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ご挨拶 

 
 
 
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は私共の医療活動に格別のご理解と

ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 
この度、2022 年 4 月 14 日（木）・15 日（金）の 2 日間、第 65 回日本手外科学会学術集会を北九州市

で開催させていただきます。本会を開催させていただきますことを皆様に深く感謝いたしますとともに大変

光栄に存じております。北九州市での開催は 33 年ぶりになります。前回は、1989 年（平成元年）に第 32 回

学術集会を故鈴木勝己先生が会長のもと、産業医科大学構内のラマツィーニホールで開催させて

いただきました。 
 今回の学術集会のテーマは「手と職業・環境・スポーツ」とさせていただきました。私共の日々の生活

や仕事、レクリエーションにおいて、その活動の多くを手の感覚や運動機能に依存していることを再認識し、

手の機能と整容の再建・回復の重要性について議論する場を提供するのがねらいです。最新の医学・

医療情報とともに、日常診療に役立つ内容を多く盛り込みたいと思っています。新規医療技術、他分野と

の融合、若手教育研修システムの改革など、魅力的な話題を提示したいと思っています。本会は手外科医

の情報交換の場、専門性を磨く修練の場として重要な役割を担っています。参加者の皆様にとりまして

実り多い学会となりますよう鋭意努力いたします。 
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 3 月吉日 
 

第 65 回日本手外科学会学術集会 
会長 酒井 昭典 

産業医科大学整形外科学 教授 
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 1．開催概要                                                    

 
会 期  2022年4月14日（木）・15日（金） ※13日（水）設営 
 
会 場  西日本総合展示場 
  〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3 丁目 7-1 
 
  AIM ビル 
  〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3 丁目 8-1 

 
会長  酒井 昭典（産業医科大学整形外科学 教授） 
 
テーマ  手と職業・環境・スポーツ 
                Hand Disorders Related to Occupation, Environment, and Sports 
 
参加者  約1,800名  
 
プログラム       理事長講演、会長講演、招待講演、特別講演、教育研修講演、 
  国際シンポジウム、シンポジウム、パネルディスカッション、 
  一般演題、共催セミナー、他  
 
学会事務局 産業医科大学整形外科学教室 
  〒807-8555 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1  
 
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（平日9:30～17:30） 
  E-mail:jssh2022@convention.co.jp 
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収支計画 
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 2．共催セミナー募集要項                                

1．開催日時： ランチョンセミナー ：2022 年 4 月 14 日（木）・15 日（金）昼の 60 分間（予定） 
アフタヌーンセミナー：2022 年 4 月 14 日（木）・15 日（金）午後の 60 分間（予定） 
イブニングセミナー：2022 年 4 月 14 日（木）夕方の 60 分間（予定） 
モーニングセミナー：2022 年 4 月 15 日（金）朝の 60 分間（予定） 
ハンズオンセミナー：2022 年 4 月 14 日（木）・15 日（金）120 分間（予定） 
スポンサードシンポジウム：2022 年 4 月 14 日（木）・15 日（金）90 分間（予定） 

 
2．会場：西日本総合展示場、AIM ビル 
 
3．共催費（税込） 

※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。 
※新型コロナウイルス感染防止策として、会場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。 
※企業様の希望次第で LIVE 配信およびオンデマンド配信可（追加オプション予定） 

 
 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。 

タイプ 共催費（消費税込） 席数（予定） 募集枠数 

ランチョンセミナーA 1,650,000 円 1,500 席 2 社 

ランチョンセミナーB 1,320,000 円 350 席 4 社 

ランチョンセミナーC 1,100,000 円 100～125 席 8 社 

アフタヌーンセミナー 1,100,000 円 全会場一律 1 社 

イブニングセミナー 1,100,000 円 全会場一律 1 社 

モーニングセミナー 880,000 円 全会場一律 1 社 

ハンズオンセミナー 660,000 円 ― 1 社 

スポンサードシンポジウム 1,320,000 円 ― 1 社 
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・その他、セミナー会場内に設置されている機材以外の追加機材手配に関わる費用 
・オンライン会議システムからの発表費用 
 ※開催地以外から発表をご希望の場合、以下の費用は共催費には含みません。 
  発表のための会場費、発表会場における機材費、通信費、人件費等 
 

