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ご挨拶                                   

 

 

第48回日本超音波検査学会学術集会 

大会長 小谷敦志 

近畿大学奈良病院 臨床検査部 

 

このたび，第48回日本超音波検査学会学術集会を2023年6月10日（土）～11日（日）の会期で，大阪国

際会議場（大阪市）において開催する運びとなりました． 

 「エコー技術は，我々の永遠の誇りである」これは，私が随分前から抱いている理念です．超音波検査

は，臨床の知識のみならず必要な所見を描出する技術がないと正確な診断に繋がりません．学術団体であ

る本学会は，学術集会をはじめ多くの学術活動を開催して参りました．ところが2020年1月，にわかに世界

的流行となった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が出現し，その感染拡大の観点から多くの企画が

中止や延期を余儀なくされました．今まで当たり前に行っていた技術の伝承ができなくなったのと同時

に，全体的な学術意欲が低下したとの声を聞くようにもなりました．第48回学術集会は，今までの悔しい

想いの殻を破って大空に飛び立ち，コロナ禍で失われた時間を取り戻す起点となるべく，日本全国どこに

いても地域に関係なく学ぶことができ，エコー技術者が集うことに喜びを感じるものにしたいと考えてい

ます．それを実現させるために，大会のテーマに「超音波技術は，妥協せずに時空を跳びこえて伝承し，

益々飛翔する」という想いを込めました． 

 第48回学術集会では，2つの新たな試みを計画しています．ひとつ目は，すべての会場に超音波装置を

配備し，さまざまな企画において実技を含めた内容で行うことを予定しています．これは「エコー技術」

の伝承を現実化させたもので，シンポジウムや教育企画などにおいてもこの方式を採用します．ふたつ目

は，一般演題を含むすべての会場で繰り広げられる内容を，①会場，②リアルライブweb配信，③オンデ

マンド配信のトリプルハイブリッドでご参加・ご試聴いただけるようにいたします．これは，会場にお越

しになっても自宅からでも，会期中はどこにいてもリアルライブで参加でき，後日の視聴も可能というも

のです．さらに学術集会の根幹である一般演題の発表は，今までどおり会場で口演発表していただく「現

地オーラル」発表に加えて，ライブでの発表が苦手な方も事前収録で発表していだけるよう「プレレコー

ディング」発表，また，勤務先やご自宅からでも会期中はどこにいてもweb接続によってリアルライブで

一般演題を発表できる「リモートオーラル」発表も予定し，演者が自由に発表形式を選択できるようにし

ます．これらはコロナ禍で開催された学術集会を経験したからこそ発案できた試みです．さらに，遠隔操

作（走査）でエコー画像を視聴できる企画や，検査現場でエキスパートが実践する一連のエコー技術を学

べる画像企画も準備を進めています． 

学術集会の運営にあたりましては，本来参加される方々からの参加費を主として経費節減を十分に図り

ながらも充実した内容の企画を計画し，参加者に満足していただけるように運営をされるべきではありま

すが，さらに充実感のある集会を行うためには関係各位様からのご支援を得なければ運営が難しい状況に

あります．エコー技術者やそれに関わる方々が集い，時空を飛びこえて臨場感を味わえるように鋭意準備

して参りますので，本学術集会の趣旨をご理解いただき，開催に向けて格別のご支援・ご協力を賜ります

よう謹んでお願い申し上げます． 

末筆になりましたが，貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます． 

 

2022年10月吉日
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1. 会議名称  ：第48回日本超音波検査学会学術集会 

開催テーマ：「時空をこえる超音波」～検査技術の飛翔と伝承～ 
 

2. 大 会 長 ：小谷 敦志（近畿大学奈良病院 臨床検査部） 
 
3. 会    期 ：2023年 6月10日（土）～ 11日（日） 

※オンデマンド配信期間：2023年6月 26日（月）～ 7月 31日（月） 
 
4. 会    場 ：大阪国際会議場 

 
5. 開催計画 

(1) 参加予定者数：5,000名 

(2) 開催方法 

1)発表形態 

  現地オーラル、リモートオーラル、プレレコーディング 

2)配信方法 

  ①現地会場 

  ②webライブ配信(全プログラム) 

