
 

 

 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会 

協賛趣意書 

 

 

 

 

- 共催セミナー 

- ＷＥＢ企業展示および書籍展示 

- プログラム抄録集広告 

- ＨＰバナー 

- ＰＲ動画（幕間配信） 

- 寄付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   会  期  2021年 12月 11日(土) 

   会  場 国立国際医療研究センター（NCGM） 

     ※ハイブリッド開催(予定) 

会  長   國土 典宏（NCGM・理事長） 

             

 



 



 １．会長挨拶                                                                              

 

 

謹啓 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さてこの度、第6回国際臨床医

学会学術集会を2021年12月11日（土）に、私ども国立研究開発法人国立国際医療

研究センター（NCGM）で開催させていただくことになりました。 

 

私たちの学会は、「国際臨床医学をより学術的な面から追求していくこと、

その活動を通じて国民にとって有益な医療の発展を目指すこと及びその成果

を広く社会への普及に努め、その医療を担う人材を育成し、国内外の本分野

の医療・研究の指導的な役割を果たすこと」を目的に 6 年前に立ち上げられました。 

しかしこの間、私たちの学会活動を取り巻く環境の変化は目まぐるしく、たとえば、昨年の第 5 回学術

集会開催後、COVID-19流行の第 3波、第 4波を私たちは経験し、1日の感染者数がそれぞれ 8,000人近く

報告されました。現在、ピークアウトの傾向は見えているものの、感染者総数は 770,357 人、死亡者総数は

13,872人を数え、1日の感染者数は 2,000人で推移しています（2021年 6月１1日現在）。 

一方、コロナ禍の医療では様々な研究開発が進み、特に mRNA ワクチンという新しいワクチン開発に世界

は成功し、その開発から承認に至る速度、流通の速度、そして極めて高い防御能に次々と驚きを感じてきまし

た。我が国でのワクチン接種体制も整い始め、今年の本学術集会までには大多数の国民がカバーされ、流行

が収束に近づいていることを願いたいと思います。 

そのために、今年の学術集会では、本学会の達成すべき 7つの重点項目（1. 国際協力の推進、2. 「だれ

ひとり取り残されない」対策への配慮、3. 感染症対策、4. 非感染症疾患対策、5. 国境を越える人々への医

療、6. PHCとUHCへの取り組み、7. グローバルヘルス教育）が、今、どのように学会の中で生かされ、学際的

に展開されているか検証します。 

本来学術集会の運営は、会員他の参加費で運営されるべきところですが、コロナ禍での安全・安心な学術

集会運営にかかるWeb配信などの付加的な経費を含め、全経費を参加費だけで賄うことは不可能であり、 諸

団体・諸企業のご支援をお願いせざるを得ないのが現状です。何とぞ事情をご賢察下さり、格別のご援助を賜

りますよう、お願い申し上げます。  

末筆ながら、皆様方の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会、会長 

NCGM理事長 

國土 典宏 

 

 

 



 2．開催概要                                                                              

 

(1)名 称： 第 6回国際臨床医学会学術集会 

 

(2)テーマ：  ポストコロナへ７つの約束 

 

(3)会 長：  國土 典宏（NCGM・理事長） 

 

(4)会 期：  2021年 12月 11日（土） 

 

(5)会 場： 〒162-8655 東京都新宿区戸山 1-21-1  

  国立研究開発法人国立国際医療研究センター（NCGM） 

     ハイブリッド開催（予定） 

 

(6)主 催： 国立研究開発法人国立国際医療研究センター（NCGM） 

 

(7)参加予定数： 300名を予定 

 

(8)プログラム：  会長講演、基調講演、特別講演、教育講演、要望シンポジウム、 

一般演題、ランチョンセミナー等 

 

(9) URL:  https://pco-prime.com/icm2021/ 

 

(10)主催事務局： 〒162-8655 東京都新宿区戸山 1-21-1  

  国立研究開発法人国立国際医療研究センター（NCGM） 

  研究所 熱帯医学・マラリア研究部 内 

  Tel/Fax: 03-3202-7287 

  E-mail: kano@ri.ncgm.go.jp 

 

(11)本学術集会に関するお問い合わせ先（運営事務局）： 

  株式会社プライムインターナショナル 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 フィンチビル２F 

Tel:03-6277-0117  Fax:03-6277-0118 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com  

 

 

 

 

 



