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御 挨 拶 
 

 

謹啓 時下皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 
この度、「第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山」を富山国際会議場、ANAクラウンプ

ラザホテル富山、富山市民プラザの3会場において、2018年9月16日（日）～17日（月・祝）に開催する運

びとなりました。CRC が主体で開催する会議としては本会議で7回目となりますが、日本SMO 協会から初めて

の会議代表ということもあり、その重責に身の引き締まる思いです。 

 

「CRC と臨床試験のあり方を考える会議」は、わが国における「臨床試験のあり方」を臨床研究コーディネ

ーター（CRC）と共に考える会議であり、産・学・官の立場から、臨床試験の質の向上、業務の効率化等を図る

ため、現状の課題を検討し、研究者や研究支援人材の育成を行うことを目的としております。2001年に第1 回

会議が開催されてから、全国規模で年1回開催されおり、現在は最大3,000名を超える参加者が集う大規模な

会議にまで成長いたしました。CRC のみならず、臨床試験に携わる様々な機関・職種の交流を促進し、情報を

共有することで、多様な観点から議論を深める貴重な場へと発展しています。 

 

第18回の会議テーマは、『レジリエンスの高いProfessionalを目指して ～ 今、“SHINKA”の時 ～』とし

ました。「レジリエンス（resilience）」とは、変化を恐れない強くしなやかなタフネスを意味し、最近では個

人から企業、行政等の組織・システムに至るまで、社会のあらゆるレベルにおいて備えておくべきリスク対応

能力・危機管理能力としても注目されています。“SHINKA”は様々な漢字を当てることができますが、レジリエ

ンスから放たれる【新化】（renewing：常に新たな可能性を追求すること）、【進化】（evolution：役割拡大や新

たな価値に挑戦すること）、【深化】（deepening：専門性を深め、強化していくこと）の3本の矢を本会議の指

針としました。新たな時代の変革期を迎えて、今こそ医療機関、治験施設支援機関（SMO）、ARO、開発業務受託

機関（CRO）、製薬企業、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）、国立研究開発法人日本医療研究開発機

構（AMED）及び文部科学省、厚生労働省等の臨床研究に係る様々な分野の専門性の高いプレイヤーが、レジリ

エンスを持つProfessionalへと“SHINKA”（新化、進化、深化）していくことが求められていると考えました。

本会議では、臨床試験の現場を預かるCRCと共に、様々なプレイヤーが一堂に会し、各々の立場から発言し、

情報交換ができる実りの多い会議にしたいと考えております。 

 

本会議をより実り多いものにするために、参加してくださる皆様にとって有益で発展的なプログラムになる

よう努める所存でございますが、何分に運営資金が十分ではない実情がございます。つきましては、本会議の

趣旨にご理解、ご賛同を賜り、「第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山」の開催に皆様か

ら格別のご支援とご高配を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

本来であれば直接お願いとご挨拶に伺うべきところではございますが、書面にてのお願いとなりますこと、

お許しください。末筆ではございますが、貴機関のますますのご発展を心より祈念申し上げます。 

謹白 

 

 

2017年12月吉日 

 

第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2018 in 富山 

会議代表  大野 昌美 

（日本ＳＭＯ協会） 
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第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山 

開 催 概 要 

 

1. 主催者団体：一般財団法人 臨床試験支援財団  

                                  

2. 会  期   ：2018年9月16日（日）～9月17日（月・祝） 

 

3. 会  場   ：富山国際会議場（メイン会場）・ANAクラウンプラザホテル富山・富山市民プラザ 

＜メイン会場＞〒930-0084 富山県富山市大手町1番2号 

TEL:076-424-5931（代） 

                                                     

4. 会議代表   ：大野 昌美（日本ＳＭＯ協会） 

 

5. 学会URL    ：http://ccct.jp/crc2018_toyama/  

 

6. 参加人数   ：約2,500名  

 

7. 共  催    ：一般社団法人 日本臨床薬理学会 

公益社団法人 日本看護協会 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

日本製薬工業協会 

日本SMO協会 

一般社団法人 日本CRO協会 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

 

