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第70回日本医学検査学会 

What to do in the future 

～臨床検査の深化と進化～ 

(Deepen & Evolution) 

 

協賛趣意書 

  

■ 共催セミナー 

■ 企業展示 

■ ホームページバナー広告 

 

 

会 期： 202１年５月１5日（土）・１6日（日） 

会 場： 福岡国際会議場／福岡サンパレス 

学 会 長： 西浦 明彦（医療法人創起会 くまもと森都総合病院） 

実行委員長： 倉重 康彦（一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会病院） 

 

  

＜第70回日本医学検査学会 運営事務局＞ 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲12-33 福岡大同生命ビル7階 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262 E-mail：70jamt@convention.co.jp 
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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 70 回日本医学検査学会は、一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会が担当し、メインテーマ

を「What to do in the future」、サブテーマを「臨床検査の深化と進化」と掲げ、令和 3 年 5 月 15

日(土)～16 日(日)の両日、福岡国際会議場、福岡サンパレスの 2 施設にて第 70 回という節目の学会を

開催させていただく運びとなりました。 

前回の第 69 回日本医学検査学会はコロナ禍の中、感染拡大防止と社会経済活動を両立させるため、

「新たな生活様式」に基づいた運営で現地開催の学会を開催し、また、参加できなかった会員に対しては

Web での参加を推奨する形式になってしまいました。今回も流行状況により、同様な形式の開催も検討

しております。なお、本会としては、この学会がこの時代のタイムリーな話題を取り上げ、最新の知識を

習得するとともに、医療技術者である臨床検査技師が職務として担わなければならない課題について認

識を深めるとともに、若手技師が育成や会員相互の交流が深ま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未来の臨床検査を見据えるなかで、臨床検査の発展を目指して最新の技術や

知識を習得するとともに、臨床検査技術の情報発信の場として医療機器展示会を開催し、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。 

なお、会場となる福岡市は「アジアの玄関口」として古くは日本最大の貿易港湾都市として栄え、現在

は多くの国際便が就航する九州の政治・経済・文化の中心地です。 

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 

 

2020 年 11 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。 

 第 70 回日本医学検査学会を一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会の担当で福岡市において開催さ

せていただくにあたり、担当県を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 

 本学会は令和 3 年（2021 年）5 月 15 日（土）・16 日（日）の 2 日間にわたり、福岡国際会議場、

福岡サンパレスの 2 会場を利用しての開催となります。福岡県の担当は第 13 回（1964 年）、31 回

（1982 年）開催以来の 39 年ぶり 3 回目の開催となります。また第 70 回と記念すべき節目の開催年

に当たり本学会を担当できることを嬉しく思います。 

 学会のメインテーマは「What to do in the future」と致しました。「私たち臨床検査技師の未来には

何があるの、そのためには今、何をなすべきか」を考え、行動し、夢のある答えを皆で近未来に向けて発

信したいと思っています。私たちを取り巻く医療情勢も変化し、働き方改革について問われ、タスクシフ

ティングが推進されるようになり、私たち臨床検査技師も今までと違う新しいものを求められています。

サブテーマは「臨床検査の深化(Deepen）と進化(Evolution)」とし、深い眠りの中に埋もれていたもの・

今まで作り上げてきた大切なものを再度見直し、良き物は良しとし活用し、その上で新しいものを作り

上げて新たな道をつくるためにも、一人ひとりが一歩でも前に進んでいただきたい。学会のテーマカラ

ーは“青”です。深い藍色から私たちの未来が、晴れた空のような色になる事を願う学会にしたいと考え

ています。 

 開催地である福岡市は人口 150 万人の大都市で、九州の政治、経済、文化、ファッションの中心とし

て賑わうエネルギッシュな街です。「アジアの玄関口」として国際便が数多く就航し、福岡空港から都心

部まで地下鉄で 10 分と抜群の利便性をもっており、さらにショッピングやスポーツから豊かな山・海

の自然までを気軽に楽しむことが出来ます。令和の年号ともゆかりのある太宰府天満宮や博多祇園山笠

に代表される祭り、日本一を誇る屋台や玄界灘からとれた新鮮な魚、素材を生かした豊かな食文化の質

の高さなど、伝統と現代が調和した、たくさんの魅力をもっています。第 70 回日本医学検査学会では、

ますます便利で楽しくなる、このすばらしい福岡を堪能していただこうと考えています。 

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 

2020 年 11 月吉日 

 