4．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。 
   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。 
 
5．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。 

   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。あらかじめご了承ください。 
 
6．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。 
 

7．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。 
 

8．開催の取消し 
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、 

運営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。 

 
9．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、または開

催を中止する場合があります。 
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。 
 

10．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。 
 
11.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。 
 

12．情報公開について  
日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「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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13．申込方法 
学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記

入の上お申込みください。 
 

14．申込締切日： 2021 年 10 月 29 日（金） 
 
15．共催費のお支払い 

セミナー申込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・支店名：西日本シティ銀行 産業医大出張所 （店番 747） 
口座種別・番号：普通 3022866 
口座名：第 65 回日本手外科学会学術集会 会長 酒井昭典 
（ダイロクジユウゴカイニホンテゲカガツカイガクジユツシユウカイ カイチヨウ サカイアキノリ） 

 
16．お問い合わせ先 

【運営事務局】 
第 65 回日本手外科学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 
〒810-0002 福岡県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（平日 9:30～17:30） 
E-mail：jssh2022@convention.co.jp   
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 3．抄録集広告募集要項                                 
 
1．募集媒体： 第65回日本手外科学会学術集会 プログラム集  
 
2. 概要： 抄録集のサイズ ：B5 

発行部数： 約１,800 部 
製作費用： 2,000,000 円 
広告掲載費総額： 1,870,000 円 
広告費 

 
3．申込締切日： 2022年1月28日（金）  
 
4．広告版下： 版下データを2022年2月4日（金）までに、運営事務局までお送りください。  

下記運営事務局に、印刷用の版下を電子データ（PDF またはイラストレーターで開けるデータ）また

は郵送にてお送りください。 
 
【版下送付先】 
第 65 回日本手外科学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社内 
〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲 12-33 福岡大同生命ビル 7 階 
E-mail：jssh2022@convention.co.jp 

 
5．申込方法 

学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記

入の上お申込みください。 
※ただし、定数となりました場合には締切日前に受付を終了いたします。あらかじめご了承ください。 
 

6.  情報公開について 
日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「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貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 
 
  

掲載個所 原稿サイズ 広告費（税込） 募集枠数 
プログラム広告（表 4） B5 タテ カラー 330,000 円 1 社 
プログラム広告（表 2） B5 タテ カラー 220,000 円 1 社 
プログラム広告（表 3） B5 タテ カラー 220,000 円 1 社 
プログラム広告（後付 1 頁） B5 タテ モノクロ 110,000 円 5 社 
プログラム広告（後付 1/2 頁） B6 ヨコ モノクロ 55,000 円 10 社 
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7.  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、または開

催を中止する場合があります。 
   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。 
 
8.  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・支店名：西日本シティ銀行 産業医大出張所 （店番 747） 
口座種別・番号：普通 3022866 
口座名：第 65 回日本手外科学会学術集会 会長 酒井昭典 
（ダイロクジユウゴカイニホンテゲカガツカイガクジユツシユウカイ カイチヨウ サカイアキノリ） 

 
9．お問い合わせ先 

【運営事務局】 
第 65 回日本手外科学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 
〒810-0002 福岡県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（平日 9:30～17:30） 
E-mail：jssh2022@convention.co.jp   
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 4．抄録アプリバナー広告募集要項                              
 
1．広告媒体名：第65回日本手外科学会学術集会 抄録アプリバナー広告 
 
2．掲載要領 

第65回日本手外科学会学術集会 抄録アプリのトップページ下部に広告バナーを掲載  
※トップページを閲覧するたびに、複数社の広告が切り替わります。 
※貴社広告バナーより貴社ホームページへのリンクを設定いたします。 
（1）広告費： 220,000 円（税込） 
（2）利用対象： 日本手外科学会会員および関係者（約 4,000 名） 
（3）掲載期間： 2022 年 3 月末～4 月末（予定） 
※ユーザーがアプリをダウンロードした後は、ユーザーの端末から本アプリが削除される 
までバナー広告は残ります。 

