
 

 

 

 

 

 

第 47回日本超音波検査学会学術集会 

 開催趣意書 

 

 

 

 各種協賛･ご協力のお願い 

 

 

■ 会  期  2022年 5月 27日(金)-29日(日)                                  

 

■ 会  場  東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内三丁目 5番 1号）    

 

■ 大 会 長   長谷川 雄一（成田赤十字病院）                
 

 

 

              

       

 

■ 運営事務局                        

   株式会社日本旅行 東日本法人支店 

〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町 10-11日本橋府川ビル 2階 

TEL:03-6892-5104 FAX:03-6892-1830 

E-mail:jss_47 @nta.co.jp 
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謹啓 

この度第 47 回日本超音波検査学会学術集会大会長を拝命いたしました成田赤十字病院 

検査部の長谷川雄一です．学会は 2022 年 5 月 27 日（金）〜29 日（日）の 3 日間、 

東京国際フォーラムにおいて開催いたします．1975 年に第 1 回目の学術集会が開催されて

以来 47 回を数え、半世紀も間近となる中の開催となります． 

現在、医学を取り巻く環境は日ごと大きく変化しており、これらに向かって行く方向性を

見出すことが極めて難しい時代での学術集会であると言えます． 

この中、メインテーマを「REBORN(変革)」サブタイトルを「技を磨き新たなるステージ

へ」と致しました．超音波診断装置の改良、新たなる技術の開発、それによる様々な臨床知

見の蓄積がなされる中、超音波検査技師がこれらの多くの情報をどう異化し、自分たちの技

術として身につけ、それをどの様にして臨床応用して行くべきかを学会のテーマとさせて

頂きました．また、その原動力として必須なのが，これまで以上の医師と技師とのコラボレ

ーションであり、この強化こそが，今回のテーマの原点になるものと確信しております． 

本学会では、以上のテーマのもと学術講演，特別企画、教育講演、エデュケーションセミ

ナー，共催セミナーともに各分野における著名な先生をお招きし、ご講演をいただく予定と

なっております．エキスパートの先生方におきましては、ライブセミナーを企画し，実際の

技術の習得から臨床応用までを実践して頂きます．また、学術集会の最重要点は一般演題と

学術的に集約される有意義なディスカッションに有りますので，可能な限り座長は，医師と

の 2 人座長とさせて頂き本学会のテーマの根幹に迫りたいと考えております． 

尚、会場の東京国際フォーラムは、東京の中心・丸の内 に位置する日本屈指のコンベン

ションセンターとなります．壮大な面積と東京の魅力が集う充実した立地条件の中 一般演

題、ポスター発表、企業展示、各種講演が一堂に会する事が出来ます．会場のコンセプトで

ある「集いを歓びに」を実現できる施設である事をお約束させて頂きます． 

超音波検査を担う技師、医師、メディカルスタッフ，工学研究者の先生方に数多く参加し

て頂き、本テーマを実感し，技術や情報を共有することで，ご参加された先生方に「参加し

て良かった」と思って頂けますような学術集会となる事を祈念いたしましてご挨拶に代え

させて頂きます． 

学会員の先生方からのご支援ならびに ご参加を心よりお願い申し上げます． 

 

 

第 47回日本超音波検査学会学術集会 

大会長 長谷川 雄一(成田赤十字病院 検査部) 

 

 

ご挨拶 
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1. 会議の名称：第 47回日本超音波検査学会学術集会 

 

2. 大 会 長 ：長谷川 雄一(成田赤十字病院 検査部) 

 

3. 開 催 期 間：集合型開催日程：2022年 5月 27日(金)～29日(日) 

        オンデマンド配信期間：2022年 6月 13日(月)～7月 10日(日) 

4. 開 催 会 場：東京国際フォーラム 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3丁目 5番 1号 

 

5.開催テーマ：REBORN～技を磨き新たなるステージへ～ 

 

6.参加予定人数：5,000 名 

 