  ③オンデマンド配信（一般演題は除く） 

(3) 参加費： 
 事前参加登録 当日参加登録*1 会期後オンデマンド参加登録 

（受付方法） （オンラインのみ） （現金のみ） （オンラインのみ） 

会員 8,000円 10,000円 10,000円 

非会員 10,000円 12,000円*2 - 

学生会員・非会員学生

(社会人学生は除く) 
無料 無料 - 

*1 当日参加登録の方は、会員種別を問わずwebライブ配信はご覧いただけません。 
*2 当日参加登録の非会員の方は、事務手続き上、オンデマンド配信はご覧いただけません。 

(4) 参加対象者：超音波診断に携わる技師および医師、各医療関係者 

(5) 予定プログラム： 一般演題、YIA（Young Investigator’s Award）、大会長講演、 

大会長企画、特別企画、 

小谷賞：Congress Chairperson’s Award  OLD and YOUNG、 

Cross-disciplinary Session、Educational Session、Raw Movie Session、  

 Symposium＆Panel Discussion Session、 

 Awareness Session(編集委員会企画)、Happening (Startup) Live Session、 

 Joint Session(第87回日本循環器学会学術集会とのjoint)、 

 企業セミナー、Fireside Chat、エコーイメージコンテスト、 

 スタンプラリー 

(6) 企業展示：超音波診断に関連する機器、医薬品、書籍等の展示 
 
6. 事 務 局 

(1) 大会事務局 
天理よろづ相談所病院 臨床検査部 担当：松谷 勇人 
〒632-8552 奈良県天理市三島町200 

(2) 運営事務局 

株式会社インターグループ 担当：米澤 早紀恵 
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-1インターグループビル 
TEL: 06-6372-3052 FAX: 06-6376-2362 
E-mail：jss48@intergroup.co.jp 

mailto:jss48@intergroup.co.jp
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7. 運営役員 

 

執行部 大会長 小谷 敦志 （近畿大学奈良病院 臨床検査部） 

副大会長 橋本 修治 （南京都病院 臨床検査科） 

実行委員長 住ノ江功夫 （姫路赤十字病院 検査技術部） 

事務局長 松谷 勇人 （天理よろづ相談所病院 臨床検査部） 

財務局長 馬場  萌 （天理よろづ相談所病院 臨床検査部） 

顧問 田中 教雄 （西宮渡辺心臓脳・血管センター 心血管エコーセンター） 

顧問 尾羽根範員 （住友病院 臨床検査科・超音波センター） 

相談役 髙橋 秀一 （済生会中和病院 医療技術部） 

企画部 実行委員 大谷 美樹 （済生会和歌山病院 診療技術部臨床検査科） 

実行委員 谷口 京子 （近畿大学病院 中央臨床検査部） 

実行委員 出村 豊 （国立循環器病研究センター 臨床検査部） 

実行委員 柳  善樹 （大阪医療センター 臨床検査科） 

実行委員 木村 尚貴 （大阪労災病院 中央検査部） 

実行委員 簑田 直樹 （姫路赤十字病院 検査技術部） 

実行委員 大谷 祐哉 （奈良県総合医療センター 臨床検査部） 

実行委員 津村 京子 （住友病院 超音波センター） 

実行委員 橋口 遼 （桜橋渡辺病院 検査科） 

実行委員 喜舎場智之 （阪南中央病院 臨床検査科） 

実行委員 山崎 正之 （大阪府済生会中津病院 検査技術部） 

実行委員 玉井佑里恵 （国立循環器病研究センター 臨床検査部） 

実行委員 山本 真大 （大阪中央病院 中央検査部） 



4 / 21 

開催概要                                                                                                                                          

 

 

(3/4) 

8. 一般社団法人日本超音波検査学会 役員一覧（2021～2023年度） 

 

