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第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 
The 33rd Annual Meeting of the Japanese Society of Clinical Sports Medicine 

スポンサーシップ 募集要項 



  



 

ご 挨 拶 

 

拝啓 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会を、2022年 11月 12日（土）、13日（日）の両

日、札幌市において開催させていただくことになりました。 

今回の学術集会のテーマを『新しい世界、新しいスポーツサイエンス』とさせていただ

きました。この２年間、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、世界に大きな負の影響

を及ぼしましたが、同時に社会の在り方やシステムにも様々な変革をもたらしました。本

学会では、これからしばらく続くであろうウイルスとの共存、すなわちウィズコロナの時

代におけるスポーツのあり方、そしてアフターコロナの時代に向けたスポーツ医科学の方

向性、発展性について議論する場としたいと考えます。一方、この数年の間に多くの分野

で目覚ましい技術革新が進んでおり、スポーツ医科学にも様々な変革や新しい手法が生ま

れています。「新しいスポーツサイエンス」に関する発信や議論を通して、コロナ禍を乗り

越えた先の「新しい世界」への希望を見出す学術集会とすることができれば幸いです。 

つきましては、各種協賛につきご案内申し上げます。時節柄ご多端の折、誠に勝手な

お願いではございますが、かかる事情ご賢察賜り、本学術集会が大きな成果を生むこ

とができますよう、ご支援、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。 

末筆ではございますが、貴社のますますのご隆盛をお祈り申し上げます。 

謹白 

 

 

2022年 4月吉日 

 第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 

会長 山下 敏彦 

（札幌医科大学 理事長・学長） 



 
開 催 概 要 

 

1. 会議の名称 

第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 

 

2. 会議主催者 

  山下 敏彦（札幌医科大学 理事長・学長） 

 

3. 会期・会場 

2022年 11月 12日（土）・13日（日） 

・ロイトン札幌 

〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1条西 11丁目 TEL：011-271-2711  

 

 

 

4. 開催計画の概要（予定） 

会長講演、理事長講演、招待講演、特別講演、基調講演、教育研修講演、シンポジウム、 

パネルディスカッション、一般演題（口演、ポスター）、ランチョンセミナー、 

アフタヌーンセミナー、イブニングセミナー他 

 

5. 参加予定数 

約 2,000名（予定） 

 

6. お問合せ先 

＜第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 運営事務局＞  

  日本コンベンションサービス株式会社 東北支社内 

  〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6階 

  TEL：022-722-1311 

  E-mail：33rinspo@convention.co.jp 

  



 

 

1. 開催日時・会場 

2022年 11月 12 日（土）・13日（日） 

・ロイトン札幌 

〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1条西 11丁目 TEL：011-271-2711  

 

 

 

2. 共催費用 

 

＊会場仕様は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。 

 

➢ 共催費用に含まれるもの (予定) 

・会場使用料    

・映像オペレーター人件費  

・発表機材および備品（スクリーン、PC プロジェクター、卓上ライト） 

・発表用 PC（windows）      

・レーザーポインター etc. 

・付帯設備費（演台、椅子、テーブル）    

・音響、照明設備基本使用料 

 

➢ 共催費用に含まれないもの (予定) 

・参加者用弁当   

・看板（会場前） 

・控室使用料 

・「座長/演者」に関する接遇費用（交通費、宿泊費、謝金、飲食費、諸経費等） 

・広告チラシ作成費、運営要員人件費、控室での試写機材 

・録画･録音･通訳機器等のオプション機材費 

※各種オプション品のお申し込みにつきましては、後日お送りする「実施要項」にて

ご案内いたします。 

 

3. プログラム内容（テーマ、座長、演者） 

プログラム内容については各企業のご希望をいただき、学会プログラムと調整、 

  ご相談のうえ、決定させていただきます。 

 

4. 開催会場 

日程の割当などは申し込み締切後、希望枠、講演内容、演者の予定等を考慮して 

事務局にて決定致しますので、ご一任願います。 

 

 

 

 

 

タイプ 共催費（消費税込） 席数 開催数 

ランチョンセミナー 2,310,000円 280～400席程度 10セッション 

アフタヌーンセミナー 1,980,000円 300～400席程度 1セッション 

イブニングセミナー 1,980,000円 300～400席程度 1セッション 



 