 

 3．共催セミナーのご案内                                                                              

 

１．募集要項 

 

(1)開催日程 2021年 12月 11日（土） 

 

(2)発表形式 ハイブリッド開催(予定) 

リモートライブ配信の場合は Zoomを利用し、登壇者は発表拠点から遠隔でログインして

いただきます。 

ホストの管理・運営は第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局で行います。 
          

(3)募集概要 

 

日付 タイプ 時間 企画 共催金（税込） 

12月 11(土) 
スポンサーセミナー 

（ランチョン） 
60分 2 500,000円 

 

 

２．共催費について 

(1)共催費に含まれるもの： 

   - オンライン開催システム費 

   - Zoom アカウントコーディネート費（演者座長 URL 作成含む） 

      - 講演を放映するために必要な基本的な設備費用（サーバー代、システム構築、設営費等） 

   - 参加登録費 3名様分 *事前参加申請必要。一般演題発表予定者、単位取得希望者は対象外。 

 

(2)共催金に含まれないもの： 

   - 座長および演者にかかる諸経費（謝金、交通費、宿泊費） 

     ※座長・講演者との連絡につきましては、基本的に貴社でお願いいたします。 

   - セミナー動画撮影： 動画撮影機材費等 

  ※撮影を運営事務局で承ることも可能です。撮影費は別途見積りとなります。 

  ※撮影を行う場合は、必ず座長演者のご了解をお取りください。 

    - ポスター・チラシ等の制作費用、各社で Web 開催用に作成されたチラシ等の費用 

     ※事前に作成いただいたチラシは WEBプログラムページに掲載させていただいます。 

      - 演者座長の Zoom 利用環境：会場、PC、各インターネット回線、WEBカメラ、ヘッドセット等 

   - 前項「2.発表形式」以外の仕様をご希望の場合は、貴社でお手配をお願いいたします。 

     ※運営事務局でも別途有料で手配可能です。 

     （例）LIVE(会場に集合しての収録) 等 

 

３．共催セミナー開催にあたり 

(1)プログラムについて 

  共催セミナーのテーマ、座長、演者につきましては、可能な限り貴社のご希望を優先させていただ

きますが、調整のうえ、ご相談させて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 



４．お申込みについて 

 

(1)お申込み方法について 

別紙「共催セミナー参申書」に必要事項をご記入の上、2021年 9月 21日(火)までに、FAXまたは、 

メールでご回答ください。 

 

(2)お支払い方法 

共催セミナー申込書受理後、運営事務局より請求書を送付させていただきます。期日までに指定口座に

お振込みください。 

 

<お振込み先>  

三井住友銀行 渋谷支店 

口座番号 普通口座 ８２８１１９４ 

口座名 株式会社プライムインターナショナル研究会口 

 (カブシキガイシャプライムインターナショナルケンキュウカイグチ) 

 

(3)キャンセル料について 

2021年 9月 21日(火)以降のキャンセルについては、一切お受けできません。キャンセルの場合は 100％

のキャンセル料が発生いたします。ご了承ください。 

 

(4)透明性ガイドラインについて 

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｣に基づき、学会等の会合開催

にかかる費用を｢学会名｣「共催セミナー名」の通りに、貴社のウェブサイト上に公開することに同意し

ます。 

 

(5)今後のスケジュールについて(予定)  

 

- 共催セミナー申込み締切り     2021年 9月 21日(火) 

- 日時の調整および決定       2021年 9月下旬 

- 座長および演者、演題調整     2021年 9月下旬 

- プログラム最終決定       2021年 10月上旬 

- 共催セミナー開催要項送付(開催 1ヶ月前)    2021年 11月上旬 

     

  

第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

株式会社プライムインターナショナル内 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 

フィンチビル２F 

Tel:03-6277-0117  Fax:03-6277-0118 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 
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E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com          

Fax:03-6277-0118     
第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

担当: 戸崎、蓮池 宛 

 
      

申込日 年  月  日 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会 

｢共催セミナー申込書｣ 

御社名  

略称とせず、正式名称をご記入ください。「・」や半角スペースなどご注意ください。 

御住所 〒 

 

責任者 役職               氏名 

 

ご担当者 

氏名  

部署  

Tel                Fax: 