理事長 尾羽根範員 （住友病院 臨床検査科・超音波センター） 

副理事長 白石 周一 （東海大学医学部付属八王子病院 臨床検査技術科） 

 武山 茂 （独立行政法人 国立病院機構 相模原病院） 

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 技術部） 

 刑部 恵介 （藤田医科大学 保健学研究科） 

 古島 早苗 （長崎大学病院 検査部） 

 小谷 敦志 （近畿大学奈良病院 臨床検査部） 

 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 臨床検査部） 

 高須賀康宣 （愛媛大学医学部附属病院 検査部） 

 田中 教雄 （西宮渡辺心臓脳・血管センター 心血管エコーセンター） 

 種村 正 （仙波内科医院） 

 筑地日出文 （倉敷中央病院 臨床検査技術部） 

 中島 英樹 （筑波大学附属病院 検査部） 

 中谷 穏 （独立行政法人国立病院機構東京医療センター） 

 中野 英貴 （医療法人社団 圭春会 小張総合病院 検査科） 

 南里 和秀 （静岡県立静岡がんセンター 生理検査科） 

 西尾 進 （徳島大学病院 超音波センター） 

 西田 睦 （北海道大学病院 超音波センター） 

 長谷川雄一 （成田赤十字病院 検査部） 

 丸山 憲一 （東邦大学医療センター大森病院 臨床生理機能検査部） 

 三木 俊 （東北大学病院 生理検査センター） 

 水上 尚子 （慶應義塾大学病院 臨床検査科） 

 米山 昌司 （静岡県立静岡がんセンター 生理検査科） 

監事 竹内 浩司 （高崎総合医療センター） 

 野中 利勝 （福岡県済生会大牟田病院） 
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9. 会場概要 

    【12F】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【10F】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【3F】 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 会場名  会場 会場名 

第 1 会場 会議室1003 第 9 会場 イベントホールA 

第 2 会場 会議室1001-1002 第 10 会場 イベントホールE 

第 3 会場 会議室1004-1005 企業控室 会議室801-806 

第 4 会場 会議室1006-1007 受付 イベントホールBCD 

第 5 会場 会議室1008 企業展示 イベントホールBCD 

第 6 会場 会議室1009  クローク 12Fホワイエ・会議室1010 

第 7 会場 会議室1202  主催控室・運営本部 会議室10-1、10-2 

第 8 会場 特別会議場  
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  項目 単価 数量 予算 該当頁 

Ⅰ 参加費   40,400,000  

 1 正会員  8,000 4,800 38,400,000  

 2 非会員 10,000 200 2,000,000  

 3 学生（社会人を除く） 0 10 0  

Ⅱ 共催セミナー   15,620,000 P.8-10 

  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  

Ⅲ 展示出展料   7,150,000 P.11-14 

  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 広告掲載費   1,112,000 P.15-18 

 1 ポケットプログラム広告   342,000   P.15 

  1） 表 4  1 頁 カラー 70,000 1 70,000  

  2） 表 3  1 頁 カラー 40,000 1 40,000  

  3） 表 2  1 頁 カラー 40,000 1 40,000  

  4） 後付 1 頁 モノクロ 17,000 6 102,000  

  5） 後付  1/2 頁  モノクロ 9,000 10 90,000  

 2 バナー広告   330,000 P.16-17 

  1） HPバナー 33,000 4 132,000  

  2） 抄録アプリバナー 33,000 3 99,000  

  3） Web抄録バナー 33,000 3 99,000  

 3 企業PR 動画   440,000 P.18 

  1） 30 秒以内 55,000 4 220,000  

  2） 60 秒以内 110,000 2 220,000  

Ⅴ 寄付金   1,000,000 P.19 

Ⅶ 預託金   5,000,000  

  1） 学会補助費 3,000,000 1 3,000,000  

  2） オンデマンド配信補助費 2,000,000 1 2,000,000  

   収入 合計   70,282,000 (消費税10%込) 

1.収入 
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2.支出 

 項目 合計 備考 

Ⅰ 会場費 13,000,000  会場借上費 

Ⅱ 設備費    

   1）会場付帯設備 3,500,000  会場付帯設備費，会場付帯備品，会場技術員費用等 

   2）映像関連設備費 26,300,000  映像機材費，Web配信関連費，講演収録編集費，他 

Ⅲ 講師料 1,000,000  招聘講師謝金 

Ⅳ 交通費・諸経費    

   1）招聘講師 400,000  交通費，宿泊費 

   2）実行委員 2,000,000  交通費，行動費，出張日当，宿泊費 

Ⅴ 会議費    

   1）会場飲料費用 115,000  ミネラルウォーター，参加者配布パック飲料，他 

   2）食費 230,000  実務委員昼食弁当費 

   3）Fireside Chat 経費 5,000,000  Fireside Chat 飲食費用，他 

Ⅵ アルバイト・モデル料 100,000  ライブ企画モデル料 

Ⅶ 事務費等 200,000  印刷費，通信費，備品費等 

Ⅷ その他費用 1,200,000  
Award賞金，画像コンテスト賞金, 記念品費用, ノベルティ 

費用，託児所，振込手数料 

Ⅸ 事務委託費 2,000,000  参加費徴収決済手数料，学術集会 HP情報更新費・運営費 

  （国際文献社）   学術集会演題募集・投稿システム運用費，印刷費 

      スタッフ派遣費 

Ⅹ 業務委託費 15,000,000  運営費，PV制作費，HP作製管理費，Zoomライセンス費 

  （コンベンション）   事務備品費，各種印刷費，通信費，記念品費，人件費，他 

Ⅺ 予備費 87,000    

Ⅻ 会計監査費 150,000    

支出 合計 70,282,000  (消費税 10％込) 
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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） 