5. 会場運営 

セミナーの運営は貴社にてお願いします。 

弁当･資料配布係、アナウンス･進行係・照明係等は貴社にてご準備ください。 

 

6. 会場前看板 

ご希望により、大会統一書式のものを作成いたします。（オプション） 

後日お送りする「実施要項」にてお申し込みください。 

 

7. 開催の取消し 

① 申込後の取り消しはできません。ただし、やむなく取り消しを希望される場合は、主

催事務局宛てに文書にてその事由とともにご連絡ください。 

② 取り消された場合には、開催費用の返金はいたしませんのでご了承ください。 

 

8. 変更・中止  

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を 

変更し、または開催を中止する場合があります。 

 

9. 備品の管理および事故 

① セミナーで使用する備品等の管理は申込企業が責任を負うものとし、 

盗難･紛失･損傷等について、主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、

各社にて保険に加入するなどの措置をとってください。 

② 申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において 

解決するものとし、主催者はこれに対し一切責任を負いません。 

 

10. 告知 

原稿、告知方法、告知媒体を事前に運営事務局にご連絡ください。 

 

11. 情報公開について  

本学術集会は、日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライ

ン」、「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、 

大会等の会合開催にかかる費用を「大会名」「共催セミナー名」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。 

 

12. 免責事項 

天変地災等主催者の責めに帰すべき事由によらずして上記実施要項に影響が生じた場合に

は、共催費の返金は致しかねますので予めご了承ください。 

 

13. 申込方法 

申込 URL（https://forms.office.com/r/ndAiDBe9mW）よりお申し込みをお願いいたしま

す。 

第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 HP のトップページ「企業・団体のみなさま

へ」のボタンからもお申込みいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. 申込締切日： 2022年 4月 28日（木） 

 

 

※注意事項   

・講演数に限りがありますので、時間･会場等についてはご希望に添えない場合が 

ございます。 

・テーマおよび演題等プログラム内容につきましては、調整をお願いすることも 

ありますので、あらかじめご了承ください。 

 

15. 共催費のお支払い 

セミナー申込書の記載内容について主催者による承認の後、請求書を送付 

いたします。所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

 

＜口座情報＞ 

銀 行 名：北洋銀行 

支 店 名：札幌西支店札幌医大病院出張所（店番 304） 

口座種別：普通 

口座番号：5513256 

口 座 名：第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 会長 山下 敏彦 

（ﾀﾞｲ 33 ｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｽﾎﾟｰﾂｲｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾋｺ）   

 

16. お問い合わせ先 

＜第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 共催セミナー事務局＞  

  E-mail：sp-33rinspo@olly.co.jp  



機器展示・書籍展示 出展要項 

 

1. 募集小間数 

約 30小間（予定） 

 

2. 出展料 

種類 単位 小間サイズ 規格 
出展料 

（税込） 

基礎小間 1 小間～ 
1.62 ㎡ 

(幅 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m) 

バックパネル 

+展示台 
330,000円 

スペース小間 2 小間～ 
3.24 ㎡(幅 1.8m×奥行 1.8m) 

※高さ制限有  
スペースのみ 330,000円 

書籍展示 1 本～ 
長机(1 本  0.9m × 1,8m) 

×希望本数 
机のみ 22,000円 

※スペース小間はスペースのみの引き渡しとなり、電源やパネル、展示台などは含まれません。 

※基礎小間金額に含まれるもの：小間設営費、事務局経費、展示机等 

 

3. 基礎小間規格 

（1）基礎小間（パッケージブース） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・間仕切りの後壁(ベニヤ加工紙貼り仕上) 

・社名板・40W 蛍光灯付き 

・パネル色は白、社名板白地青系文字 

・展示台 1 台(W1800×D900×H700)、白布付き(但し商品の上にかけるクロスはご持参下さい) 

 

以上の物は当方で設置致します。上記以外の小間内装飾は、出展者が行って下さい。 

※社名板の上に 40W 蛍光灯付 

※社名のロゴ等必要な場合はご指示下さい。(有料) 

 

（2）スペース小間（スペース渡し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 小間以上でお申込みください。 