7.主なプログラム：特別講演、教育講演、パネルディスカッション、ワークショップ、 

一般演題、共催セミナー、企業展示、企業セミナー 

 

8.実行委員 

    実行委員長     中島 英樹   （筑波大学附属病院） 

副実行委員長    武山  茂   （国立病院機構横浜医療センター） 

企画運営委員長   白石 周一  （東海大学医学部付属八王子病院） 

事務局長      中野 英貴  （小張総合病院） 

財務局長      渡辺 秀雄  （小張総合病院） 

腹部 WGリーダー   丸山 憲一  (東邦大学医療センター大森病院) 

腹部 WG副リーダー  大石 武彦  (取手北相馬保健医療センター医師会病院) 

心臓 WGリーダー   内藤 博之  (筑波大学附属病院) 

心臓 WG副リーダー  藤田 雅史  (みやぎ県南中核病院) 

血管 WGリーダー   山本 哲也  (埼玉医科大学国際医療センター) 

血管 WG副リーダー  八鍬 恒芳  (東邦大学医療センター大森病院) 

体表 WGリーダー   白石 周一  (東海大学医学部附属八王子病院) 

体表 WG副リーダー  前田 奈緒子  (よしもとブレストクリニック) 

検診 WGリーダー   杉田 清香  (医療法人財団医親会海上ビル診療所) 

検診 WG副リーダー  村上 和広  (小豆嶋胃腸科内科クリニック) 

運動器 WGリーダー  石崎 一穂  (三井記念病院) 

顧問       関根 智紀  (国保旭中央病院) 

開催概要 
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9. 一般社団法人日本超音波検査学会 役員一覧（2021～2022 年度） 

理事長   尾羽根 範員  (一般財団法人 住友病院) 

副理事長  白石  周一  (東海大学医学部付属八王子病院)  

武山  茂   (独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター) 

理事    浅野  幸宏  (医療法人社団 百樹会 菅谷クリニック) 

岡庭  裕貴  (群馬県立心臓血管センター) 

刑部  恵介  (藤田医科大学) 

古島  早苗  (長崎大学病院) 

小谷  敦志  (近畿大学奈良病院) 

小沼  清治  (医療法人 鉄蕉会 亀田京橋クリニック) 

杉本  邦彦  (藤田医科大学病院) 

高須賀 康宣  (愛媛大学医学部附属病院) 

田中  教雄  (社会医療法人 渡邊高記念会 

西宮渡辺心臓脳・血管センター) 

種村  正   (公益財団法人 心臓血管研究所付属病院) 

筑地  日出文 (公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構  

倉敷中央病院) 

中島  英樹  (筑波大学附属病院) 

中谷  穏   (国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院) 

中野  英貴  (医療法人社団 圭春会 小張総合病院) 

南里  和秀  (静岡県立静岡がんセンター) 

西尾  進   (徳島大学病院) 

西田  睦   (北海道大学病院) 

長谷川 雄一  (成田赤十字病院) 

丸山  憲一  (東邦大学医療センター大森病院) 

三木  俊   (東北大学病院) 

水上  尚子  (慶應義塾大学病院) 

米山  昌司  (静岡県立静岡がんセンター) 

監事    竹内  浩司  (独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター) 

野中  利勝 (社会福祉法人 恩賜財団 福岡県済生会大牟田病院) 
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10.事 務 局 

(1)学術集会事務局 

  成田赤十字病院 検査部 

〒286-8523 千葉県成田市飯田町 90-1 

 

(2)運営事務局 

     株式会社日本旅行 東日本法人支店 

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-11日本橋府川ビル 2階 

TEL:03-6892-5104 FAX:03-6892-1830 

E-mail：jss_47@nta.co.jp 

   

11.会場利用(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 会場名  会場 会場名  会場 会場名 