（4）募集社数： 2 社 
 
3．申込締切日：2022年2月22日（火） 
 
4．お申込み方法 

学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記

入の上お申込みください。 
 
5.  情報公開について 

日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「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貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 
 
6.  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、または開

催を中止する場合があります。 
   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．広告データについて 
   下記サイズのデータとリンク先URLを、2022年3月1日（火）までにお送りください。 

※データは、画像形式（PNG形式）でお送りください。 
【デバイス縦向き】 
iPhone ：縦 50 × 横 320 
iPhone (Retina) ：縦 100 × 横 640 
iPad ：縦 120 × 横 768 
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【デバイス横向き】 
iPhone ：縦 30 × 横 480 
iPhone (Retina) ：縦 60 × 横 960 
iPad ：縦 64 × 横 1024 
※Android は iPhone と同画像で調整可能です。（単位： Pixel ） 
 

8．ご請求について 
   お申込書を受領後、請求書を発行いたします。 
   下記の指定口座までお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 
   また、請求書発行後のキャンセルは、一切受け付けません。 
 

【口座情報】 
銀行名・支店名：西日本シティ銀行 産業医大出張所 （店番 747） 
口座種別・番号：普通 3022866 
口座名：第 65 回日本手外科学会学術集会 会長 酒井昭典 
（ダイロクジユウゴカイニホンテゲカガツカイガクジユツシユウカイ カイチヨウ サカイアキノリ） 

 
9．お問い合わせ先 

【運営事務局】 
第 65 回日本手外科学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 
〒810-0002 福岡県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（平日 9:30～17:30） 
E-mail：jssh2022@convention.co.jp   
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 5．ホームページバナー広告募集要項                              
 
1．広告媒体名 ：第65回日本手外科学会学術集会 ホームページバナー広告 
 
2. 掲載箇所 ：第 65 回日本手外科学会学術集会ホームページ トップページ内 

※掲載配置については事務局にご一任ください。 
 
3. 掲載要領 

（1）ホームページ URL：http://www2.convention.co.jp/ jssh2022/  
（2）ジャンル：学会サイト 
（3）対象：医師、看護師、薬剤師、他学会関関係者等 
（4）主要コンテンツ： 開催概要、プログラム、演題募集、会場案内等 
（5）広告セールス方式：貴社指定マークから貴社ホームページへリンクを設定 

 
4. 広告料 ： 110,000 円（消費税込） 
 
5. 広告規格 ： サイズ、画像形式、容量等はお申し込み後にご連絡いたします。 
 
6. お申込方法 

学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記

入の上お申込みください。 
 
7. 申込締切 ： 2022 年 2 月 22 日（火） 
 
8.  情報公開について 

日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「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貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 
 
9.  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、または開

催を中止する場合があります。 
   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。 
 
10. ご請求について  
   お申込書を受領後、請求書を発行いたします。 
   下記の指定口座までお振込みください。 

振込み手数料は貴社にてご負担願います。 
   また、請求書発行後のキャンセルは、一切受け付けません。 
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【口座情報】 
銀行名・支店名：西日本シティ銀行 産業医大出張所 （店番 747） 
口座種別・番号：普通 3022866 
口座名：第 65 回日本手外科学会学術集会 会長 酒井昭典 
（ダイロクジユウゴカイニホンテゲカガツカイガクジユツシユウカイ カイチヨウ サカイアキノリ） 

 
11．お問い合わせ先 

【運営事務局】 
第 65 回日本手外科学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 
〒810-0002 福岡県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（平日 9:30～17:30） 
E-mail：jssh2022@convention.co.jp   
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 6．出展募集要項                                      

