
広告協賛のお願い

beyond コロナの時代に、
地域の皆さまのウェルビーイングを実現するために。

岡崎市民病院 × 中日新聞 LINKED

市民公開 WEB セミナー

中日新聞社
プロジェクトリンクト事務局



　謹啓 寒冷の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。 この度、中日新聞社
/ プロジェクトリンクト事務局では、病院〈発〉の市民公開 WEB セミナーの実施を計画し
ています。

　中日新聞 LINKED は、中日新聞朝刊に掲載される生活者と医療を繋ぐ地域医療特集です。
以前は年 4 回の定期発行、現在は不定期で掲載しています。生活者と医療機関の新しい関係
づくりへの貢献をめざし、中日新聞社・ビジネス開発部と合同会社プロジェクトリンクト事
務局（地域医療・医療機関の広報企画専門会社）の共同編集 によりお届けしています。

　この度の新型コロナウイルス感染症の影響で、病院では「患者の受診控え」「市民公開講
座の中止」等、病院と地域住民との接触機会が減り、病院経営に深刻な影響を与えています。
　一方で、企業においても、「展示会等の中止」により製品の案内機会が減少し、同時に病
院の患者数と比例して病院で利用される医療製品等の需要も逓減しております。

　このような状況下で私たちは、病院とともに市民公開講座を WEB 上で実施し、「医療」「看
護」「介護」のテーマに基づいて、病院の医療従事者たちが病院のもつ〈知識〉を提供する
ことで地域住民に必要な医療やケアを啓発し、地域住民が安心して来院するための動機付け
や正しい受診行動を促していきたいと考えております。

　つきましては、コロナ禍において大変な状況かと存じますが、地域医療機関とともにより
良い地域医療の実現をめざすため、地域医療広報活動を支援いただくという趣旨のもと、広
告協賛という形で、貴社のお力添えをいただきたく、ここにご案内申し上げます。

謹白

中日新聞社　ビジネス開発部
部長　海蔵浩展

プロジェクトリンクト事務局
代表　黒江 仁

市民公開 WEB セミナー 趣旨・広告協賛のお願い



　謹啓 厳寒の候、貴社ますますごご健勝のこととお慶び申し上げます。
　さて、本日は地域医療広報活動に取り組む、中日新聞 LINKED ／プロジェクトリンクト
事務局の活動をご紹介いたしたく、筆を執った次第です。

　プロジェクトリンクトは「地域があたかも一つの病院のように機能すること」をめざし、
私ども地域の医療機関と協同して、広報活動に取り組んでいます。中日新聞朝刊に掲載され
る「中日新聞 LINKED」、個別の医療機関の取り組みを伝える広報誌、それらの情報に加え、
新型コロナウイルス関連情報などをインターネットで伝える「地域医療ソーシャル NEWS」
などの情報発信を通して、医療機関、生活者、企業、行政などのより良い関係づくりを推進
しようと真摯に活動しています。

　今回、長引くコロナ禍において、本来医療機関に受診すべき方々が、感染を恐れ受診控え
をしているのではないか、そのことにより症状が悪化してしまう方々がおられるのではない
かという我々の危機感に対し、地域住民と病院が繋がるための機会として「市民公開 WEB
セミナー」開催の提案を受けました。コロナ禍にあっても受診すべき疾患などをテーマに
WEB セミナーを行い、治療が必要な方々の適切な受診行動を促す動機付けにして欲しいと
いう企画趣旨とのこと。

　私ども岡崎市民病院、西尾市民病院、みよし市民病院、医療法人尚徳会・ヨナハ総合病院
は、平素からのプロジェクトリンクト事務局の活動、今回の企画趣旨に賛同し、WEB セミナー
開催に協力することといたしました。