第 1会場 ホール C  第 7会場 G402  受付 ホール E2 

第 2会場 ホール B7（1）  第 8会場 G409  企業展示 ホール E2 

第 3会場 ホール B7（2）  第 9会場 G502  クローク ホール E2 

第 4会場 ホール B5（1）  第 10会場 G510    

第 5会場 ホール B5（2）  第 11会場 G602    

第 6会場 ホール D5  第 12会場 G610    

開催概要 
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■収入 

   項目 単価 数量 予算 

Ⅰ   参加費   35,750,000 

 1  事前参加登録 会員 7,000 4,500 31,500,000 

 2  事前参加登録 非会員 9,000 150 1,350,000 

 3  当日参加登録 会員 8,000 300 2,400,000 

 4  当日参加登録 非会員 10,000 50 500,000 

Ⅱ   広告関係費   1,474,000 

 1  Web版 プログラム・抄録集広告   704,000 

  1) 表 4 1頁  カラー 110,000 1 110,000 

  2) 表 3 1頁  カラー 88,000 1 88,000 

  3) 表 2 1頁  カラー 88,000 1 88,000 

  4) 後付 1頁  モノクロ 33,000 6 198,000 

  5) 後付 1/2頁 モノクロ 22,000 10 220,000 

 2  ホームページ広告   330,000 

  1) W200px×H60px(予定) 33,000 10 330,000 

 3  企業 PR動画   440,000 

  1) スライドショーもしくは動画 30 秒以内 55,000 4 220,000 

  2) スライドショーもしくは動画 60 秒以内 110,000 2 220,000 

Ⅲ   展示出展料   7,150,000 

  1) 機器展示基礎小間 220,000 15 3,300,000 

  2) 機器展示スペース小間 A 5m×5m 880,000 3 2,640,000 

  3) 機器展示スペース小間 B 3m×4m 550,000 2 1,100,000 

  4) 書籍展示 55,000 2 110,000 

Ⅳ   共催セミナー   15,620,000 

  1) ランチョンセミナー1・7 1,320,000 2 2,640,000 

  2) ランチョンセミナー2・3・8・9 1,100,000 4 4,400,000 

  3) ランチョンセミナー4・5・6・10・11・12 880,000 6 5,280,000 

  4) 企業セミナー 660,000 5 3,300,000 

Ⅴ   寄付金   1,000,000 

Ⅵ   学会補助金   5,000,000 

   収入 合計   65,994,000 

 

収支予算(案)※消費税 10%込 
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■支出 

   項目 単価 数量 予算 

Ⅰ   会議準備経費・事務局費   11,601,000 

 1  事務局人件費 2,421,000 1 2,421,000 

 2  事務用品・消耗品費 100,000 1 100,000 

 3  接遇業務費 50,000 1 50,000 

 4  企業協賛活動業務費 800,000 1 800,000 

 5  制作費 1,720,000 1 1,720,000 

 6  プログラム 3,300,000 1 3,300,000 

 7  事前登録業務費 1,150,000 1 1,150,000 

 8  旅費交通費 110,000 1 110,000 

 9  会議費 500,000 1 500,000 

 10  通信費 50,000 1 50,000 

2   会議運営費   55,293,000 

 1  会場関係費 40,000,000 1 40,000,000 

 2  映像機材費、オンデマンド配信費用 11,800,000 1 11,800,000 

 3  招請者関係費 533,000 1 533,000 

 5  看板装飾関係費 560,000 1 560,000 

 6  展示会場関係費 1,300,000 1 1,300,000 

 7  運営要員関係費 700,000 1 700,000 

 8  諸雑費 400,000 1 400,000 

3   事後処理費 500,000 1 500,000 

   支出 合計   65,994,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収支予算(案)※消費税 10% 
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1.共催セミナー、企業セミナーの日程･会場･共催費（予定） 

■2022年 5月 28日(土)ランチョンセミナー 開催時間(予定)：12：15-13：15 

プログラム名 予定会場 通常席数 ※席数 共催料(税込) 

