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関係者各位 
 
 

ご挨拶 
 
謹啓 貴社におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 
 この度、第 44 回日本血栓止血学会学術集会を 2022 年 6 月 23 日（木）より 25 日（土）に仙台市

で開催させていただきます。東北での開催は 2013年第 35回大会で一瀬白帝先生（山形大）が主

催されて以来で 9年ぶりとなります。2020年、2021年はコロナ禍のためたいへんな時代となってし

まい、本学術集会の大阪大会、宮﨑大会はウェブ開催となってしまいました。2021 年より始まりま

したワクチン接種によってコロナ禍が収束していることを期待して、仙台大会は現地開催として準備

を進めさせていただいております。久しぶりに皆様と顔をつきあわせて、血栓止血学を大いに論じ

たいと考えております。このようなこともあり、第 44 回集会のテーマを「集う、究める、血栓止血学」と

させていただきました。 
COVID-19 そのものでの血栓症が注目され、さらにワクチン接種に関連した血栓症も世界的な

問題となり、血栓止血の重要性が認識され、これまで以上に社会から注目を集めるようになりました。

仙台に皆様をお迎えし、血栓止血学の発展に寄与できればと願っております。 
本学術集会の運営はできるだけ簡素を旨とし、経費は会員参加費を中心に運営する所存では

ございますが、会場費、プログラム運営諸費など負担は年々高まり、学会の自助努力だけでは必

要経費をまかなえる状況にはありません。本学術集会の内容を充実させ、その成果をより大なるも

のにするためには、各方面からのご支援ご協力を仰がざるを得ないのが実情です。 
学術集会の開催にあたり、医療の充実・発展に寄与している医療機器や製薬企業の皆様にも充実

した学会となりますよう、本学会への参加をお願いすると共に、当分野に関連する企業の方々にお

かれましては､参加者に対する最新の医療情報等をご提供いただく場として、別紙の要項をご参照

いただき、この機会に運営協力並びに各種協賛についても、貴社のご支援、ご協力を賜りたくお願

い申し上げます。 
学会の充実した開催を目指し、皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
末筆ながら皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 
 
 
2021 年 7 月吉日 

 
 

第 44 回日本血栓止血学会学術集会 
会長 堀内 久徳 

（東北大学加齢医学研究所 加齢制御研究部門 基礎加齢研究分野） 
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開 催 概 要                                   
 
1. 学 会 の名 称： 第 44 回日本血栓止血学会学術集会 

  The 44th Congress of the Japanese Society on Thrombosis  
and Hemostasis 

 
2. 会 長： 堀内 久徳 

（東北大学加齢医学研究所 加齢制御研究部門 基礎加齢研究分野） 
 

3. 会 期： 2022 年 6 月 23 日（木）～25 日（土）（3 日間） 
 
4. 会 場： 仙台国際センター 

             （〒980-0856 宮城県仙台市青葉区青葉山） 
 
5.  学 会 テーマ： 集う・究める、血栓止血学 

 
6.  参加予定人数： 約1,000名 
 
7.  事 務 局： 東北大学加齢医学研究所 加齢制御研究部門 基礎加齢研究分野  

     （〒980-8575 仙台市青葉区星稜町4-1） 
 

8.  運営事務局  ：  第44回日本血栓止血学会学術集会 運営事務局 
 日本コンベンションサービス株式会社 東北支社内 

〒980-0824 仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階 
TEL 022-722-1311 FAX 022-722-1178 
E-mail：44jsth@convention.co.jp 

 
 
※現地開催を予定しておりますが、状況に応じて開催形態を変更させていただく 
  場合もございます。(ハイブリット開催・WEB開催 等) 
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①共催セミナー募集要項                           
 