8. 後  援    ：文部科学省 

        厚生労働省（2018年4月申請予定） 

富山県 

富山市 

 

9. 問合せ先    ：第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2018 in 富山 運営事務局 

株式会社PCO  担当：西田・岩本・大城 

〒939-8063 富山県富山市小杉120 

E-mail: crc2018＠pcojapan.jp 

TEL:076-461-7028  FAX：076-428-9156 
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展示台（白布付） 

1,800 
900 

700 

 

1.企業・アカデミア・書籍 展示 募集要項  
 

名称：第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山 企業・アカデミア・書籍展示 

 

■開催日：搬入・設営 2018年9月15日(土) 13:00～17:00 

          展示時間：  2018年9月16日(日)  9:00～17:00 

            2018年9月17日(月・祝)  9:00～15:00 

          撤去・搬出：2018年9月17日(月・祝) 15:00～18:00   ※時間が変動する可能性がございます。 

 

■展示会場：富山国際会議場 2・3Fホワイエ（予定） 

 

■募集対象：医療機器、医薬品、検査機器、書籍他 

   

■企業展示・アカデミア展示 概要： 

 

（1）出展料金（消費税8％含む）： 

   ①企業展示 183,600円/小間（税込） 

   ②アカデミア展示（アカデミア価格 大学・学術団体等に適応） 91,800円/小間（税込） 

 

（2）基礎小間 

   1小間あたり、サイズは間口2,400mm×奥行1,000mm×高さ2,100mmを予定しております。 

基礎小間に含まれるものは以下のとおりです。（単位：cm） 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

（3）募集小間数： 

   ①企業展示 25小間 

   ②アカデミア展示 5小間 

 

 

 

■書籍展示概要： 

 

（1）出展料金（消費税8％含む）：10,800円/本（税込） 

 

（2）展示台 

 

 

 

 

 

（3）募集本数： 10本 

 

 

① バックパネル（H210）付き 

（展示パネル：W240×H210 色：グレー 素材：カーペット） 

② 展示台（W180×D90×H70） 

③ 白布（腰布） 

④ 社名板（W90×H20、白地ウッドラック、ゴシック体、スミ文字） 

⑤ アームスポットライト 

⑥ 電源コンセント（２口、500Wまで） 

① 展示机1本のサイズはW1,800mm×D900mm×H700mm 

② バックパネルや社名版はございません。 

※机以外の備品はございませんのでご承知おき下さい。 
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■採否及び小間配置：運営委員会にて決定いたします。 

 

■出展物：出展対象に記載された範囲のもの、及び運営委員会が認めたものとします。 

 

■本会議への参加資格について：出展者については本会議の講演会場及び関連プログラムへの参加資格はありま 

せん。会議プログラムへの参加を希望する方は受付にて参加登録を行っていただきます。 

但し、展示会場内への出展者の入場制限はありません。 

 

■禁止事項  

（1）装飾物、展示物の高さは2.5ｍに制限します。但し、やむを得ず超える場合、運営事務局の承認を必要と 

します。 

（2）床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）も原則的には禁止します。 

（3）出展物の販売の禁止：会期中現金と引換えに出展物を引き渡すことは禁止します。 

展示には、ブース（小間）設営する一般的な『企業展示』と医療関係の書籍等を販売する『書籍販売』の 

2種類があります。 

 

■電気･オプション：コンセント等の電気設備、オプションレンタル備品は別途申し受けます。 

ご案内は、後日、運営事務局よりお知らせいたします。 

  

■お申込期限：2018年6月8日(金)  

 

■お申込･お問合せ先：企業・アカデミア・書籍展示申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて下記運営

事務局へお送りください。お支払につきましては、後日、ご請求書を送らせていただきます。 

 

運営事務局:  株式会社PCO 担当：西田・岩本・大城 

〒939-8063 富山県富山市小杉120 

              E-mail:crc2018@pcojapan.jp  

            TEL:076-461-7028  FAX：076-428-9156 

 

             

■お申込後のスケジュール（目安）: 