ランチョンセミナー1 【第 1会場】ホール C 1,502 席 700席 ¥1,320,000 

ランチョンセミナー2 【第 2会場】ホール B7 1/2 600席 300席 ¥1,100,000 

ランチョンセミナー3 【第 3会場】ホール B7 1/2 600席 300席 ¥1,100,000 

ランチョンセミナー4 【第 4会場】ホール B5 1/2 210席 100席 ¥880,000 

ランチョンセミナー5 【第 5会場】ホール B5 1/2 225席 100席 ¥880,000 

ランチョンセミナー6 【第 6会場】ホール D5 200席 100席 ¥880,000 

 

■2022年 5月 28日(土) 企業セミナー 開催時間(予定)：11:00－12:00 

プログラム名 予定会場 通常席数 ※席数 共催料(税込) 

企業セミナー1 【第 7会場】G402 130席 60 席 ¥660,000 

 

■2022年 5月 28日(土) 企業セミナー 開催時間(予定)：15:00－16:00 

プログラム名 予定会場 通常席数 ※席数 共催料(税込) 

企業セミナー2 【第 7会場】G402 130席 60 席 ¥660,000 

 

■2022年 5月 28日(土) 企業セミナー 開催時間(予定)：16:15－17:15 

プログラム名 予定会場 通常席数 ※席数 共催料(税込) 

企業セミナー3 【第 7会場】G402 130席 60 席 ¥660,000 

 

■2022年 5月 29日(日)ランチョンセミナー 開催時間(予定)：12:30-13:30 

プログラム名 予定会場 通常席数 ※席数 共催料(税込) 

ランチョンセミナー7 【第 1会場】ホール C 1,502 席 700席 ¥1,320,000 

ランチョンセミナー8 【第 2会場】ホール B7 1/2 600席 300席 ¥1,100,000 

ランチョンセミナー9 【第 3会場】ホール B7 1/2 600席 300席 ¥1,100,000 

ランチョンセミナー10 【第 4会場】ホール B5 1/2 210席 100席 ¥880,000 

ランチョンセミナー11 【第 5会場】ホール B5 1/2 225席 100席 ¥880,000 

ランチョンセミナー12 【第 6会場】ホール D5 200席 100席 ¥880,000 

 

 

 

共催セミナー募集要項 
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■2022年 5月 29日(日) 企業セミナー 開催時間(予定)：9:00－10:00 

プログラム名 予定会場 通常席数 ※席数 共催料(税込) 

企業セミナー4 【第 7会場】G402 130席 60 席 ¥660,000 

 

■2022年 5月 29日(日) 企業セミナー 開催時間(予定)：10:15－11:15 

プログラム名 予定会場 通常席数 ※席数 共催料(税込) 

企業セミナー5 【第 7会場】G402 130席 60 席 ¥660,000 

 

※セミナー設定席数はシアター形式を予定しております。 

※消費税込の金額です。 

※「※席数」について、新型コロナウイルスの影響により席数が半減と想定した場合に 

なります。感染拡大状況等により別途ご案内を致します。 

尚、新型コロナウイルスの影響により通常席数にて運営を行えない場合、協賛金に 

ついては、実費分にて調整を行います。詳細については、決定後、別途ご案内致します。 

 

2.プログラム編成について 

 原則として共催企業にお任せいたしますが、学術内容等により座長及び演者の人選を 

 調整させていただく場合がございます。 

 2021年 11月 19日(金)までに運営事務局迄お知らせください。 

 

3.日程・会場決定について 

 募集にあたり、開催希望日が重なる場合がございます。日程の決定については、申込の内

容を参考にさせていただき、最終決定につきましては大会長にご一任とさせていただき

ます。 

 最終決定は 2021年 12月上旬(予定)にご連絡申し上げます。 

 

4.座長及び演者へのご依頼について 

 最終決定ご連絡後(2021 年 12月上旬)御社よりご依頼をお願い申し上げます。 

 正式決定後、2022年 1月上旬迄に運営事務局迄ご一報ください。 

 

 

 

 

 

共催セミナー募集要項 
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5.共催関係費用について 

 

6.申込期限：2021年 11月 19日(金)まで 

 

7.申込方法 

Webにてお申し込みをお願い申し上げます。 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

 URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

8.お申込後のスケジュール: 

