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第20回日本ヘルニア学会学術集会 

（20周年記念集会） 

 
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご厚誼にあず

かり、厚く御礼申し上げます。 

この度、日本ヘルニア学会の記念すべき第20回学術集会をお世話させていただくことに

なりました。大変光栄に存じますとともに、あらためてその責任の重さに身が引き締まる

思いです。 

日本ヘルニア学会は、名誉理事長（もと帝京大学医学部外科学講座主任教授）の冲永功

太先生が本学会の前身である日本ヘルニア研究会を設立し，2003年4月12日に第1回研究会

を赤坂プリンスホテルで開催いたしました。それから20年目という節目の年に，冲永先生

の薫陶を受けた私が，同じく帝京大学の一員として学術集会を開催させていただくのも不

思議な巡りあわせと感じております。ご参考までに別表にこれまでの学術集会の一覧をお

示しいたします。 

ご存知の通り、ヘルニア（鼠径部ヘルニア，腹壁ヘルニア）は消化器・一般外科分野で

最もポピュラーな疾患であり、日本国内では鼠径部ヘルニアだけでも年間約10万件以上も

の手術が行われています。近年ではその術式も各種メッシュの開発，腹腔鏡下手術の導

入、さらにはロボット支援下手術の登場によって著しく変化し，さらなる進歩を続けてお

ります。従いまして、外科医はもとより世界中の様々な企業がその動向に注目しておりま

す。本学術集会も鼠径部ヘルニアと腹壁ヘルニアに焦点をあてた我が国唯一の学会とし

て、各方面から高い関心を集めております。また参加者1,000名を見込んでいる集会です。 

このたび第20回学術集会のテーマを、シンプルに『repair』の一語で表現させていただ

きました。『repair＝修繕してもとのとおりに戻す』というヘルニア手術の原点に立ち返

りつつ、シンプルかつ大胆にヘルニア治療の諸問題を議論していただきたいと考えており

ます。 

さて、本学会におきましては，会場費、運営費、事務費が主な支出であります。本来、

学会運営は参加登録費収入によって賄うのが原則ではありますが、近年の会場使用料や諸

経費の高騰は著しく、現実的には経費の一部を善意の募金や、共催協力、展示や広告収入

などに頼らざるを得ないのはご存知の通りです。当然のことながら，学術集会は華美に過

ぎることなく、支出を最小限に節約する方針ですが、会員や企業の皆様にとって利便性の

高い横浜の地に会場を設定し、学術的に充実した質の高い学会を開催するには、参加登録

費のみでは難しく、本会の社会的意義にご賛同頂ける企業や個人のご寄附や、共催プログ

ラムへのご協力を仰がざるを得ない状況です。つきましては、諸事多難な折、誠に恐縮で
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はございますが、本学術集会の趣旨をご理解いただき、ご協賛を賜りたく、ここにお願い

申し上げます。本来ならば参上し、拝眉の上ご挨拶申し上げるべきところでございます

が、本書面を借りてご高配とご援助の程、衷心よりお願い申し上げます。 

2022年にはおそらくコロナ禍も一段落すると予想されます．異国情緒漂う初夏の横浜に

沢山の方々をお招きし，久し振りの現地開催による有意義な学会にしたいと考えておりま

す。 

末筆ながら、皆様方のご健勝とご活躍、そして貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し

上げます。 

謹白 

 

2021年6月吉日 

 