E-mail  

※住所欄は、実務ご担当者のご住所をご記入ください。 

※ご記入いただいた個人情報の内容は、学術集会のご連絡以外には使用いたしません。 

下記にご希望等ご記載ください。 

 セミナー名 開催日 金額（税込み）  

ランチョンセミナー 12月 11日(土)   

 

演題および座長・演者(案)について 

演題 

(テーマ) 

 

 

座長           先生 

          先生 

ご所属 

演者           先生 

          先生 

ご所属 

その他(連絡事項、ご要望等) 

 

 

 

 

申込期限：2021年9月21日(火) 

 

mailto:icm2021_secretariat@pco-prime.com


 ４．WEB企業展示および書籍展示のご案内                                                                              

１．募集要項 

(1)開 催 日 程 2021年 12月 11日（土） 

 

(2)出 展 場 所 第 6回国際臨床医学会学術集会 ホームページ内  

 

(3)W E B 展 示 仕 様 出展企業様で作成をお願いいたします。 

   

(4)出 展 対 象 医療機器、検査機器、医薬品、医療情報機器、関連商品、書籍等 

 

(5)募 集 概 要 

種類 単位 募集数 出展料（税込） 掲載方法 

WEB展示 1枠 8社       75,000円 出展製品ページ及び HPリンク 

WEB書籍展示 １リンク 1社 15,000 円 HPリンク 

  ※ 特典：WEB企業展示にお申込みの場合は、1名様に限り参加登録費無料で学術集会にご参加いた 

だけます。 

 

(6)WEB出展仕様(イメージ：予定) 

 

(7)出展社へのご案内開催の 1ヶ月前までに詳細は、事務局よりご案内いたします。 

 

 

２．お申込みについて 

(1)お申込み方法について 

別紙「出展申込書」に必要事項をご記入の上、2021年 10月 21日(木)までに、FAXまたは、メールでご

回答ください。 

 

(2)お支払い方法 

出展申込書受理後、運営事務局より請求書を送付させていただきます。期日までに指定口座にお振込み

ください。 

  

【掲載内容】 

<共通> 

- 社名 

- お問合せ先(E-mail/問い合わせ先リンク) 

 

<選択> 

- 製品紹介動画 

 ・VTR   *動画アプリ使用予定 

 ・資料 

 ・バナー(製品 HPへのリンク)  

上記よりいずれか。 



<お振込み先>  

三井住友銀行 渋谷支店 

口座番号 普通口座 ８２８１１９４ 

口座名 株式会社プライムインターナショナル研究会口 

 (カブシキガイシャプライムインターナショナルケンキュウカイグチ) 

 

(3)キャンセル料について 

2021年 10月 21日以降のキャンセルについては、一切お受けできません。キャンセルの場合は 100％の

キャンセル料が発生いたします。ご了承ください。 

 

(4）透明性ガイドラインについて 

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｣に基づき、学会等の会合開催

にかかる費用を｢学会名｣「企業展示名」の通りに、貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 

 

(5)今後のスケジュールについて(予定)  

- WEB展示/WEB書籍展示出展お申込み締切り        2021年 10月 21日(木) 

- WEB展示/WEB書籍展示掲載データ提出       2021年 11月下旬 

       

 

第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

株式会社プライムインターナショナル内 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 

フィンチビル２F 

Tel:03-6277-0117  Fax:03-6277-0118 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 

 

tel:03-6277-0117
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E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com          

Fax:03-6277-0118     
第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

担当: 戸崎、蓮池 宛 

 

 
     申込日 年  月  日 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会 
｢WEB展示及び WEB書籍展示申込書｣ 

御社名 フリガナ 

 

 

略称とせず、正式名称をご記入ください。「・」や半角スペースなどご注意ください。 

御住所 〒 

 

責任者 役職               氏名 

 

ご担当者 

氏名  

部署  

Tel                Fax: 

E-mail  

※住所欄は、実務ご担当者のご住所をご記入ください。 

※ご記入いただいた個人情報の内容は、学術集会のご連絡以外には使用いたしません。 

下記の通り、WEB展示 WEB書籍販売を申込みます。※ご希望の欄に○をご記入ください。 

 希望数 金額 

WEB展示 (  )枠 75,000円×（  ）枠 

WEB書籍展示 (  )枠 15,000円×（  ）枠 

 

出品予定品目について 

 

 

その他(連絡事項、ご要望等) 

 

 

 

 

申込期限：2021 年 10 月 21 日

(木) 