 (1)2021年 12月下旬 採否通知と共催費の請求書を書面にてご連絡いたします。 

 (2)2022年 1月中旬  手引きをメールにてお送りいたします。 

※追加備品に関しましては手引きにてご案内いたします。また参加者用お弁当を含む 

当該手配は実費の他に所定の手配手数料 10%がかかることをご了承下さい。 

  

9.その他 

 申し込み後のキャンセルによる返金は致しかねます。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。期間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。 

 

 

 

 

① 会場費(講演会場)、控室利用料 ① 学会用意以外の映像機材

② 映像、音響、照明機材費(以下の基本機材) ②
参加者用弁当・お茶付(設定席数程度/1,650～2,200円程度予定）
※ランチョンセミナー対象

③ 音響関係費/照明関係費 ③ 座長・講師にかかる費用(交通費、謝金、宿泊費)

④ 会場機材費(本会で使用している設置済み機材) ④ 運営人件費(アナウンス、進行等)

⑤ PC発表用機材(スクリーン) ⑤ サイン・装飾

⑥ レーザーポインター ⑥ 設営・撤去費等

⑦ マイク(座長席/演者席/質疑用) ⑦ 記録(録音、VTRに関わる費用)

⑧ 印刷物製作費等

【共催費用に含まれるもの】
【共催費用に含まれないもの】

※下記経費は別途ご負担をお願いいたします。

共催セミナー募集要項 
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10.振込先 

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支  店：００八（ゼロゼロハチ） 

口 座 名：一般社団法人日本超音波検査学会 

フリガナ： イッパンシャダンホウジンニホンチョウオンパケンサガッカイ 

口座種別： 普通口座 

店 番 ：００８ 

口座番号：８６２８５０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催セミナー募集要項 
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1.日時(予定)：2022年 5月 27日(金)  13:00‐17:00 搬入･装飾 

2022年 5月 28日(土)   9:00‐17:00 展示 

2022年 5月 29日(日)   9:00‐14:00 展示 

      2022年 5月 29日(日)  14:00‐17:00 撤収 

      

2.展 示 会 場：ホール E2（予定） 

       (展示小間の割振りは学術集会事務局にご一任いただきます。) 

 

3.展 示 料： 

① 機器展示スペース小間 A 5m×5m：880,000円(税込) ※3社 

 ② 機器展示スペース小間 B 3m×4m：550,000円(税込) ※2社 

③ 基  礎  小  間     ：220,000円/1小間(税込) ※15社 

 

4.基礎小間・1小間あたりの展示仕様について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 1小間、間口1,800mm×奥行900mm×高さ2,100mm(予定) ① 基礎小間以外の小間設営料

② バックパネル(W1,800mm×H2,100mm)(予定) ② 小間内装料 

③ 社名版(W900mm×H200mm スミ1色） ③ 電話・通信回線料等の工事料および使用料

④ 展示机(W1,800mm×D900mm×H700mm）*白布付 ④ 電気工事代

⑤ 椅子2脚 ⑤ 水道・光熱代 

⑥ 蛍光灯1本 ⑥
出展ブース関係人事費、維持費、要員旅費、
およびサービスに関わる費用(備品等)

⑦ 出展証1小間につき 3枚お渡しします。 ⑦ その他設営・管理に関する一切の諸費用

【出展費用に含まれるもの】
※1小間あたりの展示仕様

【出展費用に含まれないもの】
※下記経費は別途ご負担をお願いいたします。

企業展示募集要項 
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5.小間の配置について 

 機器展示申込締切後、申込日、小間数、出展内容を考慮の上、2021年 12月上旬に 

ご連絡申し上げます。※運営事務局にて小間割は決定致します。 

 

6.企業展示小間割(予定)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新型コロナウイルスの感染状況により小間配置を変更や入場制限を実施する場合がござ

います。予めご了承ください。 

※小間割については、学術集会事務局にご一任いただきます。 

 

