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第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会
会長 帖佐 悦男
（宮崎大学医学部整形外科 教授）

ご挨拶

謹啓
時下

益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は私共の医学・医療活動及び研究に格別のご理解

とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
この度、
「第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会」を 2022 年 10 月 13 日(木)・14 日（金）に宮崎市の
シーガイアコンベンションセンターにおいて、開催させていただきます。

日本整形外科学会基礎学術集会は運動器の基礎研究の発展を目指し、骨・関節の基礎を語る会、整形外
科基礎研究会、そして日本整形外科学会基礎学術集会へと日整会の諸先輩方を中心に関連領域の基礎研
究者と共に、運動器に関する基礎研究から臨床応用への橋渡し研究（トランスレーショナルリサーチ）を
推進してきました。その運動器の健康を基礎研究から支え、次世代の革新的な診断・治療法の開発には、
基礎研究のイノベーションが必須であり、先人の研究の継承と革新が必要不可欠と考え、今回の学術集
会のテーマを “運動器基礎研究のイノベーション～継承と革新～”と致しました。

さて、もとより学会の運営経費は、会員の会費、参加者からの会費を以って充当いたすべきではありま
すが、それを上回る経費を必要とするのが実情でございます。本会の運営につきましては無駄を省き、か
つ内容が充実したものにしてまいる所存でございますので、ぜひとも皆様のご支援、ご協力を賜りたく
お願い申し上げる次第です。
本来ならば拝眉のうえお願いすべきことではございますが、本書面を借りて御高配と御援助の程何卒
宜しくお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社の益々の御発展、御繫栄を祈念いたしております。
謹白

2021 年 12 月吉日
第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会
会長

帖佐 悦男

（宮崎大学医学部整形外科 教授）

開催概要

1.

名称

第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会
The 37th Annual Research Meeting of the Japanese Orthopaedic Association

2.

主催

宮崎大学医学部整形外科

3.

会長

帖佐 悦男 （宮崎大学医学部整形外科 教授）

4.

会期

2022 年 10 月 13 日（木）～14 日（金）

5.

会場

シーガイアコンベンションセンター
〒880-8545 宮崎県宮崎市山崎町浜山

6.

テーマ

運動器基礎研究のイノベーション －継承と革新－
Innovation in Orthopaedic Research -Progression through Tradition-

7.

プログラム

会長講演、特別講演、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）、フェニックスセミナー、日向セミナー ※予定

8.

参加予定者 約 1,800 名予定

9.

事務局

第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 事務局
〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原 5200
ＴＥＬ：0985-85-0986 ＦＡＸ：0985-84-2931
E-mail：joakiso2022@med.miyazaki-u.ac.jp

10. 運営事務局 第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社 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（営業時間 平日 9:30～17:30）
E-mail：joakiso2022@convention.co.jp
※ 2021 年 12 月現在、シーガイアコンベンションセンターにおけるハイブリッド開催（現地と Web 配信の併用）を予定
しております。今後、完全 Web 配信に変更する可能性もございます。その場合は改めて募集要項を策定のうえ、
各社にご案内させていただきます。

収支予算案

収益の部
１． 学術集会参加費収入
①会員
②研修会員
③非会員
④海外、その他

金額

費用の部

25,100,000

１． 会場費

21,000,000

２． 事務局運営費

50,000 ３． 当日運営費
4,050,000 ４． 海外研究者招待費
0

５． 国内講師講演費

２． 助成金

3,000,000 ６． 記念講演者等経費

３． 寄付金

4,500,000 ７． 印刷通信費

４． 協賛金
５． 教育研修会受講料収入
６． 共催セミナー収入
７． 展示会出展料収入
８． 書籍展示料収入
９． 広告掲載料収入
１０．抄録集販売収入
１１．晩餐会参加費収入

0

８． 付帯行事費

2,000,000 ９． 晩餐会関係費
37,640,000

１０．懇親会関係費

5,500,000 １１．コンベンション会社経費
110,000 １２．事後処理費
1,265,000 １３．雑費

2,160,000 （１５．その他費用）
0

１３．雑収入

0

１４．受取利息

0

１５．日整会負担金

0

12,508,320
3,776,600
37,342,340
3,620,000
1,121,960
0
5,132,360
0
3,575,000
5,225,000
6,946,226
397,560
25,000

200,000 １４．日整会事務負担金

１２．懇親会参加費収入

金額

304,634
1,500,000

※収支赤字となった場合
（１６．その他収入）

収益の部合計

0

81,475,000

費用の部合計

81,475,000

2021 年 12 月時点

共催セミナー募集要項

1.