 

mailto:icm2021_secretariat@pco-prime.com


 ５．プログラム抄録集広告のご案内                                                                              

１．プログラム抄録集広告掲載募集要項 

（１）掲載媒体     第 6回国際臨床医学会学術集会 プログラム抄録集 

 

（２）発行部数   400部 

 

（３）プログラム抄録集制作費用 約 780,000円（予定） 

 

（４）広告掲載料総額    770,000円 

 

（５）配布対象   国際臨床医学会会員および、本学術集会参加者 

 

（６）募集要項   表 4広告 ： カラー 120,000円 1社   

    表 3広告 ： カラー  70,000円 1社 

    表 2広告 ： カラー 100,000円 1社 

    後付１頁 ： モノクロ  50,000円 6社 

   後付 1/2頁： モノクロ  30,000円 6社 

    

※ 特典：表 4、3、2の広告掲載にお申込みの場合は、１名様に限り、参加登録費無料で 

本学術集会に参加いただけます。 

 

2．広告原稿  

広告版下は、A4版、印刷に使用する原稿は、原稿データもしくは、清刷りフィルムでご提出くだ 

さい。 

 ※PDFデータでご提出の場合、解像度により他社より荒くなる可能性がございます。できる限り 

元データ(イラストレータ等)でのご提出をお願いいたします。 

 ※校正確認用として、PDFファイルまたは出力用紙も併せてお送りください。 

 ※使用後、広告版下データは返却いたしません。 

  

 ＜データ送付先＞ 

 第 6回国際臨床学会学術集会運営事務局 

 ㈱プライムインターナショナル内 

 〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 フィンチビル２F 

 Tel:03-6277-0117  E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 

   

原稿締切り：2021年 10月 21日(木) 

 

 

 



 

3．お申込みついて  

(1)お申込み方法について 

別紙「広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、2021年 10月 21日(木)までに、FAXまたは、メール

でご回答ください。 

 

 

(2)お支払い方法 

広告掲載申込書受理後、運営事務局より請求書を送付させていただきます。期日までに指定口座にお振

込みください。 

 

<お振込み先>  

三井住友銀行 渋谷支店 

口座番号 普通口座 ８２８１１９４ 

口座名 株式会社プライムインターナショナル研究会口 

 (カブシキガイシャプライムインターナショナルケンキュウカイグチ) 

 

(3)キャンセル料について 

2021年 10月 21日以降のキャンセルについては、一切お受けできません。キャンセルの場合は 100％の

キャンセル料が発生いたします。ご了承ください。 

 

(4)今後のスケジュールについて(予定)  

- 広告掲載申込締切り      2021年 10月 21日(木) 

- 掲載データの送付締切り     2021年 10月 25日(月) 

  

 

         

第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

株式会社プライムインターナショナル内 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 

フィンチビル２F 

Tel:03-6277-0117  Fax:03-6277-0118 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 
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E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com          

Fax:03-6277-0118     
第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

担当: 戸崎、蓮池 宛 

 
申込日  年  月  日 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会 
｢広告掲載申込書｣ 

御社名  

御住所 〒 

 

 

責任者 役職               氏名 

 

 

ご担当者 

氏名  

部署  

Tel  

Fax  

E-mail  

※住所欄は、実務ご担当者のご住所をご記入ください。 

※ご記入いただいた個人情報の内容は、学術集会のご連絡以外には使用いたしません。 

 

下記の通り、広告掲載を申込みます。 

※ご希望の欄に○をご記入ください。 

 表 4広告 カラー１頁(A4サイズ) 120,000円 

 表 3広告 カラー１頁(A4サイズ)  70,000円 

 表 2広告 カラー１頁(A4サイズ) 100,000円 

 後付広告 モノクロ 1頁(A4サイズ)  50,000円 

 後付広告 モノクロ 1/2頁(A5サイズ) 30,000円 

 

ご要望等ございましたら、ご記入ください。  

 

 

 

 

申込期限：2021 年 10 月 21 日(木) 

 



 ６．ホームページバナー広告のご案内                                                                  

１．ホームページバナー掲載募集要項 

（１）掲載媒体     第 6回国際臨床医学会学術集会 ホームページ 

 

（２）掲載サイズ（予定）  横 400ピクセル×縦 120ピクセル 

     入稿形式：GIF,JPEG   

 

（３）バナー掲載料   30,000円 

  