  （1）2018年6月下旬  

・採否通知と展示料の請求書を書面にてご連絡いたします。 

  （2）2018年7月下旬 

    ・実施要項（小間割、搬入・搬出、装飾等）をメールにてご案内いたします。 

    ・電気使用や追加備品のお申込み方法に関しても、実施要項にてご案内いたします。 

        

■お振込先：下記の口座にお振込み下さい。 

 

銀 行 名:  みずほ銀行 福井支店 

口座番号：  普通 １９４２１６０ 

口座名義：  第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 会議代表 大野 昌美 

フリガナ： ダイジユウハチカイシーアールシートリンシヨウシケンノアリカタヲ 

カンガエルカイギ オオノ マサミ 

振込期限：  2018年8月31日（金） 

(採否通知と請求書の到着後にお振込みください。お振込手数料は貴社又は貴機関にてご負担く

ださい。)  
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2.広告掲載 募集要項 

 

■お申込案内 

 

１．プログラム・抄録集広告 

第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山の参加者に配布するプログラム・抄録集に広告を掲載

します。 

・掲載要綱 

（1）サイ ズ  ：A4版（予定） 

（2）発行部数  ：2,500部（予定） 

（3）発 行 日  ：2018年8月下旬（予定） 

（4）抄録集製作費：2,160,000円 

（5）広告料総額：  712,800円 

（6）広告掲載料・募集数： 

        表4 (カラー)     108,000円（募集数 1社） 

        表2 (白黒)        86,400円（募集数 1社） 

        表3 (白黒)         86,400円（募集数 1社） 

        後付1頁 (白黒)    75,600円（募集数 4社） 

        後付1/2頁 (白黒)   43,200円（募集数 3社） 

                 ※上記は税込（消費税8％）です。 

※表2、3、4に関しては、先着順とさせていただきます。 

※表2、3、4がすでに決定済みの場合、相談させていただきますが、 

空いているページか後付をお選びいただくことになります。 

 

・お申込期限：2018年6月8日（金） 

 

・お申込後のスケジュール 

（1）2018年6月下旬頃 採否通知と広告料の請求書を書面にてご連絡いたします。 

（2）広告原稿はデータにて2018年6月22日（金）までに運営事務局へご送付ください。 

 

・お振込期限：2018年8月31日（金） 

 

 

２．うちわ広告 

 

第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山の参加者に配布するうちわに広告を掲載します。 

 

・掲載要綱 

（1）制作枚数：2,500部（予定） 

（2）媒体製作費：162,000円 

（3）広告料総額：216,000円 

（4）広告掲載料・募集数：108,000円（募集数2社） ※上記は税込（消費税8％）です。 

 

・お申込期限：2018年6月8日（金） 

 

・お申込後のスケジュール 

（1）2018年6月下旬頃 採否通知と広告料の請求書を書面にてご連絡いたします。 

（2）広告原稿はデータにて2018年6月22日（金）までに運営事務局へご送付ください。 

 

・お振込期限：2018年8月31日（金） 
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３．HP（PC・スマートフォン） バナー広告 

 

 第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山 会議HP（http://ccct.jp/crc2018_toyama/）に 

広告を掲載します。 

 

・掲載要綱 

（1）媒体製作費：86,400円 

（2）広告料総額：280,800円 

（3）広告掲載料・募集数： 

・HP（PC･スマートフォン） バナー広告（中）： 86,400円（募集数2社） 

（広告表示サイズ： PC 最大 横200px × 縦 100px / スマートフォン 最大 横431px × 縦120px） 

・HP （PC･スマートフォン） バナー広告（小）： 54,000円（募集数2社） 

（広告表示サイズ： PC 最大 横200px × 縦 64px / スマートフォン 最大 横431px × 縦 65px） 

※上記は税込（消費税8％）です。 

  （4）貴社・貴機関作成バナーデータ 

①作成サイズ：  

・バナー広告（中） PC  横200px × 縦100px / スマートフォン 横431px × 縦120px 

・バナー広告（小） PC  横 200px × 縦64px / スマートフォン 横 431px × 縦 65px 

②形式：GIF（アニメ可）、JPEG 、PNG 

 

・お申込期間：2018年3月1日（木）～2018年6月8日（金）  

※先着順（募集数に達し次第、受付終了） 

 