会議名称

第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会

2.

学会会期

2022 年 10 月 13 日（木）～14 日（金）

3.

会場

シーガイアコンベンションセンター

4.

共催費
開催枠

セミナー種別

FS-A
FS-B

開催日時
10 月 13 日

フェニックスセミナー

（木）

（ランチョンセミナー）

または
10 月 14 日

FS-C

席数（通常時）

募集数

共催費用（税別）

600 席以上

6枠

2,500,000 円

約 200 席

8枠

2,200,000 円

100 席以下

4枠

1,800,000 円

500～200 席

4枠

2,000,000 円

（金）
HS

日向（ひなた）セミナー

60 分間

（上記以外）

※ 感染防止策として、シーガイアコンベンションセンターが作成するガイドラインに基づき、講演会場内の収容
人数を調整させていただく場合がございますので、ご了承ください。
【共催費用に含まれるもの】
1） 会場使用料、照明費用
2） 基本機材使用料（以下参照）
3） 映像機材：液晶プロジェクター1 面投影（機材、スクリーン、 PC オペレーター人件費含む）
4） 音響機材：座長席･演者席のマイク各 1 本、質疑応答用フロアマイク
5） 備品：卓上ライト、レーザーポインター、 弁当配布テーブル
6） 参加者お弁当（数量および、お弁当の内容につきましては、主催者にて決定させていただきます。）
7） オンライン学術総会ウェブサイト構築費
（オンライン学術総会コンテンツと同じシステムを使用）
8） WEB 配信用機材（PC、機材スイッチャー等）、WEB 配信エンジニア人件費
9） 各種サーバー利用料、保守等ネットワーク維持費
10） 講演を放映する権利・聴講者から質問を受け付ける機能
・

単位取得に関わる「受講申し込み、決済機能」

・

単位取得に関わる「視聴ログ取得、設問設定・回答機能」

11） 開催告知（セミナー告知ページへの掲載）
【共催費用に含まれないもの】
1） 当日運営スタッフ（進行係、資料・弁当配布係、照明係、アナウンス係など）
2） 座長・演者交通費（渡航費含む）、謝金、宿泊費など
3） 看板、チラシなど制作物費用

4） 録音、ビデオ収録などに係る費用
5） 控室使用料及び控室での飲食、機材など
6） 追加弁当（会場規模に応じて、追加数をご検討ください）
7） 基本と異なる仕様で掲載されるコンテンツ作成に係る費用
8） 講演動画の収録および編集等に係る費用
9） 個人情報提供を許可したセミナー視聴者の視聴動向レポートに係る費用
10） セミナー視聴者アンケートの設定に係る費用（※オプション設定可）
11） アンケート回答者への記念品
追加手配事項について
追加手配のお弁当・軽食および当日運営に必要なものは共催セミナー事務局にて一括手配いたします。
手配項目の総額に対し、15％の管理手数料を申し受けます。
5.

セミナー枠決定・注意事項
1） 会場と開催日の割り振りの最終決定につきましては、 主催者（学会事務局）にご一任ください。
2） 申込社が主催者の許可無くセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは申込社同士におい
て交換することはできません。

6.

座長・演者・講演内容
座長および講演者の選出については、貴社とご相談の上、主催者側にて最終決定をさせていただきます。
予めご了承ください。
また、座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に一任いたします。

7.

抄録原稿
本学会では、「共催セミナー」の講演要旨を抄録集・スマートフォンアプリへ掲載いたします（予定）。
演者への抄録執筆依頼につきましては貴社にてお願いいたします。
※抄録執筆依頼要項は、後日貴社へご案内いたします。

8.