■開催可能会場（予定）： 

セミナー種別 共催セミナー名 6/23
（木） 

6/24
（金） 

6/25
（土） 席数（予定） 

共催費

(円) 
※税込 

モーニング 
セミナー モーニングセミナー - 1 枠 1 枠 280 席～

180 席 1,100,000 

ランチョン 
セミナー 

ランチョンセミナーA 2 枠 3 枠 3 枠 380 席～

400 席 1,870,000 

ランチョンセミナーB 1 枠 1 枠 1 枠 280 席 1,650,000 

ランチョンセミナーC 3 枠 3 枠 3 枠 180 席 1,320,000 

イブニング 
セミナー イブニングセミナー 1 枠 1 枠 - 280 席～

180 席 1,320,000 

ジョイント 
シンポジウム 

ジョイント 
シンポジウム 1 枠 400 席 1,870,000 

スポンサード 
シンポジウム 

スポンサード 
シンポジウム A（※） 3 枠 400 席～

280 席 2,200,000 

スポンサード 
シンポジウム B（※） 2 枠 400 席～

280 席 3,000,000 

スポンサード 
シンポジウム C（※） 1 枠 400 席 5,000,000 

※席数は状況に応じて変更させていただく場合がございます。 
※スポンサードシンポジウムAは、同時間帯に他の学術集会プログラムが入ります。 
※スポンサードシンポジウムBは、同時間帯に他の学術集会プログラムは入らず、並行して 

2社のスポンサードシンポジウムが開催されます。 
※スポンサードシンポジウムCは、同時間帯に他の学術集会プログラムは入らず、1社のみ 
のスポンサードシンポジウムが開催されます。 

 
 
■共催費に関して： 
1）共催費に含まれるもの  

(A) セミナー会場借用料（控室利用料を含む） 
(B) 機材費：セミナー会場に用意してある機材および PC オペレーター 

①映像機器：スクリーン、プロジェクター等、②音響装置：マイク、スピーカー等 
③照明装置：天井照明等 
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2）共催金に含まれないもの 
(A) セミナー開催案内のチラシ等印刷物制作費 
(B) 司会／演者のアテンド費用（謝金・旅費・宿泊費等） 
(C) 司会／演者の控室利用延長料金および接待飲食費 
(D) セミナー会場、控室の部屋前自立表示板代 
(E) セミナー参加者への弁当＋飲み物代 

（モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナー、 
ジョイントシンポジウム、スポンサードシンポジウム） 

(F) セミナー会場出入口での弁当・資料配布要員 
(G) 同時通訳費（同時通訳機材代、通訳者人件費等） 
(H) その他特別発注機材・人件費 
(I) セミナーに関する手配手数料（事務取扱費） 

 
3）その他  

(A) タイトル、演者、司会者名について。 
企業協賛プログラムのお役目は、原則１回となっております。座長・演者候補が決定したま

したら、運営事務局までご連絡をお願いいたします。 

会長が最終決定いたしますので、決定後に打診をお願いいたします。 

変更が生じた場合にも、運営事務局へのご連絡をお願いいたします。 
(B) 抄録集には、貴社名（共催社名）とタイトル、抄録、演者名、司会者名を掲載いたします。 
(C) 共催セミナー開催案内のチラシを製作される場合は、A4 サイズに統一願います。 

印刷前の原稿は共催セミナー準備室にて確認を行います。共催セミナー準備室より学会 
のロゴマークを各社へ配布いたします。 

 
■共催費請求書： 

開催枠確定後、準備室より送付いたします。 
(A) セミナー共催金お振り込みの手数料は、共催企業様にてご負担くださいますようお願

いいたします。 
(B) 学会から領収書は発行いたしません。 

銀行から発行される「振込金受取書」をもって、領収書の発行に代えさせていただきます。 
 

■「企業活動と医療機器等の関係の透明性ガイドライン」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」、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。 
 
■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。 
 
■変更・中止 
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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。 
 
■注意事項： 
日程・時間・会場についてご希望に添えない場合がございます。テーマおよび演題などプログ 
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。 

 
■申込方法： 

P13の「協賛申込（オンライン）について」に記載の、【協賛申込はこちら】より、 
2021年11月30日(火)までにお申し込みください。 
日程・時間・会場割り当てなどの詳細が決定次第、改めてご案内いたします。 

 
■共催費お支払い方法 
  下記の銀行口座にお振込みください。 
  恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担ください。 
 

銀 行 名： 七十七銀行 
支 店 名： 大学病院前支店（255） 
口座番号： 普通 5022880 
口座名義： 第44回日本血栓止血学会学術集会 会長 堀内久徳 
      ダイヨンジユウヨンカイ二ホンケツセンシケツガツカイガクジユツシユウカイ 

 
■お問合せ先：  第44回日本血栓止血学会学術集会 運営事務局 

 日本コンベンションサービス株式会社 東北支社 
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階 
TEL 022-722-1311 FAX 022-722-1178 
E-mail：44jsth@convention.co.jp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②企業展示・書籍展示 出展募集要項                                   
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■展示会日程：  搬入 2022 年 6 月 22 日（水）午後（予定） 