■2023年 6月 10日（土）ランチョンセミナー 開催時間（予定）：12：15-13：05 

プログラム名 予定会場 通常席数 制限席数※ 共催費 オンデマンド有 

ランチョンセミナー1 【第 1 会場】会議室1003  540 席 290 席 ¥1,320,000 ¥1,520,000 

ランチョンセミナー2 【第 2 会場】会議室1001-1002 378 席 181 席 ¥1,100,000 ¥1,300,000 

ランチョンセミナー3 【第 3 会場】会議室1004-1005 190 席 95 席 ¥1,100,000 ¥1,300,000 

ランチョンセミナー4 【第 4 会場】会議室1006-1007 190 席 95 席 ¥880,000 ¥1,080,000 

ランチョンセミナー5 【第 5 会場】会議室1008 182 席 90 席 ¥880,000 ¥1,080,000 

ランチョンセミナー6 【第 6 会場】会議室1009 260 席 130 席 ¥880,000 ¥1,080,000 

 

■2023年 6月 11日（日）ランチョンセミナー 開催時間（予定）：12：30-13：20 

プログラム名 予定会場 通常席数 制限席数※  共催費 オンデマンド有 

ランチョンセミナー7 【第 1 会場】会議室1003 540 席 290 席 ¥1,320,000 ¥1,520,000 

ランチョンセミナー8 【第 2 会場】会議室1001-1002 378 席 181 席 ¥1,100,000 ¥1,300,000 

ランチョンセミナー9 【第 3 会場】会議室1004-1005 190 席 95 席 ¥1,100,000 ¥1,300,000 

ランチョンセミナー10 【第 4 会場】会議室1006-1007 190 席 95 席 ¥880,000 ¥1,080,000 

ランチョンセミナー11 【第 5 会場】会議室1008 182 席 90 席 ¥880,000 ¥1,080,000 

ランチョンセミナー12 【第 6 会場】会議室1009 260 席 130 席 ¥880,000 ¥1,080,000 

 

■2023年 6月 10日（土） 企業セミナー 開催時間（予定）：11：00-11：40 

プログラム名 予定会場 通常席数 制限席数※  共催費 オンデマンド有 

企業セミナー1 【第 7 会場】会議室1202 220 席 110 席 ¥660,000 ¥860,000 
 

■2023年 6月 10日（土） 企業セミナー 開催時間（予定）：15：00-15：40 

プログラム名 予定会場 通常席数 制限席数※  共催費 オンデマンド有 

企業セミナー2 【第 7 会場】会議室1202 220 席 110 席 ¥660,000 ¥860,000 
 

■2023年 6月 10日（土） 企業セミナー 開催時間（予定）：16:20-17:00 

プログラム名 予定会場 通常席数 制限席数※  共催費 オンデマンド有 

企業セミナー3 【第 7 会場】会議室1202 220 席 110 席 ¥660,000 ¥860,000 
 

■2023年 6月 11日（日） 企業セミナー 開催時間（予定）： 9：00-9：40 

プログラム名 予定会場 通常席数 制限席数※  共催費 オンデマンド有 

企業セミナー4 【第 7 会場】会議室1202 220 席 110 席 ¥660,000 ¥860,000 
 

■2023年 6月 11日（日） 企業セミナー 開催時間（予定）：10：15-10：55 

プログラム名 予定会場 通常席数 制限席数※  共催費 オンデマンド有 

企業セミナー5 【第 7 会場】会議室1202 220 席 110 席 ¥660,000 ¥860,000 

 

・セミナー設定席数はシアター形式を予定しております。 

・共催費は消費税込の金額です。 

※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、席数を制限いたします。 

 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、別途ご案内いたします。
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(2/3) 

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。 

2022年 11月 18日（金）までに運営事務局までお知らせください。 

 