申込方法
オンラインによる受付となります。学術集会ホームページよりお申込ください。

9.

申込期日
2022 年 2 月 25 日（金）締切

10. 共催費のお支払について
会場の決定後、請求書をお送りさせていただきますので、以下の指定口座に期日までにお振込みください。
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。
銀 行 名 ： 宮崎銀行 清武支店（店番 150）
口 座 番 号 ： 普通 251218
口 座 名 義 ： 第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 会長 帖佐悦男
（ダイサンジユウナナカイニホンセイケイゲカガツカイキソガクジユツシユウカイ カイチヨウ チヨウサエツオ）
11. 申込のお取消しについて
申込書のご提出以後は、不可抗力と判断できる事項以外にお取り消しはできませんので、予めご了承ください。
※ 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。
12. 情報公開の同意について
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」に基づき「共催企業様と医療機関及
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公開することについ
て了承いたします。
13. 今後のスケジュール
2022 年

2 月下旬

申込締切

3 月中旬

セミナー枠確定、請求書発行（請求書到着後、翌月末までにお振込みください）

3 月下旬迄

セミナーテーマ、座長・演者の確定

6 月中旬

日本整形外科学会教育研修単位申請（主催者にて行います）

9 月上旬

当日運営要項のご案内

展示募集要項

1.

会議名称

第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会

2.

学会会期

2022 年 10 月 13 日（木）～14 日（金）

3.

展示会場

シーガイアコンベンションセンター

4.

展示日程

2022 年 10 月 12 日（水)

17：00～20：00

2022 年 10 月 13 日（木）

9：00～17：00

展示

2022 年 10 月 14 日（金）

9：00～16：00

展示

2022 年 10 月 14 日（金）

16：00～18：00

出展者展示物搬入・設営

展示物搬出・撤去

※搬入・搬出の詳細スケジュールおよび手順等につきましては、小間割決定後、ご案内いたします。
5.

募集数

【機器・企業展示】 30 小間
【書籍展示】

6.

出展料

10 小間

【機器・企業展示】 基礎小間：1 小間 300,000 円 （税別）
【機器・企業展示】 スペース小間：1 小間 200,000 円 （税別）
【書籍展示】

机1本

20,000 円 （税別）

※ 出展申込後は、会長が不可抗力と認めた以外は取消しできません。
従って、出展料の返金はいたしませんので予めご了承ください。
※ 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。
7.

基礎小間

【機器・企業展示】
1） 1 小間のスペースは、間口 2,000mm×奥行 1,000mm です。
2） バックパネル（高さ 2,100mm）を立て､パネルに社名板を設置します。
3） 展示台一台（間口 1,800mm×奥行 900mm、白布付）を用意します。
4） 電気工事費は含みません。コンセントなど、標準装備に含まれないものに関しては、
お申込後、改めて運営事務局よりご案内させていただきます。
【書籍展示】
1） 1 小間のスペースは、間口 1,800mm×奥行 900mm です。
2） 展示台一台（間口 1,800mm×奥行 900mm・白布付）を用意します。
3） 電気工事費は含みません。コンセントなど、標準装備に含まれないものに関しては、
お申込後、改めて運営事務局よりご案内させていただきます。

■基礎小間 ： 間口 2,000mm × 奥行 1,000mm × 高さ 2,100mm

■スペース小間 ： W1,800mm×D900mm
スペース小間をお申し込みの場合、床面に墨だしを実施のうえ
お引き渡しいたします。

8.

申込方法

オンラインによる受付となります。学術集会ホームページよりお申込ください。

9.

