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ご挨拶ならびにお願い 

 

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご理解

とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

 さて、第71回日本医学検査学会は、公益社団法人大阪府臨床検査技師会が担当し、メイ

ンテーマを「躍動！次代へ繋ぐ臨床検査」、サブテーマを「Challenge for the future」

と掲げ、令和4年5月21日(土) ～ 22 日(日) の両日、大阪府大阪市のATCホール、ハイアッ

トリージェンシー大阪の2施設にて開催することとなりました。 

 

本学会は、従来から開催地に会員・賛助会員、関係者にご参集いただき、盛会に開催す

るものでありますが、第70回日本医学検査学会についてはコロナ禍の中、感染拡大防止と

社会経済活動を両立させるため、主にWebを用いた方式で行い、全国から多くの会員に参加

していただきました。今後、開催に当たっては流行状況を鑑みつつ、Webによる演題発表も

併用し開催いたします。 

 

なお、本会としては、主に臨床検査に従事する技師として最新の技術や知識を取得する

場であり、且つ急速な変貌を遂げている我が国の保健・医療における医療技術者として意

識改革を進め、明日からの行動変容に繋ぐ重要な機会でもあるとともに、会員等の情報交

換を進める学会となるよう望んでおります。 

 

なお、展示会場においては出展企業から新技術や新たに開発された医療・検査機器等の

展示やオンラインによる展示の併用も視野に入れつつ、多くの学会参加者の勉強の場とな

ることを願っております。 

 

会場となる大阪市は「水の都」、橋の多い街であり、その多くは「公儀橋」でなく、町

人自らが架けた「町橋」で、この勢いある町人堅気が「浪華の八百八橋」と呼ばれる所以

でもあります。また「食の都」「笑いの聖地」として、「気遣いとサービス精神」の文化

あふれる大阪に、コロナ禍が収束すれば、全国より多くの会員が来場されることでしょう。 

 

貴社におかれましては、本趣旨にご理解賜り、ぜひとも積極的な展示参加をご検討いた

だきたくお願い申し上げます。忌憚のないご意見も拝聴しながら、貴社の展示参加の成果

が得られるよう配慮の上、本学会の盛会を目指してまいりたく存じます。何とぞご高配の

ほど心よりお願い申し上げます。 

謹白 

令和3年8月吉日 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

代表理事 会長 宮 島 喜 文 
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ご挨拶 

時下、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、第 71 回日本医学検査学会を公益社団法人大阪府臨床検査技師会の担当で大

阪府大阪市において開催させていただくにあたり、担当技師会を代表して一言ごあいさ

つを申し上げます。 

本学会は 5 月 21 日（土）・22 日（日）の 2 日間にわたり、ATCホール、ハイアッ

トリージェンシー大阪の2会場を利用しての開催となります。大阪府の担当は 1998 年の

大阪市における開催以来となりますので、まさに 24 年ぶりとなります。2025年の国際博

覧会に向け新たに生まれ変わりつつある大阪で本学会を担当できることを嬉しく思います。

2019 年からの新型コロナウイルスの感染拡大で、臨床検査の価値は大きく変化していま

す。画像データの深層学習などAI技術やIT技術も進化を続け、次代への期待と不安が高ま

りつつあります。学会のメインテーマは、「躍動！次代へ繋ぐ臨床検査」としました。学

会が臨床検査の未来をともに語る機会になることを望みます。 

医療情勢も変化し、医師の業務負担軽減のためにタスクシフティングが推進されるよ

うになりました。そして私たち臨床検査技師も検査室から外来や病棟・在宅へと

向かう必要性が出てきました。そのためにサブテーマは「Challenge for the future」とし、

現状維持に留まらず、前に進もうとする意識改革の重要性を認識できる学会にしたいと考

えております。 

日本医学検査学会は日本臨床衛生検査技師会会員が中心となり、毎年多数の会員が参加

する学術集会です。また、日頃の研究の成果を発表するとともに、日々進化を遂げる臨

床検査の最新の知識や情報を得るために欠かすことのできない場となっています。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、本学会の趣意と意義をご理解いただき、是非