7.出展企業様へのご案内 

(1) 給排水、水、プロパンガスなどの火気、危険物の使用はご遠慮下さい。 

  (2) 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。 

 

企業展示募集要項 

入口 

出口 
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(3) 会場・会期・開場時間の変更について、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。 

(4) 薬事法未承認品の展示については、運営事務局 にお問い合わせください。 

(5) 出展物は出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。 

(6) 外国出展物：展示場は、保税展示場にはしません。海外からの出展物は、国内貨物と

して出展するか、または、ATAカルネの制度をご利用ください。 

(7)本会議への参加資格について：出展者に対しては第47回日本超音波検査学会学術集

会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。会議プログラムに参

加希望の方は事務局本部までご連絡ください。但し展示会場内への出展者の入場制

限はありません。 

   

8. 申込期限：2021年 11月 19日(金)まで 

 

9. 申込方法 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

10.お申込後のスケジュール: 

(1)2021年 12月下旬 採否通知と共催費の請求書を書面にてご連絡いたします。 

 (2)2022年 1月中旬  手引きをメールにてお送りいたします。 

  ※電気使用や追加備品に関しましては手引きにてご案内いたします。 

また、当該手配は実費の他に所定の手配手数料 10%がかかることをご了承下さい。 

 

11.振込先 

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支  店：００八（ゼロゼロハチ） 

口 座 名：一般社団法人日本超音波検査学会 

フリガナ： イッパンシャダンホウジンニホンチョウオンパケンサガッカイ 

口座種別： 普通口座 

店 番 ：００８ 

口座番号：８６２８５０５ 

 

企業展示募集要項 
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1.日時(予定)：2022年 5月 27日(金)  13:00‐17:00 搬入･装飾 

2022年 5月 28日(土)   9:00‐17:00 展示 

2022年 5月 29日(日)   9:00‐14:00 展示 

      2022年 5月 29日(日)  14:00‐17:00 撤収 

      

2.展 示 会 場：ホール B5前（予定） 

       (展示小間の割振りは学術集会事務局にご一任いただきます。) 

 

3.展 示 料：55,000円/1小間(税込) 

展示使用：間口 7.2m×1.2m 机 8本 

 会場使用料：大会終了後、売り上げ記録をご提出いただきます。総売り上げから 100 万

円減じ、その 5%を会場使用料（消費税込）として請求いたします。 

※消費税込の金額です。 

 

4. 展示机のサイズは W1,800mm×D900mm×H700mmを予定しております。 

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了承下さい。 

 

5.電気･オプション 

電気配線工事・コンセントなどの追加備品は有料（出展者様負担）となります。 

 

6. 申込期限：2021年 11月 19日(金)まで 

 

7. 申込方法 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

8.お申込後のスケジュール 

 (1)2021年 12月下旬 採否通知と共催費の請求書を書面にてご連絡いたします。 

 (2)2022年 1月中旬  手引きをメールにてお送りいたします。 

※電気使用や追加備品に関しましては手引きにてご案内いたします。 

また、当該手配は実費の他に所定の手配手数料 10%がかかることをご了承下さい。 

 

書籍展示要項 
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9.その他 

 申し込み後のキャンセルによる返金は致しかねます。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。期間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。 

  

10.振込先  

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支  店：００八（ゼロゼロハチ） 

口 座 名：一般社団法人日本超音波検査学会 

フリガナ： イッパンシャダンホウジンニホンチョウオンパケンサガッカイ 

口座種別： 普通口座 

店 番 ：００８ 

口座番号：８６２８５０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書籍展示要項 
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1. 広告掲載 媒体 第 47回日本超音波検査学会学術集会 WEB 版 プログラム・抄録集(PDF) 

 

2. 閲覧 対象 第 47回日本超音波検査学会学術集会 参加者 ・協賛企業他 

 

3. 媒体制作費(PDF) 704,000 円（消費税 10% 込） 

 

4.広告掲載料：704,000円(税込)  

 

 

 

 

 

 

 

(掲載ページの割振りは総会事務局にご一任いただきます。) ※消費税込の金額です。 

 

