
 
 

 

 

 

 

 

 

第 24回日本統合医療学会学術集会 

 

 
 

「幸せの統合医療：AIからスピリチュアリティまで」 

 
 

 

 

出展募集要項 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

会  期： 

 

会  場： 

 

 

 

 

大 会 長： 

2020年 12月 12日（土）～13日（日） 

 

東京大学フューチャーセンター 

〒277-0871 千葉県柏市若柴 178番地 4-4 東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト 

柏の葉カンファレンスセンター 

〒277-0871 千葉県柏市若柴 178番地 ホテル＆レジデンス棟 2階 

 

酒谷 薫（東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻） 

 
 



ご挨拶 
 
謹啓  

一般社団法人日本統合医療学会 第 24 回学術大会を 2020 年 12 月 12 日、13 日に東京大学柏キャン

パスにて開催させて頂きます。多くの専門分野の先生方が参加される本大会を担当させて頂くことは大

変栄誉に存じております。 

本大会を企画するにあたり、メインテーマとして「幸せの統合医療：AIからスピリチュアリティまで」

といたしました。「AI（人工知能）」などの先端技術に加えて人間の本質でもある「スピリチュアリティ」

を大切にし、「幸せ」を追求する次世代型統合医療の実現を目指しております。 

近年、急速に発展しております AIは、画像診断や遺伝子診断など先端医療への応用が進んでいます。

また、IoT化した生体モニタリングにより PHR（Personal Health Record）を構築し、日常生活の中で

健康管理を行うためのシステム開発が進んでおります。このような AI/IoTなどの先端情報通信技術は、

次世代型統合医療の実現に不可欠な技術であり、ことにサイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現

実空間）を融合させた人間中心の社会（Society5.0）のモデルケースであるスーパーシティ構想におい

ては、重要な役割を果たすものと思われます。 

しかし一方では、先端技術を取り入れながらも現代医療の指の隙間から零れ落ち、病に苦しみ、天寿

を全うできない方も少なくないことも事実です。死を前にした方たちの身体的苦痛を取り除くペインコ

ントロール、悲しみや不安を和らげる精神的ケアに加えて、人間の隠された本質でもある霊性に対する

スピリチュアルケアも必要になると思うのです。医療の原点である「病気ではなく、病人を治す」こと

に立ち返ると、スピリチュアリティは避けて通れない課題なのです。そして、スピリチュアリティは、

終末期だけではなく、幸せな終末を迎えるための「終活」においても重要な概念だと思います。科学を

ベースとしたエビデンスや健康寿命を尺度とする現代医療の視点に加えて「幸せ」を目指した医療が重

要と考えて、「幸せの統合医療」というメインテーマを提案した次第です。 

本大会には、統合医療に係る様々な分野の医師、研究者、施術者、技術者等が出席することから、 

６００名を超える参加者が見込まれます。大会の成功に向けて事務局一同、鋭意準備を進めております。  

学会は本来参加者の会費により運営されるべきではありますが、会費だけでは充分な運営が難しいのが

実情であります。諸般の事情が厳しい時期ではございますが、本会の趣旨に深いご理解を賜りまして、

関係各位に御協力を賜りますようお願いする次第であります。  

つきましては、今回の集会が実りあるものとなりますよう、是非とも企業展示へのご協賛をいただきた

くお願い申し上げます。本会へのご協賛は、貴社の発展にとりましても、本学会の発展にも、大きく寄

与するものと考えております。  

なお、日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会が設けた「企業と医療機関等の関係の透明性

ガイドライン」の趣旨に賛同し、ガイドラインに基づく情報公開の実施について承諾いたします。  

末筆となりましたが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2020 年 6 月吉日 

第 24 回日本統合医療学会学術大会 

大会長 酒谷 薫 

（東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻） 



 

 

 

 

【出展対象】         医療機器、検査機器、医薬品、書籍 他 

 

【企業展示概要】 

 展 示 会 日 程    搬入日時：12月 11日（金）16:00～17:00（予定） 

            展示期間：12月 12日（土）9:00～18:00（予定） 

                 12月 13日（日）9:00～16:00（予定） 

            搬出日時：12月 13日（日）16:00～17:00（予定） 

 

           ※上記日程が急遽変更になる場合がございますのでご了承ください。 

            この変更に伴う出展申し込みの取り消しはできません。また、これに 

生じた損害は補償できません。 

 