ともご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、忌憚のないご意見も拝聴しながら、

貴社におかれましても大きな成果が得られるよう配慮の上、本学会の盛会を目指してまい

りたく存じます。 

末筆ではございますが、貴社の今後益々のご繁栄を心より祈念申し上げます。 

謹白 

2021 年 8 月吉日 

第 71 回日本医学検査学会 

学会長 高田 厚照 

（関西医科大学総合医療センター 臨床検査部） 
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開催概要 

1. 学会名 

第71回日本医学検査学会 

2. テーマ 

躍動！次代へ繋ぐ臨床検査 ～Challenge for the future～ 

3. 会期 

2022年5月21日（土）～22日（日） ※設営準備日：5月20日（金） 

4. 会場 

■ATCホール（アジア太平洋トレードセンター株式会社ホール事業部） 

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 

TEL：06-6615-5006 FAX：06-6615-5021 

■ハイアット リージェンシー 大阪 

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11 

TEL：06-6612-1234 FAX：06-6614-7800   E-mail：osaka.regency@hyatt.com 

5. 学会長 

髙田 厚照（関西医科大学総合医療センター 臨床検査部） 

6. 実行委員長 

増田 詩織（近畿大学奈良病院 臨床検査部） 

7. 事務局長 

梶 勝史（大阪旭こども病院） 

8. 主催 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

9. 担当 

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 

10. 参加数（予定） 

約5,200名 （第70回日本医学検査学会実績：6,961名） 

11. プログラム内容（予定） 

招待講演、基調講演、特別講演、教育講演、学会長講演、日臨技企画、シン

ポジウム、ワークショップ、ハンズオンセミナー、一般演題、共催セミナ

ー、文化講演等 

12. 学会事務局 

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 

〒543-0018  大阪府大阪市天王寺区空清町8-33 大阪府医師協同組合東館4階 

13. スポンサー窓口（お問合せ先） 

第71回日本医学検査学会in大阪 スポンサー窓口  

〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10階  

TEL 06-6949-8137  FAX 06-6949-8138  

E-mail: sponsor71jamt@academicbrains.jp 
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14. 収支予算案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【収入の部】 【支出の部】