搬出 2022 年 6 月 25 日（土）プログラム終了時（予定） 
※プログラム編成により時間が変更となる場合がございます。 

 
■募集小間数：  約 10 小間（予定） 
 
■出 展 料：  1. 医薬品・医療機器展示：220,000 円（税込）/小間 

（1,800mm×900mm） 
                    
   2. 書籍展示：22,000 円（税込）/テーブル 
     （1,800mm×600mm） 
              
             3．音響展示：33,000 円（税込）/小間 

（1,800mm×900mm） 
 
 
■申 込 期 限：  2022 年 2 月 28 日（月） 

 ※申込期限前に募集小間数に達した場合は申し込みを     
           締め切ることもありますので、ご了承ください。 

 
■申 込 方 法：  P13の「協賛申込（オンライン）について」に記載の、【協賛申込はこちら】 

より、お申込みください。 
 
■出展料のお支払： 出展申込書の受領後、運営事務局より請求書を発行いたします。 
 
■出 展 の取 消： 原則として出展を取り消すことはできません。 
 
■申 込 の保 留： 出展内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合、 

主催者はその申込を保留・取消・拒否することがあります。 
 
■小間割の決定： 
・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。ただし、申込締後、申込小

間を調整させていただく場合がありますのでご了承ください。 
・小間位置の決定は出展物の種類、小間数等を考慮し、主催者が決定します。 
・出展者が主催者の許可なく小間の全てあるいは一部を譲渡・交換することはできません。 
・出展者説明会は行いませんので、ご了承ください。 
 
■出展物の管理： 
・出展物の管理は各出展者が責任を負うものとし、盗難、紛失損傷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、各社にて保険加入等の措置をおとりください。 
・出展者の行為により事故が発生した場合は当該出展者の責任において解決するものとし、主催

者はこれに対し、一切の責任を負いません。 
 
 
 
 
 
■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、運営事
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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。 
■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。 
 
基礎小間仕様（予定）                                
■基礎小間企画（医薬品・医療機器展示） 
幅 1,800 mm 奥行 900 mm 
バックパネル：間口 1,800 mm（白または薄いブルー） 
社名版：幅 900 mm 高さ 200 mm（白ベース墨ゴシック体） 
展示台：間口 1,800 mm 奥行 900 mm 高さ 700 mm 
社名板、蛍光灯 1 灯付き 

 
 
■使用電力 
コンセント 100v 単相、200v 単相、三相の使用等をご希望の場合、その費用は出展者 
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。 

 
■出展費お支払い方法 
  下記の銀行口座にお振込みください。 
  恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担ください。 
 

銀 行 名： 七十七銀行 
支 店 名： 大学病院前支店（255） 
口座番号： 普通 5022880 
口座名義： 第44回日本血栓止血学会学術集会 会長 堀内久徳 
      ダイヨンジユウヨンカイ二ホンケツセンシケツガツカイガクジユツシユウカイ 

 
■お問合せ先：  第44回日本血栓止血学会学術集会 運営事務局 

 日本コンベンションサービス株式会社 東北支社 
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階 
TEL 022-722-1311 FAX 022-722-1178 
E-mail：44jsth@convention.co.jp 
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③ホームページ バナー広告要項                   
 
■広 告 媒 体 名：  第 44 回日本血栓止血学会学術集会ホームページ 
 
■Ｕ Ｒ Ｌ：  https://site2.convention.co.jp/jsth2022/ 
 
■ジ ャ ン ル：  医学系専門サイト 
 
■ユ ー ザ ー：  医師および各医療関係者 
 
■主要コンテンツ：  開催案内、演題募集、学会プログラム情報、会場案内、交通宿泊案内 等 
 
■掲 載 期 間： お申し込み後随時～学会終了後 
 
■広告掲載場所：  トップページ 
             ※広告内容によっては、掲載しかねる場合もございます。 
               アクセス回数の保障はいたしかねます。あらかじめご了承ください。 
 
■広 告 料： 165,000 円（税込）  
 
■申 込 枠： 4社 
 
■広 告 仕 様： バナー広告データは、以下の仕様で各社にてご準備ください。 

1) 大きさ：お申込み後にご連絡いたします 
2) インターレース GIF89a フォーマットに限る 
3) GIF アニメーション可能 

 
■申 込 方 法： P13 の「協賛申込（オンライン）について」に記載の、【協賛申込はこちら】 

より、2022 年 3 月 31 日（木）までにお申し込みください。 
 
■掲載の取消し 

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。 
 
■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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
■広告費お支払い方法 
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  下記の銀行口座にお振込みください。 
  恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担ください。 
 

