
1 
 

 

 

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（Web開催版） 

  

■ 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）～6月14日（月） 

会 場： Web開催（オンデマンド配信） 

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） 
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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 2 日間にわたり、福岡国際会議場、マリンメッセ福岡、福岡サ

ンパレスの 3 会場を利用しての開催を予定しておりましたが、新型コロナ感染症の感染状況を踏ま

え、苦渋の決断ではありますが、令和 3 年 5 月 15 日(土)～6 月 14 日(月)の一か月間にわたり

Web 開催の形態で第 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」の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。 

 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、Web というツールを活用し若手技師にとっても日々の業務に対する意識が深ま

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のオンライン展示会

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。 

 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 2 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 5 月 15 日（土）・16 日（日）の 2 日間にわたり、福岡国際会議場、マリンメッセ

福岡、福岡サンパレスの 3 会場を利用しての開催を予定しておりましたが、昨年より流行しております

COVID-19の収束が見えない中、2回目の緊急事態宣言が福岡にも発出され、福臨技より日臨技へ「WEB

開催」を提案し、理事会で開催方法の変更が承認されました。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、4 年前に実行委員会の準備委員会を立ち上げ、開催

へ向けて様々な企画を計画しており、現地開催を目指して準備を進めて参りましたが、感染拡大が収ま

らない状況において、参加される皆様方の安全の確保と国民の医療を守る立場の医療従事者である私達

と致しましては、現地開催は難しいと判断し、苦渋の選択ではございましたが「WEB 開催」への変更を

提案させて頂きました。 

 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。 

 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 2 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）～6月14日（月） 

 

5．開催形態 

Web開催（オンデマンド配信） 

 

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 

 

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 
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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）～6月14日（月） 

・時間 1時間のセミナーを事前収録し、上記期間にオンデマンド配信 

・会場 Web配信サイト 

 

2．申込期日・申込方法 

・申込期日 現地開催予定時にすでにお申込みいただいている場合は、再申込不要 

・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 上記オンデマンド配信以外の配信方法のご希望や開催形式変更によるお申込みキャ

ンセルなどがございましたら、運営事務局までご連絡ください。 

 

3．セミナータイプ・共催費 

セッション名 配信期間 共催費（税別） 

共催セミナー 

5 月 15 日（土）～ 

6 月 14 日（月） 

※オンデマンド配信 

400,000 円 

※消費税は会期の税率を適応し、請求書に記載いたします。 

 

【共催費に含まれるもの】 

・オンデマンド配信視聴ページ構築費 

・各種サーバー利用料、保守等ネットワーク維持費用 

・配信管理ディレクター人件費 

・各種準備費 

・セミナー視聴者数報告（個人情報はお伝え出来ません） 

・視聴者アンケート URL 掲載（アンケートは各社様にてご準備ください） 

【共催費に含まれないもの】 

・「座長/演者」に関する接遇費用（謝金、交通費、宿泊費、諸経費等） 

・セミナー収録のための会場、機材、人件費等 

・広告チラシ作成費 

・通訳機器等のオプション機材費 
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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。 

原則は、現地開催時にお申込みいただいていた内容にてお願いいたします。内容が変更になる場合は

運営事務局までご連絡ください。なお、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。 

・ セミナー配信決定後に「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、講演者名について、未提出の場合は 2021 年 3 月８日（月）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。 

 

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）～6月14日（月） 

・形式 オンデマンド配信（オンライン展示会） 

 

2．申込期日・申込方法 

・申込期日 2021年3月31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 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。 

 

3．出展要項 

（1）出展対象 検査機器、試薬 他 

（2）出展料  

申込みタイプ 掲載内容 出展料 

基本出展料 ・企業詳細ページ 1 頁 

（他ページへのバナー掲載なし） 

・展示企業一覧ページでは、オプション申込企

業の下に掲載 

１）当会賛助会員  

  1 社：100,000 円（税別） 

２）一般       

  1 社：110,000 円（税別） 

オプション申込 （S クラス） 

・展示企業一覧ページで最上部に掲載（サイズ

大） 

・オンライン配信ぺージ ログイン画面を含め

た、すべての配信画面下部にバナーを掲載 

基本出展料 

＋200,000 円（税別） 

（A クラス） 

・展示企業一覧ページでSクラスの次に掲載

（サイズ小） 

・オンライン配信ぺージ ログイン画面を含め

た、すべての配信画面下部にバナーを掲載 

基本出展料 

＋150,000 円（税別） 

（B クラス） 

・展示企業一覧ページでAクラスの次に掲載

（サイズ小） 

・ログイン画面以外のすべての配信画面下部

にバナーを掲載 

基本出展料 

＋100,000 円（税別） 

（M クラス） 

・企業詳細ページにて動画掲載（3 分まで） 

基本出展料 

＋50,000 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。 
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＜基本出展料の協賛内容＞  

・オンライン展示会ページへの掲載（各社 1 頁） 

・企業情報・製品紹介など、500 字以内 

・関連写真を 2 枚 

・貴社詳細ページに「企業 HP へのリンク設定」ならびに「アンケートのリンク設定」を掲載可 

 （アンケートフォームは各社にてご用意の上、URL をご提出ください。） 

 

（3）募集社数 企業展示 15社 

 

【企業展示スタンプラリーについて】 

 企業展示スタンプラリーを実施いたします。各企業様のページに、参加者による訪問履歴を残す回答

フォームを設けます。数社（社数検討中）回答いただいた方に粗品をお送りする予定です。 

 また、上述の回答フォームには企業様からの質問事項（3 問、回答は 2 択を予定）も掲載でき、回答

フォームにお答えいただいた参加者情報（氏名・所属等）を企業様へご提供する予定です。 

 

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） 

 

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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6．配信画面イメージ 

＜ログイン画面＞ 

  

 

 

＜ログイン後 TOP 画面＞ 
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＜各配信画面＞ 例）オンデマンド配信画面 

※すべてのページの下に、バナーが掲載されます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜オンライン展示会 企業一覧ページ＞ 
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＜オンライン展示会 企業詳細ページ＞ 
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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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