第 70 回日本医学検査学会      

学会長 西浦 明彦      

（医療法人創起会 くまもと森都総合病院）    
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開催概要 

1．学会名 

第70回日本医学検査学会 

 

2．テーマ 

What to do in the future ～臨床検査の深化と進化(Deepen & Evolution)～ 

 

3．会期 

2021年5月15日（土）・16日（日） ※設営準備日：5月14日（金） 

 

4．会場 

■福岡国際会議場 

福岡県福岡市博多区石城町２−１ 

 

■福岡サンパレス 

福岡県福岡市博多区築港本町2-1 

 

5．開催形態 

現地開催 

 

6．学会長 

西浦 明彦（医療法人創起会 くまもと森都総合病院） 

 

7．実行委員長 

倉重 康彦（一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会病院） 

 

8．主催 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

 

9．担当 

一般社団法人 福岡県臨床衛生検査技師会 

 

10．参加数（予定） 

約3,000～4,000名 

 

11．プログラム内容（予定） 

特別講演、文化講演、学会長講演、ジョイントシンポジウム、教育講演、シンポジウム、 

パネルディスカッション、ワークショップ、日臨技企画、一般演題、共催セミナー等 
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12．学会事務局 

一般社団法人 福岡県臨床衛生検査技師会 

〒812-0054 福岡市東区4-10-1 ナースプラザ福岡 

 

13．運営事務局（お問合せ先） 

日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7 階 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262   

E-mail：70jamt@convention.co.jp 

  



6 
 

共催セミナー 募集要項 

共催セミナーは「ランチョンセミナー」として、第70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 2021年5月15日（土）・16日（日） 

・時間 ・ランチョンセミナー 昼の時間帯で1時間（予定） 

※開催時間はプログラム編成の上で最終確定いたします。 

・会場 福岡国際会議場（予定） 

 

2．申込期日・申込方法 

・申込期日 2021年1月29日（金） 

・申込方法 オンラインによる受付となります。 

第70回日本医学検査学会ホームページ内の「協賛募集のご案内」よりお申し込み

ください。（URL：https://site2.convention.co.jp/jamt70/） 

・申込注意事項 申込期日までのキャンセルは可能です。 

申込期日以降のキャンセルは共催費100％をキャンセル料としていただきます。 

※主催者判断（都合）にて現地開催からWEB開催へ変更した場合は返金をいたし

ます。変更の場合は、返金後に再度協賛の募集をさせていただきます。 

 

3．セミナータイプ・共催費 

申込

番号 
開催日 セッション名 席数予定 共催費（税別） 

1 5 月 15 日（土） ランチョンセミナーA タイプ 180～250 席 

（90～125 席） 

 

400,000 円 

2 ５月 16 日（日） ランチョンセミナーB タイプ 180～250 席 

（90～125 席） 

 

400,000 円 

※（）内は感染対策で席数を 50％に制限された場合の席数。 

※開催希望の申込番号を第 2 希望までお選びください。 

※消費税は会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。 

※席数は目安です。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） 
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【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 

・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 ヶ月前

に共催セミナー準備室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。 

 

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 2021 年１月 29 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、学会運営事務局にて手配を承ります。会期約 2 ヶ月前頃に共催セ

ミナー準備室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。 

 

5．申し込みに関して 

・ 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」、及び日本医療機器連合 

会の「医療機器業界における医療機関等と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」に従って、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」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。 