申込期日

2022 年 6 月 3 日（金）締切

10. 支払方法

申込締切後に請求書を発行いたしますので、以下の指定口座に期日までにお振込みください。
銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。

銀 行 名 ： 宮崎銀行 清武支店（店番 150）
口 座 番 号 ： 普通 251218
口 座 名 義 ： 第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 会長 帖佐悦男
（ダイサンジユウナナカイニホンセイケイゲカガツカイキソガクジユツシユウカイ カイチヨウ チヨウサエツオ）
11. 小間割り

出展社の小間割りは、会長および事務局にご一任くださいますようお願いいたします。

12. 注意事項
(1) 特別装飾：出展社の費用で施工して下さい。展示設計は自由ですが、展示上の構造や設備、主催者規制、
消防法の規制があります。
(2) 小間割りの決定：運営事務局にて決定のうえ、ご案内いたします。
(3) 出展物：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。
(4) 出展対象：医薬品、医療機器、検査機器、書籍、他
(5) 薬事法未承認品：薬事法未承認品の展示については、運営事務局までお問合わせください。
(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。詳細は、運営事務局までお問い合わせください。
(7) 出展者へのご案内：出展者説明会はいたしません。開催の 1 ヵ月前頃に小間割、搬入、装飾、管理などにつ
いて詳細をご連絡します。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内します。

(8) 出展物の販売の禁止：会期中機器・医薬品等の出展物を現金と引き換えに引き渡すことは禁止します。但し、
当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。
(9) 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。
(10) 会場・会期・開場時間の変更：主催者の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、出展者が出展申込を取り消すことは出来ません。またこれによって生じた
損害は補償いたしかねます。
(11) 本学会への参加資格について：出展者に対しては第 37 回日本整形外科学会基礎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。ただし展示会場内への出展者の入場制限はありません。

広告掲載募集要項（ホームページバナー）

1.

広告募集詳細
1） 媒体名

第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 ホームページ

2） ホームページアドレス

https://site2.convention.co.jp/joakiso2022/

3） 掲載期間

データ受信後（随時）～会期終了

4） 対象者

学会参加者および関係機関

5） 制作費と広告料

ホームページ制作費：450,000 円（税別）

6） 広告掲載費

100,000 円（税別）

7） 募集枠数

４枠

8） 規格
2.

広告料総額：400,000 円（税別）

お申込後にご案内させていただきます。

広告掲載決定・注意事項
1） バナーの掲載箇所等は、主催者（事務局）にご一任ください。
2） 申込社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは申込社同士に
おいて交換することはできません。

3.

申込方法

オンラインによる受付となります。学術集会ホームページよりお申込みください。

4.

申込期日

2022 年 8 月 31 日（水）締切

5.

支払方法

ホームページにバナー広告を掲載後、請求書を発行いたしますので、
以下の指定口座に期日までにお振込みください。
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。

銀 行 名 ： 宮崎銀行 清武支店（店番 150）
口 座 番 号 ： 普通 251218
口 座 名 義 ： 第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 会長 帖佐悦男
（ダイサンジユウナナカイニホンセイケイゲカガツカイキソガクジユツシユウカイ カイチヨウ チヨウサエツオ）

広告掲載募集要項（アプリ）

1.

2.

広告募集詳細
1） 媒体名

第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 スマートフォン用アプリ

2） 掲載期間

2022 年 10 月頃（アプリ提供開始時期）～会期終了

3） 対象者

学会参加者および関係機関

4） 制作費と広告料

アプリ（iPhone、Android 用）制作費：1,372,000 円（税別） 広告料総額：７50,000 円（税別）

5） 広告掲載費

250,000 円（税別）

6） 募集枠数

３枠

7） 規格

お申込後にご案内させていただきます。

広告掲載決定・注意事項
1） バナーの掲載箇所等は、主催者（事務局）にご一任ください。
2） 申込社が主催者の許可無く、スペースの全部、または一部を第三者に譲渡、貸与、もしくは申込社同士にお
いて交換することはできません。

3.

申込方法

オンラインによる受付となります。学術集会ホームページよりお申込みください。

4.

申込期日

2022 年 8 月 31 日（水）締切

5.

支払方法

申込締切後、請求書を発行いたしますので、以下の指定口座に期日までにお振込みください。
また、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。

銀 行 名 ： 宮崎銀行 清武支店（店番 150）
口 座 番 号 ： 普通 251218
口 座 名 義 ： 第 37 回日本整形外科学会基礎学術集会 会長 帖佐悦男
（ダイサンジユウナナカイニホンセイケイゲカガツカイキソガクジユツシユウカイ カイチヨウ チヨウサエツオ）