 

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 2022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（2022年12月上旬）貴社よりご依頼をお願い申し上げます。 

正式決定後、2023年1月上旬までに運営事務局までご一報ください。 

 

5. 共催関係費用について 

 

 

6. 申込期限 

2022年11月 18日（金）まで

【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。 

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 
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7. 申込方法 

Web にてお申し込みをお願い申し上げます。 

「第 48 回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」の申込フォームよりお申し込みい

ただけます。 

URL: http://jss48th.umin.jp/ 

 

 

8. お申込後のスケジュール: 

(1)2022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)2023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ください。 

 

http://jss48th.umin.jp/
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(1/3) 

1. 日時（予定） 

2023年6月 9日（金） 13:00 – 17:00  搬入・装飾 

2023年6月10日（土） 9:00 – 17:00 展示 

2023年6月11日（日） 9:00 – 催事終了時 展示・撤収 

※6月11日（日）は17:00までに撤収完了となるよう、各社で展示時間を設定ください。 

  

2. 展示会場：3FイベントホールBCD（予定） 

（展示小間の割振りは大会事務局に一任とさせていただきます。） 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

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 
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(2/3) 

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、2022年12月上旬にご連絡申し

上げます。※小間割は、運営事務局にて決めさせていただきます。 

 

 

6. 企業展示小間割（予定案）：3F イベントホールBCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

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ください。 

(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。 

(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。 
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(3/3) 

(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48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) 新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、然るべき対策を講じていただけますよう、ご協

力をお願い申し上げます。 

 

 

8. 申込期限：2022年11月 18日（金）まで 

 

 

9. 申込方法 

「第48回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」の申込フォームよりお申し

込みいただけます。 

URL: http://jss48th.umin.jp/ 

 

 

10. お申込後のスケジュール 

(1) 2022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) 2023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ください。 

 

  

http://jss48th.umin.jp/
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1. 日時（予定） 

2023年6月 9日（金） 13:00 – 17:00  搬入・装飾 

2023年6月10日（土） 9:00 – 17:00 展示 

2023年6月11日（日） 9:00 – 催事終了時 展示・撤収 

   ※6月11日（日）は17:00までに撤収が出来るよう、各社で展示時間を設定ください。 

 

2. 展示会場：ホワイエ 他（予定） 

（展示小間の割振りは大会事務局にて決めさせていただきます。） 

 

 

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ください。 

 

 

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. 募集者数：2社 

 

 

7. 申込期限：2022年11月 18日（金）まで 

 

 

8. 申込方法 

「第48回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」の申込フォーム

よりお申込みいただけます。 

URL: http://jss48th.umin.jp/ 

 

 

9. お申込後のスケジュール 

(1) 2022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) 2023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ください。

http://jss48th.umin.jp/
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広告掲載募集要項 ①ポケットプログラム                                                                                    

 

 

1. 広告掲載媒体：第48回日本超音波検査学会学術集会 ポケットプログラム（A5判） 

         ※当日配布  

 

2. 閲覧対象： 第48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：342,000 円（消費税 10% 込） 

 

 

4. 広告掲載料：342,000 円（税込） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（掲載ページの割振りは大会事務局に一任とさせていただきます。）  

※消費税込の金額です。 

 

特別料金（複数申込で特別料金が適用されます） 

 

 

 

 

 

 

  ※バナー広告の詳細については、次のページ(P.16)をご確認ください。 

 

5. 募集社数：19 社 

 

 

6. 申込期限：2022年11月18日（金）まで 

 

 

7. 申込方法 

「第48回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」の申込フォーム

よりお申し込みいただけます。 

URL: http://jss48th.umin.jp/ 

 

 

8. お申込後のスケジュール 

(1) 2022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) 2023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) 2023年2月上旬  広告原稿入稿 

 掲載箇所 掲載料（税込） 募集口数 

① 表４ １頁 カラー ¥70,000 1 口 

② 表３ １頁 カラー ¥40,000 1 口 

③ 表２ １頁 カラー ¥40,000 1 口 

④ 後付 １頁  モノクロ ¥17,000 6 口 

⑤ 後付 １/2 頁 モノクロ ¥9,000 10 口 

 掲載箇所 掲載料(税込) 