※スペース小間をご希望の場合は最低限の特別装飾を行って下さい。 

※引き渡しの小間サイズは指定できません。 

※高さ制限等の規定は「出展マニュアル」にてご案内いたします。 

 

4. 電源 

コンセント 100v単相､200v単相､三相の使用等をご希望の場合の費用は出展者の負担と 

なります｡ 

※電気使用料金はすべて出展者の負担となります｡ 

※電源の使用につきましては「出展要項」（2022年 9月中旬にご案内予定）にて 

お申し込みいただけます｡ 

 

5. 申込締切 

2022年 5月 13日（金） 

※申込期限前に募集小間数に達した場合は申し込みを締め切らせていただくことも 

ありますので､ご了承ください｡ 

※出展内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合、主催者はその受付を保留・拒否 

することがあります。 

 

6. 申込小間数と小間位置の決定 

出展申込小間数は 1小間を単位として小間数に制限は設けません。 

小間位置の決定は、出展物の種類、小間数等を考慮し、主催者が決定いたします。 

出展者が許可なく小間の全部あるいは一部の譲渡や交換を行うことはできません。 

 

 



 
7. 出展の取消し 

① 申込期限後の取り消しはできません。ただし、やむなく取り消しを希望される場合

は、主催事務局宛てに文書にてその事由とともにご連絡ください。 

② 取り消された場合には、開催費用の返金はいたしませんのでご了承ください。 

 
8. 変更・中止  

主催者は、不測の事態や、やむを得ない事情により、開催期間および開催時間等を 

変更し、または開催を中止する場合があります。 

 

9. 免責事項 

天変地災等主催者の責めに帰すべき事由によらずして上記実施要項に影響が生じた場合に

は、出展料の返金は致しかねますので予めご了承ください。 

 

10. 備品の管理および事故 

① 出展物の管理は申込企業が責任を負うものとし、盗難･紛失･損傷等について、 

主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねますので、各社にて保険に加入するな

どの措置をとってください。 

② 申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任において 

解決するものとし、主催者はこれに対し一切責任を負いません。 

 

11. 未承認医療用具の展示 

運営事務局までお問い合わせください。 

 

12.  搬入・搬出（予定） 

搬入 2022年 11月 11日（金） 午後（予定） 

搬出 2022年 11月 13日（日） プログラム終了後 

※詳細につきましては後日お送りする「出展マニュアル」にてお知らせいたします。 

※専用のストックルームはございません。搬入出に使用する段ボール箱、 

専用ケース等は会期中貴社でお持ち帰りいただき管理してください。 

 

13. 申込方法 

申込 URL（https://forms.office.com/r/v1t4a7mX6K）よりお申し込みをお願いいた

します。 

第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 HP のトップページ「企業・団体のみなさ

まへ」のボタンからもお申込みいただけます。 

 

14. 出展料のお支払い 

出展申込書の記載内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

 

＜口座情報＞ 
銀 行 名：北洋銀行 
支 店 名：札幌西支店札幌医大病院出張所（店番 304） 
口座種別：普通 
口座番号：5513256 
口 座 名：第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 会長 山下 敏彦 

（ﾀﾞｲ 33 ｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｽﾎﾟｰﾂｲｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾋｺ）   

 

 



 

15. お問い合わせ先 

＜第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 運営事務局＞  

  日本コンベンションサービス株式会社 東北支社内 

  〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6階 

  TEL：022-722-1311 

  E-mail：33rinspo@convention.co.jp 

  



抄録集 広告掲載 

 

1. 抄録集概要 

 抄録集 

発 行 部 数 約 5,000 部 

サ イ ズ A4版（予定） 

予定発行日 2022年 9月下旬（予定） 

   

2.  広告スペース毎の料金・募集数 

 

※表2・3・4のお申し込みは、先着順とさせていただきます。 

あらかじめご了承ください。 

 

3. 作成諸費用明細（媒体作成費・広告収入・依頼社数） 

媒体作成費 2,200,000円（消費税込） 

広 告 収 入 1,650,000円（消費税込） 

依 頼 社 数 11社 

 

4.  申込締切  2022年 6月 30日（木） 

 