　つきましては、企業の皆さまにおかれましても企画趣旨をご勘案いただき、ぜひともご支
援いただきたくご案内申し上げます。

　コロナ禍におきまして、大変な状況かと存じますが、今後の皆さまのますますのご発展と
ご活躍をお祈りしております。

謹白

私たちは、
中日新聞 LINKED ／プロジェクトリンクトとともに

地域医療広報活動に取り組んでいます。

岡崎市民病院
院長　早川文雄

西尾市民病院
院長　禰宜田政隆

みよし市民病院
院長　伊藤 治

ヨナハ総合病院
院長　鈴木賢二



市民公開 WEB セミナーは、愛知県・三重県の４病院を幹事病院としております。
（今後、病院数を増院して定期開催予定）主な内容は下記の通りを予定しております。

●病院・市民公開講座

病院との共催以外で予定している WEB セミナーです。
※こちらは看護職が対象となりますのでご注意ください。

●その他 中日新聞 LINKED 主催の公開 WEB セミナー

対象地域 幹事病院 対象疾患・手術・看護 テーマ 講演者 日時 定員

歳と共に忍び寄る 循環器内科・統括部長 100名
心臓弁膜症 田中寿和 2021年2月27日 （予定）

乳がん検診で 乳腺外科・統括部長 （土） 100名
異常を指摘されたら 村田 透 ※各15～30分 （予定）

さあ、のどを鍛えよう！のどトレ 摂食嚥下栄養サポートチーム 100名
～美味しく食べるために～ 言語聴覚士　長尾泰史 （予定）

耳鼻咽喉科・部長 100名
田中宏明 2021年3月に （予定）

副院長兼診療部長 開催予定 100名
田中俊郎 ※各15～30分 （予定）

仮）心臓ドック 100名
デュアルCT （予定）

院長 100名
伊藤 治 2021年3月に （予定）

第二消化器科・部長 開催予定 100名
上野泰明 ※各15～30分 （予定）

仮）変形性膝関節症 第二整形外科・部長 100名
（人工関節） 辻本朋哉 （予定）

院長 100名
鈴木賢二 （予定）

リハビリテーション科 2021年3月に 100名
療法士長　伊藤隆浩 開催予定 （予定）

健診センター ※各15～30分 100名
木村弘子 （予定）

100名
（予定）

認知症看護認定看護師

仮）大腸がんみよし市民病院愛知県みよし市

三重県桑名市
医療法人尚徳会
ヨナハ総合病院

仮）睡眠時無呼吸症候群

仮）人間ドック

仮）認知症看護

仮）リハビリテーション

愛知県西尾市 西尾市民病院

仮）睡眠時無呼吸症候群

仮）循環器内科

仮）コロナ禍における受診

心臓弁膜症

乳がん

摂食・嚥下障害

岡崎市民病院愛知県岡崎市

対象地域 幹事病院 対象疾患・手術・看護 テーマ 講演者 日時 定員

仮）中小規模病院での 名古屋市立緑市民病院 100名
新型コロナ感染対策 感染対策室　福田範子 2021年2月20日 （予定）

仮）コロナ禍での看護師の 愛知県精神保健福祉センター （土）※各30分 100名
メンタルヘルスケア 保健福祉課長　立松敏子 （予定）

愛知県 愛知県看護協会 コロナ禍における
看護職の感染対策

市民公開講座 WEB セミナー一覧



広告協賛内容

●募集数　　　各病院１テーマにつき３企業

●料　金　　　１テーマ＝ 100,000 円（税抜）　※複数テーマ、複数病院へのお申し込みも可能です。

●協賛いただいた場合のメリット
① WEB セミナー告知チラシへの企業名の掲載。
　※ご協賛いただいた時期により掲載できない場合もございます。ご了承ください。
② 院内設置のデジタルサーネージで放映する WEB セミナー告知動画に企業名を表示。
③ 弊社 WEB サイト「地域医療ソーシャル NEWS」に掲載する WEB セミナー告知記事に企業名を掲載。
　※企業ホームページへのリンクも可能。
④ WEB セミナー開始前の待機画像内で企業名を表示。
⑤ WEB セミナー講演時の背景（講演者の後ろ）に企業名を表示。

お申込方法およびおもうしこみ締切は別紙「お申し込み書」をご確認ください。
協賛費のお支払いは、お申し込み後３営業日以内に下記口座までお振込ください。

概 要

お申し込み方法

　　お振込先　　　岡崎信用金庫　安田通支店（普） 9019155

本件に関しましての詳細は、下記までお問い合せください。

〒 466-0059　名古屋市昭和区福江二丁目９番３３号　名古屋ビジネスインキュベータ 406

合同会社プロジェクトリンクト事務局　担当：吉見昌之
URL　https://project-linked.net/
TEL　052-884-7831　　FAX　052-884-7833
e-mail　info@project-linked.com

お問い合せ



市民公開講座 WEB セミナーに広告協賛いただける方は、申し込み欄○印を付け、お客様情報
にご記入のうえ、FAX 送信をお願いいたします。またメールでも受け付けております。
ご質問や確認されたい点などがございまいたら、お気軽にお問い合せください。

FAX　０５２−８８４−７８３３

病院 × 中日新聞 LINKED　市民公開 WEB セミナー広告協賛 申込書

幹事病院 対象疾患・手術・看護 テーマ 講演者 日時 申し込み

歳と共に忍び寄る 循環器内科・統括部長
心臓弁膜症 田中寿和 2021年2月27日

乳がん検診で 乳腺外科・統括部長 （土）

異常を指摘されたら 村田 透 ※各15～30分

さあ、のどを鍛えよう！のどトレ 摂食嚥下栄養サポートチーム

～美味しく食べるために～ 言語聴覚士　長尾泰史

耳鼻咽喉科・部長
田中宏明 2021年3月に

副院長兼診療部長 開催予定

田中俊郎 ※各15～30分

仮）心臓ドック
デュアルCT

院長
伊藤 治 2021年3月に

第二消化器科・部長 開催予定

上野泰明 ※各15～30分

仮）変形性膝関節症 第二整形外科・部長
（人工関節） 辻本朋哉

院長
鈴木賢二

リハビリテーション科 2021年3月に

療法士長　伊藤隆浩 開催予定

健診センター ※各15～30分

木村弘子

仮）中小規模病院での 名古屋市立緑市民病院
新型コロナ感染対策 感染対策室　福田範子 2021年2月20日

仮）コロナ禍での看護師の 愛知県精神保健福祉センター （土）※各30分
メンタルヘルスケア 保健福祉課長　立松敏子

認知症看護認定看護師

愛知県看護協会 コロナ禍における
看護職の感染対策

みよし市民病院

仮）コロナ禍における受診

仮）大腸がん

医療法人尚徳会
ヨナハ総合病院

仮）睡眠時無呼吸症候群

仮）リハビリテーション

仮）人間ドック

仮）認知症看護

岡崎市民病院

心臓弁膜症

乳がん

摂食・嚥下障害

西尾市民病院

仮）睡眠時無呼吸症候群

仮）循環器内科

会社名 部署

住所 ご担当社名

電話番号 e-mail

お客様情報