8.募集社数：19社 

 

9.申込期限：2021年 11月 19日(金)まで 

 

10.申込方法 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

 URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

11.お申込後のスケジュール 

  (1)2021年 12月下旬 採否通知と共催費の請求書を書面にてご連絡いたします。 

  (2)2022 年 1 月中旬 バナー原稿入稿に関するご案内をメールにてお送りいたします。 

  (3)2022年 2月上旬 バナー原稿入稿 

 

12.その他 

 申し込み後のキャンセルによる返金は致しかねます。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。期間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。 

 掲載箇所 掲載料（税込) 募集口数 

① 表４ １頁 カラー ¥110,000 1口 

② 表３ １頁 カラー ¥88,000 1口 

③ 表２ １頁 カラー ¥88,000 1口 

④ 後付 １頁 モノクロ ¥33,000 6口 

⑤ 後付 １/2 頁 モノクロ ¥22,000 10口 

広告掲載募集要項 ※Web 版 プログラム・抄録集広告 
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13. 振込先 

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支  店：００八（ゼロゼロハチ） 

口 座 名：一般社団法人日本超音波検査学会 

フリガナ： イッパンシャダンホウジンニホンチョウオンパケンサガッカイ 

口座種別： 普通口座 

店 番 ：００８ 

口座番号：８６２８５０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告掲載募集要項 ※プログラム・抄録集 
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1.広告媒体名：第 47回日本超音波検査学会学術集会 プログラム･抄録集 

 

2. 参加登録/参加者への案内/座長・演者 への案内/アクセス 等  

掲載期間 : 2022年 3月下旬～2022年 7月 31 (金)迄 

掲載サイズ: W200px×H60px(予定) 

入稿形式 : GIF(アニメ、無限ループ可)、JPEG、指定 URLへのリンク可(予定) 

 

3. 広告料金  33,000 円(消費税込) ※10社 

 

4.申込期限：2021年 11月 19日(金)まで 

 

5.申込方法 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

 URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

6.お申込後のスケジュール 

  (1)2021年 12月下旬 採否通知と共催費の請求書を書面にてご連絡いたします。 

  (2)2022年 1月中旬 広告原稿入稿に関するご案内をメールにてお送りいたします。 

  (3)2022年 2月上旬 広告原稿入稿 

 

7.その他 

 申し込み後のキャンセルによる返金は致しかねます。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。期間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。 

 

8. 振込先 

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支  店：００八（ゼロゼロハチ） 

口 座 名：一般社団法人日本超音波検査学会 

フリガナ： イッパンシャダンホウジンニホンチョウオンパケンサガッカイ 

口座種別： 普通口座 

店 番 ：００８ 

口座番号：８６２８５０５ 

広告掲載募集要項 ※HPバナー広告 
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1.広告媒体名：第 47回日本超音波検査学会学術集会 PR動画 

 

2.視 聴 者  ：参加者および運営関係者 

 

3.視聴者数 ：5,000名予定 

 

4.広告掲載料：1,100,000 円(税込)  

 

 

 

 

(掲載順は総会事務局にご一任いただきます。)※消費税込の金額です。 

 

5.募集社数：6社 

 

6.申込期限：2021年 11月 19日(金)まで 

 

7.申込方法 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

 URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

8.広告データ 

1）動画広告 

各セッションの全会場にて開始前・幕間に動画または静止画を配信します。 

セッションの希望がある場合は、別途運営事務局にご連絡ください。 

動画、静止画データは貴社でご用意ください。 

 

11.お申込後のスケジュール 

  (1)2021年 12月下旬 採否通知と共催費の請求書を書面にてご連絡いたします。 

  (2)2022年 1月中旬  PR動画入稿に関するご案内をメールにてお送りいたします。 

  (3)2022年 2月上旬  PR動画入稿 

 

 