第20回日本へルニア学会学術集会 

会長    三澤 健之 

（帝京大学医学部外科学講座） 
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過去大会 開催情報

大会 会長 所属 期日 会場

第1回研究会 冲永功太 帝京大学医学部外科 2003/4/12
赤坂プリンスホテル

（東京）

第2回研究会 柵瀨信太郎 聖路加国際病院外科 2004/5/8 聖路加看護大学（東京）

第3回研究会 松本純夫 藤田保健衛生大学外科 2005/4/9
名古屋国際会議場

（名古屋）

第4回研究会 坂本昌義 三井記念病院外科 2006/4/8
都市センターホテル

（東京）

第5回研究会 木村泰三 富士宮市立病院 2007/4/7 アクトシティ浜松（浜松）

第6回研究会 中嶋　昭 日産厚生会玉川病院 2008/4/11,12 学術総合センター（東京）

第7回学術集会 小西敏郎 ＮＴＴ東日本関東病院 2009/4/10,11 砂防会館（東京）

第8回学術集会 小山　勇 埼玉医科大学国際医療センター 2010/4/16,17
東京ベイホテル東急

（千葉）

第9回学術集会 江口　徹 原三信病院 2011/8/1,2 福岡サンパレス（福岡）

第10回学術集会 山本剛史 朝日大学歯学部付属病院 2012/4/27,28 ウインクあいち（名古屋）

第11回学術集会 徳村弘実 東北労災病院 2013/5/10,11 仙台国際センター（仙台）

第12回学術集会 執行友成 執行クリニック 2014/6/6,7 東京ドームホテル（東京）

第13回学術集会 早川哲史 刈谷豊田総合病院 2015/5/22,23 ウインクあいち（名古屋）

第14回学術集会 柵瀨信太郎 聖路加国際病院外科 2016/10/27-29東京ドームホテル（東京）

第15回学術集会 吉田和彦 東京慈恵会医科大学 2017/6/2,3 東京ドームホテル（東京）

第16回学術集会 宮崎恭介 みやざき外科・ヘルニアクリニック 2018/6/29,30
札幌コンベンションセンター

（札幌）

第17回学術集会 蜂須賀丈博 市立四日市病院外科 2019/5/24,25 都ホテル四日市（四日市）

第18回学術集会 稲葉　毅 東都文京病院 2020/11/3,4 web開催

第19回学術集会 島田　長人

東邦大学医療センター大森病院

総合診療・急病センター

（総合診療外科）

2021/5/21,22 web開催

＜別表＞ 

 



 

5 

 

 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 

＜開催概要＞ 
１．会議の名称 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 

（ホームページ： https://site2.convention.co.jp/hernia20/ ） 

 

２．会議開催時期 

2022年6月3日（金）～4日（土） 

 

３．会議開催場所 

パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−２） 

 

４．会議計画の概要 

（１）メインテーマ 

「repair」 ― ヘルニアだけに冠されたこの「ことば」の深意を考える ― 

 

（２）会議の構成 

１）会長講演 

２）特別講演 

３）共催セミナー 

４）シンポジウム 

５）パネルディスカッション 

６）ワークショップ 

７）海外招待講演 

８）一般演題発表 

９）総会 

10）附設展示会など 

 

（３）参加者（予定） 

1,000名 

 

５．組織構成等 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 

会長：三澤 健之（帝京大学医学部外科学講座） 

 

 

https://site2.convention.co.jp/hernia20/
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学術集会運営担当： 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

担当：飯山、松田、佐藤 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14階 

E-mail: hernia20@convention.co.jp 

 

【同時開催の学術集会】 

第16回日本腹腔鏡下ヘルニア手術手技研究集会 

当番世話人：和田 則仁 (湘南慶育病院 外科) 

<2022年6月2日(木)> 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第20回日本ヘルニア学会学術集会 

＜寄附金募集要項＞ 

 
１．募金団体 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 

 

２．募金の名称 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 寄附金 

 

３．募金の目標額 

3,500,000円 

 

４．募金の期間 

2021年6月1日～2022年6月30日（予定） 

 

５．寄附金の使途 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 準備、並びに運営に関する費用に充当します。 

 

６．寄附金申込方法：第20回日本ヘルニア学会学術集会へ直接申込 

 

出費多端な折とは存じますが、何卒ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【お申込方法】 

1. 申込方法：下記サイトもしくは寄附申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://forms.office.com/r/cvsaSbhTbt 

→QRコードからもお申込みいただけます 

 