・お申込後のスケジュール 

 先着順に受付いたします。 

採否通知と請求書の到着後にお振込みください。入金確認ができ次第、HPに掲載いたします。 

広告原稿はご準備でき次第、データおよびリンク先URLを運営事務局へご送付ください。 

 

 
■お申込･お問合せ先：広告申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はメールにて下記運営事務局へお送りください。 

お支払につきましては、後日、ご請求書を送らせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お振込先：下記の口座にお振込み下さい。 

 

銀 行 名:  みずほ銀行 福井支店 

口座番号：  普通 １９４２１６０ 

口座名義：  第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 会議代表 大野 昌美 

フリガナ： ダイジユウハチカイシーアールシートリンシヨウシケンノアリカタヲ 

カンガエルカイギ オオノ マサミ 

 (お振込手数料は貴社又は貴機関にてご負担ください。)  

 

 

運営事務局：株式会社PCO 担当：西田・岩本・大城 

        〒939-8063富山県富山市小杉120 

                        E-mail:crc2018@pcojapan.jp 

        TEL:076-461-7028  FAX：076-428-9156 
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3.共催セミナー 募集要項 

 

■共催セミナー開催にあたって 

 

（1）名称：共催セミナー「○○○○（タイトル名）」とさせていただきます。 

（2）会場選定：希望をお伺いしたのち、運営委員会にて調整し、決定いたします。 

（3）開催日時：2018年9月16日（日）・17日（月・祝） 昼食時 60分（予定） 

 

■共催費について：下記一覧表をご確認ください（消費税8％含む） 

 

募集セミナー枠 会場（予定） 席数 会場枠数 共催費 

Ａタイプ 富山国際会議場3Fメインホール 800席程度 2枠 324,000円 

Ｂタイプ 

富山国際会議場2F多目的会議室 

ANAクラウンプラザホテル鳳2/3スパン 

又は、富山市民プラザアトリウム 

400席程度 4枠 216,000円 

 

※共催費に含まれるもの 

・講演会場費 

・附帯設備費（椅子・机・ステージ・本会議にて設置する映像機材） 

・音響、照明関係費（本会議にて設置するもの） 

・控室料金（1室・時間制限あり） 

 

※共催費に含まれないもの（企業様のご負担となるもの） 

・司会、座長、講師への謝金、旅費（貴社又は貴機関の規定により） 

・控室での接遇飲食費・機材費 

・運営費用（控室オペレーター等人件費、本会議手配以外の追加機材費、看板装飾費他） 

・ポスター、チラシ、整理券等印刷制作物 

 

※参加者飲食について 

参加者への昼食（お弁当・お茶等）をご用意いただく必要はございません。 

（昼食は参加者が各自持参又は購入いたします。参加者には会場内での飲食を許可しています。） 

 

※会場席数について 

席数は会場レイアウトの都合により変動する場合もございますので、予めご了承ください。 

 

■開催枠：開催枠は運営委員会に一任いただきます。 

 

■セミナー企画について：ご希望の企画を申込書にご記入ください。 

 なお、運営事務局と協議のうえ、決定させていただく場合もございます。 

 

■お申込期限：2018年3月30日(金) 
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■お申込･お問合せ先：共催セミナー申込書に必要事項をご記入の上、 

FAX又はメールにて下記運営事務局へお送りください。 

 

 

運営事務局： 株式会社PCO 担当：西田・岩本・大城 

〒939-8063富山県富山市小杉120 

 E-mail:crc2018@pcojapan.jp     

         TEL:076-461-7028  FAX：076-428-9156 

 

 

■お申込後のスケジュール（目安）: 

1. 2018年4月上旬  開催日時、会場最終決定 

2. 2018年5月上旬  共催費請求書発行 

3. 2018年6月29日（金） 共催費入金期限 

4. 2018年7月中旬  「共催セミナー実施要項」発送予定 

＊追加飲食、備品、弁当配布要員等、「別途有料追加」となる手配のご希望の有無や実施詳細は、採用企業様に

お送りする「共催セミナー実施要項」にてご案内いたします。 

 