銀 行 名： 七十七銀行 
支 店 名： 大学病院前支店（255） 
口座番号： 普通 5022880 
口座名義： 第44回日本血栓止血学会学術集会 会長 堀内久徳 
      ダイヨンジユウヨンカイ二ホンケツセンシケツガツカイガクジユツシユウカイ 
 

■お問合せ先：  第44回日本血栓止血学会学術集会 運営事務局 
 日本コンベンションサービス株式会社 東北支社 

〒980-0824 仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階 
TEL 022-722-1311 FAX 022-722-1178 
E-mail：44jsth@convention.co.jp 
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④ネームケース・ストラップ、コングレスバッグ協賛            
 
■協賛内容： ネームケース・ストラップ 

物品提供（1,200セット）。300セット/1口。 
 

コングレスバッグ 
物品提供（1,200部）。300部/1口。 

 
■募 集 数：  数社 
 
■配布対象：  当日参加者および関係者 約1,000人 ※学術集会当日に配布 
 
■製 作：  学術集会事務局（物品提供の場合は貴社） 

※会期終了後に余った場合は、貴社にご返却いたします。 
 
■記載内容：  貴社名（もしくはロゴマーク）および学会名（もしくはロゴマーク） 

※物品提供の場合は、学会名もしくは学会ロゴマークをご記載ください。 
 
■申込方法：  P13の「協賛申込（オンライン）について」に記載の、【協賛申込はこちら】 

より、2021年12月24日（金）までにお申し込みください。 
 

■掲載の取消し 
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。 
 
■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。 
 

■出展費お支払い方法 
  下記の銀行口座にお振込みください。 
  恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担ください。 
 

銀 行 名： 七十七銀行 
支 店 名： 大学病院前支店（255） 
口座番号： 普通 5022880 
口座名義： 第44回日本血栓止血学会学術集会 会長 堀内久徳 
      ダイヨンジユウヨンカイ二ホンケツセンシケツガツカイガクジユツシユウカイ 

 
■お問合せ先：  第44回日本血栓止血学会学術集会 運営事務局 

 日本コンベンションサービス株式会社 東北支社 
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階 
TEL 022-722-1311 FAX 022-722-1178 
E-mail：44jsth@convention.co.jp 
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⑤寄付                                     
 
■募金の名称：第44回日本血栓止血学会学術集会 寄付 
 
■募金の目標額：￥2,000,000 （総経費：53,725,000円） 
 
■募金の対象先：医学・薬学関係企業 他 
 
■募金期間：2021年6月1日(火)から2022年6月30日(木)までの間 
 
■募金の用途：第44回日本血栓止血学会学術集会の準備および運営の費用 
 
■募金の払込方法 
趣旨にご賛同賜り、ご協力いただけます場合は、P13の「協賛申込（オンライン）について」 
に記載の、【協賛申込はこちら】より、お申し込みください。 
 
<募金払込口座> 
  下記の銀行口座にお振込みください。 
  恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担ください。 
 

銀 行 名： 七十七銀行 
支 店 名： 大学病院前支店（255） 
口座番号： 普通 5022880 
口座名義： 第44回日本血栓止血学会学術集会 会長 堀内久徳 
      ダイヨンジユウヨンカイ二ホンケツセンシケツガツカイガクジユツシユウカイ 
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収支計画                                   
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協賛申込（オンライン）について 
 

第 44 回日本血栓止血学会学術集会の各種協賛申込は下記、オンライン申し込みページより 
お申し込みください。 
 
■お申し込みページ 
第 44 回日本血栓止血学会学術集会 ホームページ 
https://site2.convention.co.jp/jsth2022/ 
 
【協賛申込はこちら】 
https://forms.office.com/r/A41L65hEhD 
 
■お問合せ先:  
第44回日本血栓止血学会学術集会 運営事務局 
日本コンベンションサービス株式会社 東北支社 
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6階 
TEL 022-722-1311 FAX 022-722-1178 
E-mail：44jsth@convention.co.jp 

https://site2.convention.co.jp/jsth2022/
https://forms.office.com/r/A41L65hEhD