（４）募集数    4社 

 

（５）バナー掲載料総額     120,000円 

 

（６）掲載期間   2021年 10月～2022年 1月末頃まで 

 

2．バナーデータ  

バナーデータは、貴社で作成の上、リンク先のホームページ URL と共に運営事務局へ E-mail

（icm2021_secretariat@pco-prime.com）宛てにご送付ください。 

送付いただきましたデータは、10月上旬以降随時 HPに掲載させていただきます。 

データ送信締切：2021 年 10月 21 日（木)  

  

 ※PDFデータでご提出の場合、解像度により他社より荒くなる可能性がございます。できる限り 

 元データ(イラストレータ等)でのご提出をお願いいたします。 

※掲載場所の決定 

 掲載場所の最終決定は、学術集会会長にご一任ください。 

 枠数に限りがあるためご希望に添えない場合がございますが、予めご了承ください。 

  

3．お申込みついて  

(1)お申込み方法について 

別紙「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、2021年 10月 21日(木)までに、

FAXまたは、メールでご回答ください。 

 

(2)お支払い方法 

ホームページバナー広告掲載申込書受理後、運営事務局より請求書を送付させていただきます。期日 

までに指定口座にお振込みください。 

  

<お振込み先>  

三井住友銀行 渋谷支店 

口座番号 普通口座 ８２８１１９４ 

口座名 株式会社プライムインターナショナル研究会口 

 (カブシキガイシャプライムインターナショナルケンキュウカイグチ) 



 (3)キャンセル料について 

2021年 10月 21日以降のキャンセルについては、一切お受けできません。キャンセルの場合は 100％の

キャンセル料が発生いたします。ご了承ください。 

 

(4)今後のスケジュールについて(予定)  

- ホームページバナー広告掲載申込締切り   2021年 10月 21日(木) 

- バナーデータの送付締切り    2021年 10月 21日(木) 

  

 

         

第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

株式会社プライムインターナショナル内 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 

フィンチビル２F 

Tel:03-6277-0117  Fax:03-6277-0118 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 

 

tel:03-6277-0117
mailto:icm2021_secretariat@pco-prime.com


E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com          

Fax:03-6277-0118     
第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

担当: 戸崎、蓮池 宛 

 
          

  申込日  年  月  日 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会 

｢ホームページバナー広告掲載申込書｣ 

御社名  

御住所 〒 

 

 

責任者 役職               氏名 

 

 

ご担当者 

氏名  

部署  

Tel  

Fax  

E-mail  

※住所欄は、実務ご担当者のご住所をご記入ください。 

※ご記入いただいた個人情報の内容は、学術集会のご連絡以外には使用いたしません。 

 

お申込みの場合は、下記（  ）内に 〇印を記入してください。 

 

（   ）ホームページバナー広告掲載を申込みます。 

 

ご要望等ございましたら、ご記入ください。  

 

 

 

 

 

 

申込期限：2021 年 10 月 21 日(木) 

 

mailto:icm2021_secretariat@pco-prime.com


７．ＰＲ動画（幕間配信）のご案内                                                         

１．ＰＲ動画（幕間配信）募集要項 

（１）内容     2021年 12月 11日（土）でライブ配信を行う 

    プログラムの合間に貴社のＰＲ動画放映をいたします。（複数回） 

 

（２）PR動画放映   15秒以内  

          

（３）PR動画掲載料   50,000円（1枠/15秒） 

 ☆特典：PR動画にお申込みの場合は、１名様まで参加費用無料で学術集会に参加いただけます。 

 

（４）募集数    6社 

 

（５）PR動画掲載総額      300,000円 

 

（５）掲載期間   2021年 12月 11日（土） 

 

2．PR動画データ  

動画データは、貴社で作成をお願いいたします。 

入稿方法は、別途ご連絡いたします 

最終データ送信期日：2021 年 11月 30日（火) 必着  

  

※放映枠・順の決定 

 放映枠・順の最終決定は、学術集会会長にご一任ください。 

 枠数に限りがあるためご希望に添えない場合がございますが、予めご了承ください。 

  

3．お申込みついて  

(1)お申込み方法について 

別紙「PR 動画（幕間配信）申込書」に必要事項をご記入の上、2021 年 10 月 21 日(木)までに、FAX ま

たは、メールでご回答ください。 

 