① HPバナー+抄録アプリバナー+Web抄録バナー+表４ ¥138,000 

② HPバナー+抄録アプリバナー+Web抄録バナー+表３ ¥118,000 

③ HPバナー+抄録アプリバナー+Web抄録バナー+表２ ¥118,000 

http://jss48th.umin.jp/
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広告掲載募集要項 ②バナー広告                                                                                
 

 

 

1. 広告媒体名：第48回日本超音波検査学会学術集会 HPバナー/抄録アプリバナー/Web抄録バナー 

 

2. 広告料金：  

仕様 掲載料（税込） 募集口 

HPバナー ￥33,000 4 口 

抄録アプリバナー ￥33,000 3 口 

Web抄録バナー ￥33,000 3 口 

 

特別料金（複数申込で特別料金が適用されます） 

仕様 掲載料（税込） 

HPバナー+抄録アプリバナー+Web抄録バナー ￥88,000 

 

3. 掲 載 媒 体：  

 HPバナー：第48回日本超音波検査学会学術集会 HP 

 抄録アプリバナー：第48回日本超音波検査学会学術集会 抄録アプリ 

 Web抄録バナー：第48回日本超音波検査学会学術集会 Web抄録集 

 

4. 掲 載 期 間 ： 

 HPバナー：2023年3月下旬 ～ 2023年7月 31日（月）まで 

 抄録アプリバナー・Web抄録バナー：2023年5月下旬～2023年7月 31日（月）まで 

 

5. 掲載サイズおよびファイル形式： 

 

  仕様 掲載サイズ ファイル形式 

HPバナー 高さ70 × 幅210 png、jpeg、gif 

WEBアプリバナー 高さ210 × 幅1,536 png 

WEB抄録バナー 高さ80 × 幅160 png、jpeg、gif 

  ※指定URLへのリンク可（予定） 

  ※掲載サイズは予定です。 

 

6. 申込期限：2022年11月 18日（金）まで 

 

 

7. 申込方法 

「第48回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」のお申込みフォーム 

よりお申し込みいただけます。 

URL: http://jss48th.umin.jp/ 

 

 

8. お申込み後のスケジュール 

(1) 2022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) 2023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) 2023年2月上旬  バナー原稿入稿 

http://jss48th.umin.jp/
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広告掲載募集要項 ②バナー広告                                                                                
 

 

 

9. 各種バナー広告掲載イメージ（予定） 

 

・HPバナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Webアプリバナー           ・Web抄録バナー 

  

サイズpx : 高さ210 × 幅1,536 
サイズpx：高さ80×幅160 

※横160px以上の画像は160pxに縮小されて表示されます。 

サイズpx : 高さ70 × 幅210 
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広告掲載募集要項 ③企業PR動画                                                                                       
 

 

 

1. 広告媒体名：第48回日本超音波検査学会学術集会 企業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：440,000 円（税込） 

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 

  （掲載順は大会事務局に一任とさせていただきます。） 

※消費税込の金額です。 

 

 

5. 募集社数：6 社 

 

 

6. 申込期限：2022年11月 18日（金）まで 

 

 

7. 申込方法 

「第48回日本超音波検査学会学術集会 HP」の「共催・展示・協賛募集」の申込

フォームよりお申し込みいただけます。 

URL: http://jss48th.umin.jp/ 

 

 

8. 広告データ(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。(約100回/1日)    

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。 

なお、オンデマンド配信はいたしません。 

 

 

9. お申込後のスケジュール 

(1) 2022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) 2023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) 2023年2月上旬  PR 動画入稿

http://jss48th.umin.jp/
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寄付金募集要項                                                                                                                   
 

※PR 動画     

 

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48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48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：2023年6月11日（日）まで 

 

 

6. 申込方法 

「第48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: http://jss48th.umin.jp/ 

 

 

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。 

  

http://jss48th.umin.jp/
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申込後のお手続きについて                                                                                                                
 

※PR 動画     

 

 

ご協賛費のお支払いについて、お申込み締め切り後に御請求書を運営事務局より発行いたします。 

御請求書内にも記載いたしますが、お振込み先は下記の通りです。 

 

 

1. 振込先 

銀 行 名： ゆうちょ銀行 

支   店： 〇〇八(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： シヤ)ニホンチヨウオンパケンサガツカイ 

口座種別： 普通 

店    番： 008 

口座番号： 2612883 

 

2. その他 

申し込み後のキャンセルによる返金はいたしかねます。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。 
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ご案内                                                                                                                           
 

 

 

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。 