2. 寄附金振込方法： 

＜振込先＞ 

銀 行 名：三菱UFJ銀行 

支店番号：183 

支 店 名：帝京大病院出張所 

口座種別・番号：普通 0216059 

口座名義：第20回日本ヘルニア学会学術集会 会長 三澤 健之 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾍﾙﾆｱｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ﾐｻﾜ ﾀｹﾕｷ） 

https://forms.office.com/r/cvsaSbhTbt
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3. お申込期限：2021年6月1日～2022年6月3日（予定） 

 

4. 税法上の取り扱い：税法上の免税処置は特にありません。 

 

5．寄附金募集の責任者 

氏名：三澤 健之 （帝京大学医学部外科学講座） 

〒173-8606 東京都板橋区加賀２丁目１１−１ 

Tel: 03-3964-1211, Fax: 03-5375-6097 

 

 

6．寄附金募集の連絡先 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

担当：飯山、松田、佐藤 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14階 

E-mail: hernia20@convention.co.jp 
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第20回日本ヘルニア学会学術集会 

＜共催セミナー募集要項＞ 

 

会議開催概要 

１．会議の名称：第20回日本ヘルニア学会学術集会 

（ホームページ： https://site2.convention.co.jp/hernia20/ ） 

２．会議開催時期：2022年6月3日（金）～4日（土） 

３．会議開催場所：パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−２） 

４．会長：三澤健之（帝京大学医学部外科学講座） 

５．参加者数：1,000名（予定） 

 

共催セミナー運営要項 

１．開催形式 

第20回日本ヘルニア学会学術集会と貴社との共催 

＜チラシ等への記載方法＞ 

共催：第20回日本ヘルニア学会学術集会 

○○○○株式会社 

（注）複数者にてご共催の場合は、 

共催：第20回日本ヘルニア学会学術集会 

○○○○株式会社/□□□□株式会社 

２．プログラム編成 

演者、座長、テーマ等につきましては、事前にご相談ください。 

最終決定に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

３．演者および座長への依頼状 

演者、座長の方には、御社よりご依頼の上、正式な承諾書を入手いただき、学会運営担当まで

お知らせください。演者の方より履歴書を学術集会１ヶ月前に入手お願いいたします。また、

シンポジウムにつきましては、学会抄録集へ演者の方の抄録の掲載をいたします。 

恐れ入りますが抄録データを2022年2月28日までに学会運営担当あてご送付いただきますよう

お願いいたします。 

 

４．共催関係費用負担について 

＜共催費用に含まれるもの＞ 

・ 講演会場費/付帯設備費（机、椅子、ステージ等） 

https://site2.convention.co.jp/hernia20/
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・ 音響関係費/照明関係費 

・ 会場機材費（本学術集会で使用している設置済み機材） 

・ PC発表用機材（スクリーン、プロジェクター、講演台上Windows PC１台） 

・ マイク（座長席/演者席/客席） 

 

＜共催費用に含まれないもの＞ 

前述以外の経費は別途共催会社様にてご負担をお願いいたします。 

（例）座長・講師控室使用料、控室機材、共催セミナー参加者飲食費（弁当・お茶等）、講師

等飲食費、講師旅費・謝金・宿泊費、看板装飾、運営人件費、 

印刷物制作費デザイン費等、その他   

 

５．日程・会場決定について 

募集にあたっては、ご希望の日程、会場が重なる場合がございますので、必ず第2希望、第3希

望をご記入ください。会場の決定については、申込書の開催希望欄を参考にし、 

協議させていただきますが、最終決定は本会長に一任とさせていただきます。 

 

６．申込方法 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://forms.office.com/r/BJZynAm6Rf 

→QRコードからもお申込みいただけます 

 

７．申込締切 

2021年12月10日（金） 

 

８．共催費用のご入金 

共催費用のご入金は下記指定口座に請求書記載の期日までにお振り込みをお願いします。 

（注）共催セミナー手配関係のご案内（アンケート）は開催１ヶ月前頃に送付予定です。 

 