(2)お支払い方法 

PR動画（幕間配信）申込書受理後、運営事務局より請求書を送付させていただきます。期日までに 

指定口座にお振込みください。 

  

<お振込み先>  

三井住友銀行 渋谷支店 

口座番号 普通口座 ８２８１１９４ 

口座名 株式会社プライムインターナショナル研究会口 

 (カブシキガイシャプライムインターナショナルケンキュウカイグチ) 

 

 



(3)キャンセル料について 

2021年 10月 21日以降のキャンセルについては、一切お受けできません。キャンセルの場合は 100％の

キャンセル料が発生いたします。ご了承ください。 

 

(4)今後のスケジュールについて(予定)  

- ＰＲ動画（幕間配信）申込締切り   2021年 10月 21日(木) 

- 動画データの送付締切り    2021年 11月 30日(火) 

  

 

         

第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

株式会社プライムインターナショナル内 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 

フィンチビル２F 

Tel:03-6277-0117  Fax:03-6277-0118 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 

 

tel:03-6277-0117
mailto:icm2021_secretariat@pco-prime.com


 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com          

Fax:03-6277-0118     
第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

担当: 戸崎、蓮池 宛 

 
申込日  年  月  日 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会 
 ｢ＰＲ動画（幕間配信）申込書｣ 

御社名  

御住所 〒 

 

 

責任者 役職               氏名 

 

 

ご担当者 

氏名  

部署  

Tel  

Fax  

E-mail  

※住所欄は、実務ご担当者のご住所をご記入ください。 

※ご記入いただいた個人情報の内容は、学術集会のご連絡以外には使用いたしません。 

 

お申込みの場合は、下記（  ）内に 〇印を記入してください。 

 希望数  

PR動画配信 （ ）枠 50,000円×（  ）枠＝ 

 

 

ご要望等ございましたら、ご記入ください。  

 

 

 

 

 

 

 

申込期限：2021 年 10 月 21 日(木) 

 

mailto:icm2021_secretariat@pco-prime.com


８．協賛金（寄付金）のご案内                                     

 

1． 募 金 の 名 称： 第6回国際臨床医学会学術集会 

2． 募 金 目 標 額： 1,130,000円 

3． 募 金 対 象 先： 医学・薬学関係企業他  

4． 募 集 期 間： 2021年11月30日（火）まで 

5． 寄 付 金 用 途： 第6回国際臨床医学会学術集会の準備および運営の費用 

6． 寄付金振込方法： 

  

<お振込み先>  

三井住友銀行 渋谷支店 

口座番号 普通口座 ８２８１１９４ 

口座名 株式会社プライムインターナショナル研究会口 

 (カブシキガイシャプライムインターナショナルケンキュウカイグチ) 

※免税措置はございません。 

  

なお30,000円以上の協賛金をお申込みの場合は1名様、60,000円以上の場合は2名様に限り、参加登録費無料

で、本学術集会にご参加いただけます。 

7． 透明性ガイドラインについて: 

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｣に基づき、学会等の会合開

催にかかる費用を｢学会名｣「企業名」の通りに、貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 

 

 
 

第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 

株式会社プライムインターナショナル内 

〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-7-27 

フィンチビル２F 

Tel:03-6277-0117  Fax:03-6277-0118 

E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 

 

 

 
 
 
 

 
 

tel:03-6277-0117
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第 6回国際臨床医学会学術集会 

寄付申込書 

 

第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 宛 

令和 3年 月 日 

 

貴学術集会の趣旨に賛同し、下記金額を学会総会学術集会運営に対する寄付金として申し込み

ます。 

 

 

記 

 

 

寄付金額  金                    円 

 

 

ご芳名又は法人名： 

（領収書お宛名）                                   

 

ご 住 所：                                  

 

 

お 電 話 番 号：                                  

 

お振込み予定日：  令和 3年  月  日  

 

お 振 込 み 先： 

 

三井住友銀行 渋谷支店 

口座番号 普通口座 ８２８１１９４ 

口座名 株式会社プライムインターナショナル研究会口 

 (カブシキガイシャプライムインターナショナルケンキュウカイグチ) 

 

 

 

ご寄付申込書送付先：  

  第 6回国際臨床医学会学術集会運営事務局 
 Tel:03-6277-0117 Fax:03-6277-0118 

 E-mail: icm2021_secretariat@pco-prime.com 
 

tel:03-6277-0117