5. 広告版下 

版下データを下記広告事務局へ 2022年 7 月 4日（月）までに、電子データ（PDFまた

はイラストレーターで開けるデータ）でお送りください。 

 

【版下送付先】 広告事務局：ad_33rinspo@pripress.co.jp 

 

6.  申込方法 

申込 URL（https://forms.office.com/r/cHss61YCXY）よりお申し込みをお願いいたし 

ます。 

第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 HPのトップページ「企業・団体のみなさま 

へ」のボタンからもお申込みいただけます。 

 

 

広告スペース 料金（消費税込） 募集数 収入（消費税込） 

表 4（裏表紙 1頁・カラー） 330,000円 １社 330,000円 

表 2（表紙内側 1頁・モノクロ） 275,000円 １社 275,000円 

表 3（裏表紙内側 1頁・モノクロ） 275,000円 １社 275,000円 

後付 1頁・モノクロ 110,000円 3社 330,000円 

後付半頁・モノクロ 88,000円 5社 440,000円 



 

7.  広告料のお支払い 

広告申込書の記載内容について主催者による承認の後、請求書を送付いたします。 

所定の期日までに、指定の銀行口座へお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 

 

＜口座情報＞ 

銀 行 名：北洋銀行 

支 店 名：札幌西支店札幌医大病院出張所（店番 304） 

口座種別：普通 

口座番号：5513256 

口 座 名：第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 会長 山下 敏彦 

（ﾀﾞｲ 33 ｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｽﾎﾟｰﾂｲｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾋｺ）   

 

 

9.  お問い合わせ先 

＜第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 広告事務局＞  

  E-mail：ad_33rinspo@pripress.co.jp   



寄附金 募集要項 

 

1. 募金の名称 

第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 

 

2. 募金の目標額 

￥3,000,000- 

 

3. 募金の対象先 

医学・薬学関係企業 他 

 

4. 募金期間 

2021年 12月 25日(土)から 2022年 11月 11日（金）までの間 

 

5. 募金の用途 

第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会の準備および運営の費用 

 

6. 募金の払込方法 

趣旨にご賛同賜り、ご協力いただけます場合は、同封の申込書にご記入の上、 

下記運営事務局宛にご返送ください。 

申込書送付後、申込書受領のご連絡を E-mail にてお送りいたします。 

1週間経っても連絡がない場合は、お問い合わせください。 

 

7.  申込書送付先 

＜第 33回日本臨床スポーツ医学会学術集会 運営事務局＞  

  日本コンベンションサービス株式会社 東北支社内 

  〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6階 

  TEL：022-722-1311  FAX:022-722-1178 

  E-mail：33rinspo@convention.co.jp 

 

   <募金払込口座> 

銀 行 名：北洋銀行 

支 店 名：札幌西支店札幌医大病院出張所（店番 304） 

口座種別：普通 

口座番号：5513256 

口 座 名：第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 会長 山下 敏彦 

（ﾀﾞｲ 33 ｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｽﾎﾟｰﾂｲｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾋｺ）   

  



宛先：第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 運営事務局 

 

申込締切：2022 年 11 月 11 日（金） 

FAX：022-7722-1311  

第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 

寄附申込書 
 

  年  月  日 

 

別紙の趣意書に基づく第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会の趣意に賛同

し、本学術集会の準備および運営助成金として寄附いたします。 

 

    金        円也 
 

<募金払込口座> 

銀 行 名：北洋銀行 

支 店 名：札幌西支店札幌医大病院出張所（店番 304） 

口座種別：普通 

口座番号：5513256 

口 座 名：第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 会長 山下 敏彦 

（ﾀﾞｲ 33 ｶｲﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｽﾎﾟｰﾂｲｶﾞｸｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾋｺ）   

 

御芳名又は法人名                               

             〒 

御 住 所                                

 

御 担 当 者                               

 

ＴＥＬ．              ＦＡＸ．                 

 

振 込 予 定 日      年    月    日   

 

 
第 33 回日本臨床スポーツ医学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 東北支社内  

〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 4-34 丸金ビル 6 階 

TEL：022-722-1311  FAX:022-722-1178   E-mail：33rinspo@convention.co.jp 