＜振込先＞ 

銀 行 名：三菱UFJ銀行 

支店番号：183 

支 店 名：帝京大病院出張所 

口座種別・番号：普通 0216059 

口座名義：第20回日本ヘルニア学会学術集会 会長 三澤 健之 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾍﾙﾆｱｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ﾐｻﾜ ﾀｹﾕｷ） 

 

 

https://forms.office.com/r/BJZynAm6Rf
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９．共催費一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会共催セミナーに要した費用（共催費、料飲費等）に関して、各社の

「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開す

ることに同意いたします。なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますの

で予めご了承ください。 

 

11．取消 

共催セミナー申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできませ

ん。従って、共催セミナー料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。 
 

 

 

 

開催日 セッション名 人数（概数） 共催費（税込） 

6月3日(金) ランチョンセミナー1 500人 1,650,000円 

ランチョンセミナー2 140人 1,320,000円 

ランチョンセミナー3 170人 1,430,000円 

ランチョンセミナー4 170人 1,430,000円 

イブニングセミナー1 140人 1,210,000円 

イブニングセミナー2・3 170人 1,210,000円 

共催シンポジウム１ 140～170人 1,100,000円 

ハンズオンセミナー1 50人 880,000円 

ハンズオンセミナー2 50人 880,000円 

6月4日(土) ランチョンセミナー5 500人 1,650,000円 

ランチョンセミナー6 140人 1,320,000円 

ランチョンセミナー7 170人 1,320,000円 

ランチョンセミナー8 170人 1,320,000円 

共催シンポジウム2 140～170人 1,100,000円 

ハンズオンセミナー3 50人 880,000円 

ハンズオンセミナー4 50人 880,000円 

ハンズオンセミナー5 50人 880,000円 

 

※モーニングセミナー、ワークショップ等へのご協賛も承りますので、ぜひ運営事務局ま

でご相談ください。 
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12．問い合わせ先 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

担当：飯山、松田、佐藤 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14階 

E-mail: hernia20@convention.co.jp 
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＜附設展示会募集要項＞ 

 

１．学会名：第20回日本ヘルニア学会学術集会  

 

２．会期：2022年6月3日（金）～4日（土）  

 

３．会長：三澤健之（帝京大学医学部外科学講座） 

 

４．学会会場：パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−２）  

 

５．展示会場：パシフィコ横浜ノース 4階  

 

６．出展料金  

１） 医薬品・機器：220,000円（税込）/１小間 

（スペース渡しのみ、スペースのサイズ：W1800mm、D900、H2100mm） 

注）上記金額は展示スペースのみの料金です。バックパネル、サイドパネル等は含まれて

おりません。後日パッケージブース（有料）をご案内させていただきます。 

 

２）書籍：165,000円（税込）/机1本 

なお、書籍展示かどうかの判断は、本大会長が決定いたします。 

また、特別電気工事費、電気使用料は別途ご請求となります。 

 

７．募集小間数：15小間（予定） 

 

８．出展物：出展対象に記載された範囲のもの、および当方の認めたもの。  

 

９．出展者へのご案内：出展者説明会は行いません。開催1月程前に詳細を別途連絡予定

でございます。  

 

10．本会議への参加資格について  

出展者の皆様に対しては本学術集会の講演会場および関連プログラムへの参加資格は

ありません。参加を希望される場合は別途参加申込を行って下さい。 

展示会場への出展者の入場制限はありません。  
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11．展示会日程（予定）  

◇搬入設営 会期約1月前に別途ご連絡予定です。  

◇展 示 会期初日 9時00分～会期最終日15時まで予定  

◇搬 出 会期最終日15時00分～16時00分予定（別途ご案内予定）  

 

注）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下さい。この変更にとも

なう出展申込の取消はできません。また、これにより生じた損害は補償できません。  

 

※搬入・搬出経路に関しては別途、学術集会前にご連絡いたします。  

 