 出 展 料     

①機器展示 （1小間）                       

【小間仕様】 

 基礎小間仕様 スペース小間仕様 

1小間 
間口 1,800mm×奥行 900mm 

×高さ 2,100mm 
間口 3,600mm×奥行 1,500mm 

バックパ

ネル 
幅 1,800mm×高さ 2,100mm なし 

社名版 幅 900mm×高さ 200mm なし 

展示机 
幅 1,800mm×奥行 450mm 

×高さ 700mm 
なし 

基本備品 椅子 1脚 なし 

   ※小間仕様は現状での想定であり、設営の都合上変更になる場合がございます。 

 

【小間価格】 

  基礎小間：賛助会員     220,000円 

  基礎小間：非賛助会員    330,000円 

  スペース小間（賛助会員）  480,000円 

 

②書籍展示 16,500円（税込）／机 1卓 机 1本 ※書籍出展社に限る 

       机サイズ：幅 1,800mm×奥行 450mm×高さ 700mm（1卓） 

 

 

【募集小間数】  機器展示 20小間、スペース展示 1社、書籍展示 4卓 

 

 

 

企業展示・書籍展示募集要項 



 

【電 気】 

電源をご使用の場合、基礎電気幹線工事及び消費電気料金は出展社のご負担でお願いいたします。 

 

【小間配置】 

展示申込を受付後、出展物の種類、形状、小間数、出展内容等を考慮の上、主催者で小間を決定

いたします。 

 

【出展社へのご案内】 

出展社への説明会は行いませんので、あらかじめご了承ください。1か月前頃に小間割、搬入、 

装飾、管理などについて詳細をご連絡いたします。 

 

【出展品目について】 

申込時に主な出展品目をご記入ください。 

  

【展示物の管理】 

各出展物の管理は出展社が自ら行うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・災害、損傷等 

不可抗力による出展物の損害に対して、主催者及び展示会事務局、施設関係者は補償等の責任は 

一切負いませんので、ご了承ください。                     

 

【危険物の持込】 

 可燃物、危険物の施設内への持込は火災予防条例の規定により一切禁止します。 

 

【お申込方法および締切】 

別紙「企業展示出展申込書」に必要事項を明記の上、下記運営事務局までご提出ください。 

 

申込締切 2020年 9月 11日（金） 

 

【お支払いについて】 

「企業展示出展申込書」を確認後、請求書を送付いたしますので、請求書に記載の指定期日まで 

 に指定口座にお振込みください。 

 なお、振込手数料は申し込み企業様にてご負担をお願いいたします。 

 また、お申込後のキャンセルは、原則として受け付けません。 やむをえず出展を取り消し、変 

 更される場合、お支払い済の出展料は返金できませんので、あわせてご了承ください。 

 

 ※領収書は、銀行発行の振込み控えをもって代えさせていただきます。 

  別途、領収書が必要な場合は、ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

 第 24回日本統合医療学会学術集会 運営事務局 

 株式会社日本旅行 西日本MICE営業部内  

 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4大阪駅前第 4ビル 5階 

TEL : 06-6342-0212  FAX : 06-6342-0214  E-mail：imj2020@nta.co.jp 



FAX送信先：06－6342－0214 

E-mail：imj2020@nta.co.jp               申込期限：2020年 9月 11日 

㈱日本旅行西日本MICE営業部内 

第 24回日本統合医療学会学術集会 運営事務局 行 

  

 

 

申込日：2020 年   月   日  

 

貴社名                                          

ご住所 （〒    －    ） 

 

ご担当者 

ご氏名 

ご所属部署 

TEL               FAX 

E-mail 

 

◆申込小間数等 

希望小間数 

☐ 基礎小間：賛助会員    220,000 円 ×    小間 

☐ 基礎小間：非賛助会員   330,000 円 ×    小間 

☐ スペース小間        480,000 円 ×    小間 

展示台 要 ・ 不要 使用電気量 １００Ｖ ／      Ｗ （有料） 

 

書籍   16,500 円×（  ）卓 

 

◆展示品目 

主な展示品目 サイズ（W×D×H）ｍ/ｍ２ 重量（ｋｇ） 

   

   

 

◆その他ご意見・ご希望： 

 

 

第 24 回日本統合医療学会学術集会 展示申込書 

【お問合せ先】 

 第 24回日本統合医療学会学術集会 運営事務局 

 株式会社日本旅行 西日本MICE営業部内  

 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4大阪駅前第 4ビル 5階 

TEL : 06-6342-0212  FAX : 06-6342-0214  E-MAIL：imj2020@nta.co.jp 