金額 金額

Ⅰ．参加費 50,250,000 Ⅰ．事前準備費 19,127,200

参加費（日臨技会員） 10,000 × 1,800 名 18,000,000 1 事務手続き関係 12,457,200

参加費（日臨技会員事前参加登録） 9,000 × 3,100 名 27,900,000 2 WEB配信関係 6,670,000

参加費（賛助会員、関連学会・団体） 10,000 × 200 名 2,000,000 Ⅱ.当日運営費 59,302,577

参加費（非会員） 20,000 × 50 名 1,000,000 1 会場費 25,383,380

情報交換会参加費 5,000 × 150 名 750,000 2 機材関係費 10,560,329

抄録掲載料 5,000 × 120 名 600,000 3 その他映像機材関連費 5,612,758

4 施工関連費 10,989,110

Ⅱ．懇親会費広告関係費 5,824,500 5 運営人件費 1,582,000

表2 341,000 × 1 社 341,000 6 飲食関連費 2,175,000

表3 308,000 × 1 社 308,000 7 接遇関連費 3,000,000

表4 396,000 × 1 社 396,000 Ⅲ.事後処理費 90,000

前付（カラー） 308,000 × 6 社 1,848,000 1 事後処理費用 90,000

前付（モノクロ） 137,500 × 3 社 412,500 Ⅳ.その他 11,404,723

後付1ページ 126,500 × 10 社 1,265,000 1 業務委託費 3,552,745

後付1/2ページ 77,000 × 2 社 154,000 2 消費税（I+II+III)の10% 7,851,978

ホームページバナー広告 110,000 × 10 社 1,100,000 V.拠出金返金 10,000,000

99,924,500

Ⅲ．補助金企業展示出展料　 25,800,000

出展料（賛助会員） 120,000 × 170 小間 20,400,000

出展料 非会員（一般） 150,000 × 20 小間 3,000,000

バーチャル展示 120,000 × 20 コンテンツ 2,400,000

Ⅳ．広告料収入共催セミナー共催費　 7,950,000

ランチョンセミナーA 450,000 × 6 社 2,700,000

ランチョンセミナーB 350,000 × 12 社 4,200,000

スイーツセミナーA 350,000 × 3 社 1,050,000

Ⅴ．出展料収入寄付金・助成金 100,000

寄付金 100,000 × 1 式 100,000

助成金

Ⅵ．セミナー共催費その他 10,000,000

学会本体拠出金 10,000,000 × 1 式 10,000,000

99,924,500収入合計

第71回日本医学検査学会

収支予算（案）

費用科目 内訳 費用科目

支出合計
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共催セミナーは「ランチョンセミナー」「スイーツセミナー」として、第71回日本医学

検査学会と協賛企業との共催として開催されるセミナーです。 

 

 

1. 開催概要 

日程：2022年5月21日（土）・ 22日（日） 

時間：①ランチョンセミナー：昼の時間帯で1時間（12:15～13:15の予定） 

②スイーツセミナー：午後の時間帯で1時間（15:30～16:30の予定） 

会場：ATCホール／ハイアット リージェンシー 大阪 

※開催時間はプログラム編成の上で最終確定いたします。 

 

 

2. 申込期日・申込方法 

申込期日：2021年11月30日（火） 

申込方法：オンラインによる受付となります。 

第71回日本医学検査学会ホームページ内の「協賛企業募集」よりお申し込みくださ

い。（URL：https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/） 
 

 

3. セミナータイプ・共催費 

5月21日(土) 

申込番号 セミナータイプ 共催費(税込） 会場(予定） 席数(予定） 

1 

ランチョンセミナーA 450,000 円 

ATCホール Cホール 440 席以下 

2 HRO ボールルームABC 370 席以下 

3 HRO ボールルームDE 250 席以下 

4 

ランチョンセミナーB 350,000 円 

ATCホール Dホール 100 席以下 

5 ATCホール コンベンションルーム1 110席以下 

6 ATCホール コンベンションルーム2 80 席以下 

7 HRO サファイア 70 席以下 

8 HRO クリスタル 70 席以下 

9 HRO ルビー 70 席以下 

10 

スイーツセミナーA 350,000 円 

HRO サファイア 70 席以下 

11 HRO クリスタル 70 席以下 

12 HRO ルビー 70 席以下 

 

共催セミナー 募集要項 
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5月22日(日) 

申込番号 セッションタイプ 共催費(税込） 会場(予定） 席数(予定） 

13 

ランチョンセミナーA 450,000円 

ATCホール Cホール 440 席以下 

14 HRO ボールルームABC 370 席以下 

15 HRO ボールルームDE 250 席以下 

16 

ランチョンセミナーB 350,000 円 

ATCホール Dホール 100 席以下 

17 ATCホール コンベンションルーム1 110席以下 

18 ATCホール コンベンションルーム2 80 席以下 

19 HRO サファイア 70 席以下 

20 HRO クリスタル 70 席以下 

21 HRO ルビー 70 席以下 

 

開催希望の申込番号を第 3 希望までお選びください。 

※席数は目安です（感染予防を考慮して定員の半数です）。最終的に増減が生じた

場合はご了承ください 

 

【共催費に含まれるもの】 

・会場費 

・会場付帯設備費（演台、司会机、椅子、所定設置本数のマイク、照明設備）  

なお、客席はシアター形式（机なし椅子のみ）の予定です。 

・会場付帯映像機材費（スクリーンや発表機材等の学会手配機材） 

・会場映像機材オペレーター1 名 

・控室部屋代（時間制限あり） 

 