仕様 掲載料(税込) 募集口 

スライドショーもしくは動画 30秒以内 ￥55,000 4口 

スライドショーもしくは動画 60秒以内 ￥110,000 2口 

広告掲載募集要項 ※PR動画 
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12.その他 

 申し込み後のキャンセルによる返金は致しかねます。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。期間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。 

 

13. 振込先 

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支  店：００八（ゼロゼロハチ） 

口 座 名：一般社団法人日本超音波検査学会 

フリガナ： イッパンシャダンホウジンニホンチョウオンパケンサガッカイ 

口座種別： 普通口座 

店 番 ：００８ 

口座番号：８６２８５０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告掲載募集要項 ※PR動画 



 

- 21 - 

 

 

 

本会の開催に際しては、参加者からの登録料で全てを賄うべきところではありますが、必

ずしも十分に支出経費をカバーできないことが予想されます。景気低迷の昨今、大変心苦

しいお願いではございますが、上述の趣意をお汲み取りいただき、ご支援の程お願い申し

上げる次第です。ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

1.寄付金の名称：第 47回日本超音波検査学会学術集会のための寄付金 

 

2.協賛金の使途： 

第 47回日本超音波検査学会学術集会の準備および運営経費として 

 

3. 募金目標額 ：1,000,000 円 

   

4．募集口数 ：100口 ※1口 10,000円～ 

 

5. 募 集 期 間：2022年 5月 29日(日)まで   

 

6.申込方法 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

7.振込先 

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支  店：００八（ゼロゼロハチ） 

口 座 名：一般社団法人日本超音波検査学会 

フリガナ： イッパンシャダンホウジンニホンチョウオンパケンサガッカイ 

口座種別： 普通口座 

店 番 ：００８ 

口座番号：８６２８５０５ 

 

7.税法上の取扱い：寄付金に対する免税措置はございません。 

 

 

寄付金募集要項 
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1.募集品目 

(1)文具・・・・・・・・・20社 各 5,000セット 

 ※ペン、ノート等を提供するスペースを設け、貴社の宣伝活動の一環に 

  お役立ていただけます。 

(2)コングレスバッグ・・・5,000個 

 ※サイズの規定はございません。 

(3)ネームホルダー・・・・5,000本 

  ※ネームフォルダーのサイズについては、別途ご相談をさせていただきます。 

 

2.利用会場：東京国際フォーラム 

 

3.物品提供数：5,000名分(予定) 

 ※提供数については、ご相談の上、調整をさせていただきます。 

  詳しくは運営事務局迄お問い合わせください。 

 

4.申込期限：2021年 11月 5日(金)まで 

 

5.申込方法 

「第 47回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」より 

お申し込みいただけます。 

 URL: https://va.apollon.nta.co.jp/jss47_kyousan/ 

 

6.納品に関するご案内：申込締切後にご連絡をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品提供募集要項 
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1.全体に関わるご案内 

 (1) 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、 各社が当学術集会に対して 

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。 

  (2) お申し込み後のキャンセルによる返金はいたしかねます。 

 (3) 領収書は銀行の振込控えを以て代えさせて頂きます。 

(4) 期日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。 

 

2.日本製薬工業協会 、日本医療機器産業連合会 の透明性ガイドライン 

本学会は、日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会 が示す「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、「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の 

透明 性に関する指針」に従い、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」 「機器展示」「広告掲載」「寄付」 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。 

 

3.協賛費の取り扱いについて 

本学術集会では、協賛費の取り扱いを以下のように定めております。お申し込みに際して

は、予めご確認いただき、本規定に同意いただいた上でお申し込みください。 

また、コロナウイルス感染拡大に伴い、開催形態を変更する場合もございます。その際は、

各種協賛内容・金額を変更 追加する場合ご相談させていただくこともありますが、予めご

了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

自然災害、火災、疫病、戦争、テロ、輸送機関の運行障害、停電、ネットワーク設備の損壊、

行政機関の要請・指示・命令・規制など、主催者の責めによらない事由により、主催者が催

事開催を制限・停止することとした場合、催事に関する申込料金の一部または全部を返金し

ない場合があります。 

ご案内 