1．募集概要 
・展示日程：2022 年 4 月 14 日（木）、15（金） ※13 日（水）設営 
・出展対象：医療機器、検査機器、医療情報機器、医薬品、書籍等 
・出展物：出展対象に記載された範囲のもので事務局および展示事務局の認めたものとします。 

本会付設の展示品としてふさわしくないもの、事務局および展示事務局が本会の趣旨に 
そぐわないと判断した場合は、出展をお断りする場合がございますので、 
あらかじめご了承ください。 

・募集小間数：約 40 小間（予定） 
 

2．出展料(10%税込) 
 

種類 単位 小間サイズ（予定） 規格 出展料 
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～ 1 ㎡(幅 1m×奥行 1m) 
※高さ制限有  

スペースのみ 275,000 円 

書籍展示 1 本～ 長机(1 本  0.9m × 1.8m) 
×希望本数 

机のみ 11,000 円 

※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 
※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。 

※企業様の希望に応じ事後オンデマンド配信ページにも掲載を可能とする予定です。 
 

3. 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、社名板白地黒系文字 

・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) 

 

2400 

700 
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（2）スペース小間（スペース渡し） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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」（2021 年 9 月上旬にご案内予定）にて 
お申し込みいただけます｡ 

 
5. 申込締切 

2022 年 1 月 29 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. 情報公開について 

日本製薬工業協会および日本ジェネリック製薬協会の「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貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 
 

9. 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、または開

催を中止する場合があります。 
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

・スペース小間をご希望の場合、床面に墨だしを 
実施の上お引き渡しいたします。 

※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。 
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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。 
 

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. 販売の禁止 

会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。 
 
13．出展者用 ID（ネームカード） 

出展者には１社につき 3 枚の出展者用ネームカードを配布します。 
出展者用ネームカードで口演会場へはご入場出来ません。 
講演会場にご入場の場合は、受付にて参加証をご購入下さい。 

 
14. 搬入・搬出（予定） 

搬入 2022 年 4 月 13 日（水） 午後（予定） 
搬出 2022 年 4 月 16 日（金） プログラム終了後（予定） 
※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。 

 
15．申込方法 

学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記

入の上お申込みください。 
 

16．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・支店名：西日本シティ銀行 産業医大出張所 （店番 747） 
口座種別・番号：普通 3022866 
口座名：第 65 回日本手外科学会学術集会 会長 酒井昭典 
（ダイロクジユウゴカイニホンテゲカガツカイガクジユツシユウカイ カイチヨウ サカイアキノリ） 
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17．お問い合わせ先 
【運営事務局】 
第 65 回日本手外科学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 
〒810-0002 福岡県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（平日 9:30～17:30） 
E-mail：jssh2022@convention.co.jp 
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 7．寄付募集要項                                      

1. 募金の名称： 第 65 回日本手外科学会学術集会 寄付 
 
2. 募金の目標額： ￥2,000,000 （総経費：69,176,000 円） 
 
3. 募金の対象先： 医学・薬学関係企業 他 
 
4. 募金期間： 2021 年 2 月 1 日（月）から 2022 年 4 月 13 日（水）までの間 
 
5. 募金の用途： 第 65 回日本手外科学会学術集会の準備および運営の費用 
 
6. 申込方法 

学術集会HPトップページ「協力企業の方へ」から申込フォームへお進みいただき、必要事項をご記

入の上お申込みください。 
 
7. 募金振込口座情報 

 
銀行名・支店名：西日本シティ銀行 産業医大出張所 （店番 747） 
口座種別・番号：普通 3022866 
口座名：第 65 回日本手外科学会学術集会 会長 酒井昭典 
（ダイロクジユウゴカイニホンテゲカガツカイガクジユツシユウカイ カイチヨウ サカイアキノリ） 

 
8．お問い合わせ先 

【運営事務局】 
第 65 回日本手外科学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 九州支社 
〒810-0002 福岡県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（平日 9:30～17:30） 
E-mail：jssh2022@convention.co.jp 

 


