数（予定）
：30 名
【労務提供セミナー運営要項】
1. 労務内容
会場設営、会場進行、誘導
2. 総要請人数
10 名程度
3. 申込方法
下記サイト（長野呼吸療法研究会ホームページ → 関係企業様）より必要書類ダウンロード、御記
入の上、ファイルを長野呼吸療法研究会 電子メール（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メ
ールにてお申込み下さい。
申込受理後の解約は、原則として認めかねます。
（https://naganorc.jimdo.com/%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%A7%98/）
4. 申込締め切り
2019 年 6 月 1 日
（注）お申込多数の場合は、お申込みの先着順とさせていただきますのでご了承下さい。
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〈各種申込方法〉

下記サイト（長野呼吸療法研究会ホームページ →
関係企業様）より必要書類ダウンロード、御記入の
上、ファイルを長野呼吸療法研究会 電子メール
（nagano.rc.2016@gmail.com）へ添付し電子メール
にてお申込み下さい。
申込受理後の解約は、原則として認めかねます。
https://naganorc.jimdo.com/%E9%96%A2%E4%BF%82%E4%BC%81%E6%A5%AD
%E6%A7%98/

（連絡先）
長野呼吸療法研究会
電子メールアドレス nagano.rc.2016@gmail.com