・ 振込口座情報 

銀行名 ：みずほ銀行 

支店名 ：大森支店 

口座番号：普通 1373715 

口座名義：ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｴｲｾｲｹﾝｻｷﾞｼｶｲ 
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企業展示 募集要項 

1．開催概要 

・日程 2021年5月15日（土）・16日（日） 

・時間 

（予定） 

2021年5月14日（金） 

2021年5月15日（土） 

2021年5月16日（日） 

 

施工日のスケジュールは調整中 

9：00～17：00 展示 

8：30～14：00 展示 

14：00～16：30 展示物搬出・撤去 

※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 福岡国際会議場 多目的ホール、各フロアロビー（予定） 

 

2．申込期日・申込方法 

・申込期日 2021年1月29日（金） 

・申込方法 オンラインによる受付となります。 

第70回日本医学検査学会ホームページ内の「協賛募集のご案内」よりお申し込み

ください。（URL：https://site2.convention.co.jp/jamt70/） 

・申込注意事項 申込期日までのキャンセルは可能です。 

申込期日以降のキャンセルは出展料100％をキャンセル料としていただきます。 

※主催者判断（都合）にて現地開催からWEB開催へ変更した場合は返金をいたし

ます。変更の場合は、返金後に再度協賛の募集をさせていただきます。 

 

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（予定） 

１）当会賛助会員 間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m 1 小間：100,000 円（税別） 

２）一般     間口 1.8m×奥行 0.9m×高さ 2.4m 1 小間：110,000 円（税別） 

※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（白布つき）+バックパネル+袖パネル+社名板 

※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250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、出展者説明会において  

実施する抽選会で決定する予定です。 

※抽選会に参加できない場合は、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。 

（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。 

 

 



9 
 

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 2021 年 2 月頃に実施する「出展者説明会」

にて改めてご案内いたします。詳細が確定次第、出展申込各社へご案内いたします。 

 

5．申し込みに関して 

・ 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」、及び日本医療機器連合会

の「医療機器業界における医療機関等と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」に従って、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」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。 

・ 振込口座情報 

銀行名 ：みずほ銀行 

支店名 ：大森支店 

口座番号：普通 1373715 

口座名義：ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｴｲｾｲｹﾝｻｷﾞｼｶｲ 
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ホームページバナー広告掲載 募集要項 

1．掲載要領 

・URL https://site2.convention.co.jp/jamt70/ 

・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～2021 年 5 月末日 ※申込順に順次掲載 

 

2．申込期日・申込方法 

・申込期日 2021 年 4 月 14 日（水） 

・申込方法 オンラインによる受付となります。 

第 70 回日本医学検査学会ホームページ内の「協賛募集のご案内」よりお申し込

みください。（URL：https://site2.convention.co.jp/jamt70/） 

・申込注意事項 掲載前、申込期日までのキャンセルは可能です。 

掲載後のキャンセルは広告料金100％をキャンセル料としていただきます。 

 

3．広告料金 

掲載場所 規格（予定） 広告料（税別） 募集口数 

トップページ 縦 70 ピクセル×横 230 ピクセル ￥100,000 3 口 

※消費税は会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。 

 

4．バナー入稿、リンク先 URL 連絡 

・入稿連絡方法 画像データ（GIF、JPEG ）を E-mail にて下記運営事務局へご送付ください。 

またその際あわせて、リンク先の URL をご連絡ください。 

・入稿連絡先 日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 

〒810-0002 福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7 階 

TEL：092-712-6201 FAX：092-712-6262 

E-mail：70jamt@convention.co.jp 

 

5．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） 

 

6．申し込みに関して 

・ 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」、及び日本医療機器連合会

の「医療機器業界における医療機関等と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」に従って、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」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。 
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・ 振込口座情報 

銀行名 ：みずほ銀行 

支店名 ：大森支店 

口座番号：普通 1373715 

口座名義：ｼﾔ)ﾆﾎﾝﾘﾝｼﾖｳｴｲｾｲｹﾝｻｷﾞｼｶｲ 

 

収支予算（案） 
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