【共催費に含まれないもの】 

・司会・講演者への謝金・旅費（貴社規定に一任いたします） 

・参加者用弁当費、スイーツ費 

・控室での飲食費ならびに映像機材費 

・運営要員人件費（照明係、進行係、弁当資料配布係、接遇係など） 

・看板装飾費（会場前表示板、誘導板、氏名掲示など） 

・会場付帯映像機材以外の追加機材費 

・ポスター、チラシー等の印刷製作費 

※参加者用弁当およびスイーツ内容は主催者により指定させていただき、日程ごと

に全セミナー統一とします。 

※参加者用弁当およびスイーツ含め、当日の手配物に関しては学会事務局にて手配

を承ります。 会期約 2 か月前にスポンサー窓口よりご案内書をお送りいたします

ので、所定の手続きによりお申込みください。なお、手配管理料として合計金額の 

15％を申し受けます。 
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4. 注意事項 

• セミナーテーマ、司会、講演者については、協賛企業様のご提案もお受けいたしま

す。オンライン申込の際にご希望内容をご記入ください。ただし、学会プログラムと

の兼ね合いから変更をご相談させていただく場合がございますので、あらかじめご了

承ください。また、司会、講演者への正式打診は、事務局の承認後に行っていただき

ますようお願いいたします。 

• 日程、会場はご希望を最大限考慮いたしますが、お申込の状況により最終的に事務局

一任とさせていただきます。 

• 開催枠決定後に「共催費」の請求書をお送りいたします。（入金先口座は請求書に記載

いたします。） 

• 正式なテーマ、司会名、講演者名の提出に関しては 2022 年 1 月17 日（金）を提出

締切とさせていただきます。なお、抄録提出の必要はございません。 

• 共催費に含まれない当日手配物は、スポンサー窓口にて手配を承ります。会期約 2か月

前頃にスポンサー窓口よりご案内書をお送りいたしますので、所定の手続きによりお

申込みください。なお、手配管理料として合計金額の 15％を申し受けます。 
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1. 開催概要 

日程：2022年5月20日（金）～ 22日（日） 

時間：2022年5月20日（金）午 前 主催者側基礎小間設営（予定） 

午 後 スペース展示出展者・設営（予定） 

19:00～ 全出展者展示物搬入設営（予定） 

2022年5月21日（土）9:00～17:00 展示（予定） 

2022年5月22日（日）8:30～14:00 展示（予定） 

2022年5月22日（日）14:00～16:30 展示物搬出・撤去（予定） 

※上記時間はプログラム編成の上で最終決定いたします。 

会場：ATCホール 

 

 

2. 申込期日・申込方法 

申込期日：2022年2月28日（月） 

申込方法：オンラインによる受付となります。 

第71回日本医学検査学会ホームページ内の「協賛企業募集」よりお申し込みくださ

い。（URL：https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/） 

 

 

3. 出展要項 

（1）出展対象：検査機器、試薬 他 

（2）出展料：パッケージ小間・スペース小間とも 

1）当会賛助会員：間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.1m  1 小間：120,000 円（税込）  

2）一般：間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.1m  1 小間：150,000 円（税込） 

※消費税は会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。 

※規格：展示台(W1.8m×D0.9m×H0.7m)+バックパネル（W1.8m×H2.1m）+社名板(W0.9m

×H0.2m)+蛍光灯 

※電気配線工事・上記に含まれない追加備品などは有料（出展企業様負担）となりま

す。 

※自社での特殊展示施工を希望される場合は、スペース渡し（スペース小間）も可能

です。その場合は、10 小間以上のお申込みより受付いたします。（㎡算出サイズとな

ります） 

（3）募集小間数企業展示190小間 

（4）出展場所小間位置につきましては、主催者側で配置を調整の上、主催者において 

実施する抽選で決定する予定です。 

※抽選会にご応募いただけない場合は、主催者側で小間位置を決定させていただきま

す。 

（5）出展物上記出展対象に記載された範囲のものおよび主催者の認めたものとします。 

企業展示（会場） 募集要項 
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（6）会場管理会場および出展物の保全については最善の管理にあたりますが、天災その他