◇小間配置 小間配置に関しては事前にご案内予定ですが、最終的な配置に関しては

会長に一任といたします。  

 

12．申込方法＆締切 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 https://forms.office.com/r/ppSUa6hRua 

→QRコードからもお申込みいただけます 

締切日：2022年2月28日迄にお申込みください。 

 

13．取消 

出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、出展料金の返却もいたしかねますので、ご了承ください。 

 

14．出展料振込先 

＜振込先＞ 

銀 行 名：三菱UFJ銀行 

支店番号：183 

支 店 名：帝京大病院出張所 

口座種別・番号：普通 0216059 

口座名義：第20回日本ヘルニア学会学術集会 会長 三澤 健之 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾍﾙﾆｱｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ﾐｻﾜ ﾀｹﾕｷ） 

 

注）出展料のご入金は上記指定口座に請求書記載の期日までにお振り込みをお願いしま

す。 

 

https://forms.office.com/r/ppSUa6hRua
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15．未承認医療機器の学術集会への出展について 

平成29年6月に改訂された「未承認医療用具の展示に関するガイドライン細則」に

準じており、さらに学会長および学会倫理委員会の承認を得たものに展示を許可致し

ます。 

なお、未承認品の展示に際しては、医薬品医療機器法（昭和36年法律第135号）第68

条（承認前の医薬品等の広告の禁止）等に抵触することのないようにすることを条件

と致します。 

 

16．問い合わせ先 

第20回日本ヘルニア学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

担当：飯山、松田、佐藤 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 

大同生命霞が関ビル14階 

E-mail: hernia20@convention.co.jp 
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第20回日本ヘルニア学会学術集会 

＜広告募集要項＞ 
１. 広告掲載媒体：第20回日本ヘルニア学会学術集会 抄録集 

 

２. 配布対象：学会員、関係の対象参加者および関係者 

 

３. 配布部数（版型）：約1,000部（Ａ４版）予定 

 

４. 媒体制作費：1,500,000円（税込） 

 

５. 広告料総額：748,000円（税込） 

 

６. 募集数計：12口 

 

７. 広告掲載料金 

 

No. 仕様 料金（税込） 

1 広告Ａ４版抄録集１ページサイズ（4色） 

（掲載頁は表４）募集口数（1口） 

165,000円 

2 広告Ａ４版抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表３）募集口数（1口） 

110,000円 

3 広告Ａ４版抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表２）募集口数（1口） 

110,000円 

4 広告Ａ４版抄録集1ページサイズ（１色） 

（掲載後付1頁）募集口数（3口） 

55,000円 

5 広告Ａ４版抄録集１/2ページサイズ（１色） 

（掲載後付）募集口数（6口） 

33,000円 

 

8．申込方法＆締切 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://forms.office.com/r/ZCWaMuFa4U 

→QR コードからもお申込みいただけます 

 締切日：2022 年 2 月 28 日迄にお申込みください。 

https://forms.office.com/r/ZCWaMuFa4U
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９．広告費のご入金 

広告費のご入金は下記指定口座に請求書記載の期日までにお振り込みをお願いしま

す。 

 

＜振込先＞ 

銀 行 名：三菱UFJ銀行 

支店番号：183 

支 店 名：帝京大病院出張所 

口座種別・番号：普通 0216059 

口座名義：第20回日本ヘルニア学会学術集会 会長 三澤 健之 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾍﾙﾆｱｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ﾐｻﾜ ﾀｹﾕｷ） 

 

10．問い合わせ先 

第 20 回日本ヘルニア学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

担当：飯山、松田、佐藤 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 

大同生命霞が関ビル 14 階 

E-mail: hernia20@convention.co.jp 
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第20回日本ヘルニア学会学術集会 

＜HPバナー広告募集要項＞ 
１. 掲載媒体：第 20 回日本ヘルニア学会学術集会 ホームページ 

 

２. 掲載ページ：ホームページトップページ 

（掲載箇所につきましては事務局一任とさせていただきます） 

 