■お振込先：下記の口座にお振込み下さい。 

 

銀 行 名:  みずほ銀行 福井支店 

口座番号：  普通 １９４２１６０ 

口座名義：  第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 会議代表 大野 昌美 

フリガナ： ダイジユウハチカイシーアールシートリンシヨウシケンノアリカタヲ 

カンガエルカイギ オオノ マサミ 

振込期限：  2018年6月29日（金） 

(採否通知と請求書の到着後にお振込みください。お振込手数料は貴社又は貴機関にてご負担 

ください。)  
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4.寄付金 募集要項 
 

本会議の開催に際しては、参加者からの登録料で全てを賄うべきところではあり、経費節減に努めておりますが、 

会議の内容をより充実させるため、必要経費の一部につきましては諸団体、諸会社にご協力を仰ぎたいと考えており

ます。 

上述の趣意をおくみとりいただき、ご支援の程お願い申し上げる次第です。 

格別のご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

■名称：第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山 

 

■募金目標額：1,000,000円 

 

■寄付金の使途：第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議2018 in 富山の事前準備ならびに 

当日運営経費に充当 

 

■寄付金のお申込期間：2018年9月14日(金)まで  

 

■お申込･お問合せ先：寄付金申込書に必要事項をご記入の上、 

FAX又はメールにて下記運営事務局へお送りください。 

       

 

運営事務局： 株式会社PCO 担当：西田・岩本・大城 

〒939-8063富山県富山市小杉120 

E-mail: crc2018@pcojapan.jp  

              TEL:076-461-7028  FAX：076-428-9156 

 

 

 ■お振込先：下記の口座にお振込み下さい。 

 

銀 行 名: みずほ銀行 福井支店 

口座番号：  普通 １９４２１６０ 

口座名義：  第18回CRCと臨床試験のあり方を考える会議 会議代表 大野 昌美 

フリガナ： ダイジユウハチカイシーアールシートリンシヨウシケンノアリカタヲ 

カンガエルカイギ オオノ マサミ 

 

■税法上の取扱い：寄付金に対する優遇措置はございません。 
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5.ご案内 

 

■全体に関わるご案内 

 

(1) 消費税について 

出展料、広告費、共催費は、消費税8％込みの金額で表記していますが、消費税は請求時の消費税率に従い 

請求書を発行いたしますので、ご了承ください。 

 

 (2) 企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて 

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、医療機関及び医療関係者等に 

対する研究費、寄附、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、 

各社が本会議に対して行う協賛費用の支払いに関し、各社ウェブサイトで公開されることに同意します。 

 

 (3) 締め切り後のキャンセルはできません。 

 

 (4) 出展料、広告費、共催費の返金は不可とさせていただきます。 

 

（5）領収書は銀行の振込控えを以て代えさせていただきます。 

 

 (6) 振込期限までにご入金がない場合、協賛取消とさせていただくことがございます。 

 

■出展企業様へのご案内 

 

（1）給排水：水・プロパンガス等の火気、圧縮空気の使用は禁止いたします。 

 

（2）出展物：出展対象に記載された範囲のもの、及び主催者の認めたものとします。 

 

（3）装飾物、展示物の高さは2.5ｍに制限します。但し、やむを得ず超える場合、運営事務局の承認が必要です。 

 

（4）床面への直接工作（ガムテープ、アンカー等）も原則的には禁止します。 

 

 (5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（旧薬事法）未承認品の展示について： 

申請書類をご提出いただきます。詳細は運営事務局にお問い合わせください。 

 

（6）展示スペースの他社への転売は禁止します。 

 

（7）試飲・試食について：所轄保健所に届け出が必要となる場合もあります。 

届出ののち、諾否を決定します。（保健所から不許可が出た場合、試飲・試食はお断りいたします） 

また保健所の指示、指導等は遵守いただくよう、お願い申し上げます。 

 

（8）外国出展物：展示場は保税展示場とはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、 

又はATAカルネの制度をご利用ください。  

 

（9）会場の管理：会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力

による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。 

 

（10）会場・会期・開場時間の変更：やむを得ない事情により会場、会期及び開場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いたしません。 