不可抗力による事故、盗難、紛失ならびに出展小間内における人的災害の発生につ

いては責任を負いかねますのでご了承ください。 

 

 

4. 注意事項 

• 申込締切後、出展料の請求書をお送りいたします。（入金先口座は請求書に記載いた

します） 

• 実施詳細（搬入出方法、小間配置、追加備品手配等）は 2022年 1～2 月頃に実施

する「出展者説明会」(予定)にて改めてご案内いたします。 

• 「出展説明会」の詳細は確定次第、出展申込各社へご案内いたします。 
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1. 掲載要領 

URL：https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/ 

閲覧対象：日本臨床衛生検査技師会会員、非会員学会参加者、その他関係者 

コンテンツ：学会案内（開催概要、プログラム、演題募集、宿泊案内、当日案内な

ど） 

バ－チャル展示表示方法：参加者のみに閲覧できるホームページ上の展示会場 

掲載期間：申込後～2022 年6 月末日（予定） ※申込順に順次掲載 

 

 

2. 申込期日・申込方法 

申込期日：2022 年 3 月 25 日（金） 

申込方法：オンラインによる受付となります。 

第71回日本医学検査学会ホームページ内の「協賛企業募集」よりお申し込みくださ

い。（URL：https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/） 

 

 

1）掲載広告料金 

掲載場所 規格 広告料（税込） 募集口数 

バーチャル展示 
参加者に限定してさまざまなWebコ

ンテンツを配信できます。 
￥120,000 20 社 

 

 

2）掲載データ等の提出について 

① 掲載可能なデータ数・種別を後日、お申込み企業にご案内いたします。 

データのご提出方法につきましては、ファイルアップローダーを準備する予定で

す。 

② 入稿連絡先： 

第71回日本医学検査学会in大阪 スポンサー窓口  

〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10階  

TEL 06-6949-8137  FAX 06-6949-8138 E-mail: sponsor71jamt@academicbrains.jp 

  

3）注意事項 

• 申込書受領後、バーチャル展示料の請求書をお送りいたしますので、指定の期

日までにお振込をお願いいたします。（入金先口座は請求書に記載いたします） 

  

ホームページ バ－チャル展示 募集要項 
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1. 掲載要領 

URL：https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/ 

閲覧対象：日本臨床衛生検査技師会会員、非会員学会参加者、その他関係者 

コンテンツ：学会案内（開催概要、プログラム、演題募集、宿泊案内、当日案内な

ど） 

バナー表示方法：トップページに常時掲載（貴社指定のURL へリンク設定） 

掲載期間：申込後～2022 年6 月末日（予定） ※申込順に順次掲載 

 

 

2. 申込期日・申込方法 

申込期日：2022 年 3 月 25 日（金） 

申込方法：オンラインによる受付となります 

第71回日本医学検査学会ホームページ内の「協賛企業募集」よりお申し込みくださ

い。（URL：https://web.apollon.nta.co.jp/jamt2022/） 

 

 

1）広告料金 

掲載場所 規 格 広告料（税込） 募集口数 

トップページ 縦 70 ピクセル×横 230 ピクセル ￥110,000 10 口 

 

 

2）バナー入稿、リンク先 URL 連絡について 

① 入稿連絡方法：画像データ（GIF、JPEG）を E-mail にて下記スポンサー窓口へご送

付ください。またその際あわせて、リンク先のURL をご連絡ください。 

② 入稿連絡先： 

第71回日本医学検査学会in大阪 スポンサー窓口  

〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10階  

TEL 06-6949-8137 FAX 06-6949-8138 E-mail: sponsor71jamt@academicbrains.jp 

  

3）注意事項 

• 申込書受領後、広告料の請求書をお送りいたしますので、指定の期日までにお

振込をお願いいたします。（入金先口座は請求書に記載いたします） 

 

 

 

※学会プログラム集（ポケット版） への広告掲載については、日本臨床衛生検査技師会から別途

ご案内させていただきます。 

ホームページバナー広告掲載 募集要項 

学会プログラム集（ポケット版） 広告募集 
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