３. 掲載要領：URL 

・HP 閲覧対象：日本ヘルニア学会 会員、参加予定者 他 

・主要コンテンツ： 

開催案内、参加登録案内、演題募集、プログラム、交通案内、関連学会リンク 等 

（以上予定） 

 

４. 掲載期間：2021 年 7月～2022年 6 月（ご入金確認後、随時更新） 

 

５. 募集数：最大 2 枠 

 

６. 広告規格  

 ・サイズ：お申込みいただきました企業様にご案内いたします。 

・画像形式 一般的な画像形式には対応可能です。 

特殊な画像形式をご使用になる 場合には運営事務局までお問合せ下さい。 

 ・その他：ローテーション掲載（アニメーション）をご希望になる場合には 

運営事務局までお問合せ下さい。 

 

７. 掲載費：110,000 円（税込） 

 

８. 申込方法＆締切 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 https://forms.office.com/r/WJiiGn744Q 

→QR コードからもお申込みいただけます 

締切日：2022 年 5 月 13日迄にお申込みください。 

 

 

 

https://forms.office.com/r/WJiiGn744Q
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９．広告費のご入金 

広告費のご入金は下記指定口座に請求書記載の期日までにお振り込みをお願いしま

す。 

 

＜振込先＞ 

銀 行 名：三菱UFJ銀行 

支店番号：183 

支 店 名：帝京大病院出張所 

口座種別・番号：普通 0216059 

口座名義：第20回日本ヘルニア学会学術集会 会長 三澤 健之 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾍﾙﾆｱｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ﾐｻﾜ ﾀｹﾕｷ） 

 

10．問い合わせ先 

第 20 回日本ヘルニア学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

担当：飯山、松田、佐藤 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 

大同生命霞が関ビル 14 階 

E-mail: hernia20@convention.co.jp 
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第20回日本ヘルニア学会学術集会 

＜動画広告募集要項＞ 
 

１. 閲覧対象：第 20 回日本ヘルニア学会学術集会 参加者 

※本学術集会は現地開催を予定しております。 

  

２. 放映方法 

 各社様より事前に提出いただいた動画広告（MP4）を会場内でセッション開始前に 

放映いたします。 

 

３. 放映保証回数 

会期中 6回以上（1日 3回×2 日想定） 

 

４. 放映セッション（タイミング） 

⚫ 学術集会プログラムのセッション開始前に放映いたします。 

⚫ 対象セッションは、事務局一任とさせていただきます。 

 

５. 動画の長さ：1分以内 

※動画は各社様にて作成をお願いいたします。 

 

６. 募集枠：最大 3 枠（先着順） 

※1枠につき 1 種類の動画とさせていただきます。 

※動画提出方法は、お申込みをいただきました企業様に別途ご案内申し上げます。 

 

７. 広告費：550,000 円（税込） 

 

８. 申込方法＆締切 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 https://forms.office.com/r/WJiiGn744Q 

→QR コードからもお申込みいただけます 

締切日：2022 年 5 月 13日迄にお申込みください。 

 

９. 広告費のご入金 

広告費のご入金は下記指定口座に請求書記載の期日までにお振り込みをお願いします。 

https://forms.office.com/r/WJiiGn744Q
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＜振込先＞ 

銀 行 名：三菱UFJ銀行 

支店番号：183 

支 店 名：帝京大病院出張所 

口座種別・番号：普通 0216059 

口座名義：第20回日本ヘルニア学会学術集会 会長 三澤 健之 

（ﾀﾞｲﾆｼﾞﾕﾂｶｲﾆﾎﾝﾍﾙﾆｱｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ﾐｻﾜ ﾀｹﾕｷ） 

 

１０. 問い合わせ先 

第 20 回日本ヘルニア学会学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社内 

担当：飯山、松田、佐藤 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 

大同生命霞が関ビル 14 階 

E-mail: hernia20@convention.co.jp 


