第36回中部日本手外科研究会

ランチョンセミナー・企画講演の共催、
機器展示、広告掲載へのご案内

会期： 2019年1月26日（土）
会場：

京都府民総合交流プラザ

京都テルサ

同封書類
◆ 開催のご挨拶
◆ 開催概要
◆ 募集内容
1. ランチョンセミナー・企画講演の共催
2. 薬品・機器展示会出展
3. プログラム・抄録集への広告掲載

第36回中部日本手外科研究会
会長

柿木 良介

近畿大学医学部 整形外科

ご 挨 拶
各位
謹啓 時下、貴社におかれましては益々のご隆盛のこととお慶び申し上げます。また日頃より、貴社には格別
のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、第36回中部日本手外科研究会を2019（平成31）年1月26日（土）、京都にて開催させていただくこ
とを大変光栄に存じております。
最近の手外科分野の発展には，目を見はるものがあります。まずは，手術周辺機器の発達です。近年、直
径２mm 前後のきわめて細い関節鏡が開発され、手関節，母指 CM 関節，遠位橈尺関節，指関節まで関節鏡
視が可能となり，いままで治療が困難であった関節周囲の細かな靭帯等の治療ができるようになり，またより
小侵襲で治療する事も出来るようになりました。顕微鏡の発達もめまぐるしく、50 倍を超える倍率での手術も
可能となり、直径 0.3mm 程度の細いリンパ管の縫合も出来るようになりました．また３次元モニター化も進歩し、
顕微鏡下でなくとも、モニター下での手術が可能となっています。超音波も、その画像精度が高くなり、手領
域の細かな病変に対してもその描出力が高くなりました。手術材料としては、橈骨遠位端骨折，肘関節周囲
骨折に対しては、ロッキングプレートによる強固かつ精度の高い骨折整復により、早期からの可動域拡大訓
練が可能となり、手術成績の向上に繋がっています。外国では，現在様々な人工神経が開発され，臨床応用
もされています。近年日本でも人工神経の使用が認可されました。しかしながら、どの人工神経も自家神経移
植の成績を凌駕できず，その成績向上に対し日夜研究がなされているのが現状です。
またもう一つの手外科領域の発展には、薬物療法があります。以前は、手術法しか治療法のなかったデュ
プイトラン拘縮に対しても、collagenase 療法が開発され、その治療成績については、かなり高い評価が得られ
ています．しかしまだその臨床適応に関しては，議論の余地があります。また最近問題となってきているのが、
高齢者の骨粗鬆症性の上肢骨折です。手外科医は、その治療のみならず、その予防に対しても、もっと積極
的貢献が要求されています。これはリウマチ手に関しても同様で，生物学的製剤の使用により手指変形はか
なり予防されてきています。
今回の研究会では，これら手外科領域の最新のフロントラインについて討論し、我々の明日への治療につ
ながる有益な研究会の開催を予定しています。また台湾 E-DA 病院院長の Tu, Yuan-kun 教授に、高度の整
形外科再建手術に対してご講演頂き，手外科の技術向上にも貢献する研究会にしたいと考えています。
本来、学会は会員の会費、参加費等で運営されるべきものですが、より充実した内容、よりグローバルな学
会にするためには、ある程度の経費を要するものと思われます。つきましては､本研究会の趣旨並びに私共
の意図をお汲みとりいただき、本研究会のさまざまな催しのスポンサーへの御協力を賜るようお願い申し上げ
る次第です。それによって貴社及びその製品、サービスのプロモーション機会をご提供できると考えておりま
す。諸経費多端の折、誠に恐縮ではございますが、皆様のご支援を賜れれば幸甚です。
本来ならば参上し、拝眉の上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、衷
心よりお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社の一層のご発展を祈念致しております。
謹白
第36回中部日本手外科研究会
会長 柿木 良介
(近畿大学医学部 整形外科 教授)

開催概要
1. 会議の名称
和文名称：
英文名称：

第36回中部日本手外科研究会
The 36th Annual Meeting of the Central Japan Society for Surgery of the Hand

2. テーマ

手外科のフロントラインを考える

3. 会期

2019（平成31）年1月26日（土）
1月25日（金） 世話人会

4. 会場

京都府民総合交流プラザ 京都テルサ
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70
Tel: 075-692-3400, URL: http://www.kyoto-terrsa.or.jp

5. 代表者

第36回中部日本手外科研究会
会長 柿木良介 （近畿大学医学部 整形外科 教授）

6. 共催会議

第6回中部日本ハンドセラピィ研究会

7. 会議計画の概要
【日程表（予定）】
日程
2019（平成31）年
1月26日（土）

午前
午後
開会式
シンポジウム
シンポジウム
特別講演
一般演題（口演）
一般演題（口演）
ランチョンセミナー
閉会式
※ 1月25日（金） 世話人会
中部手の外科研究会の開催に合わせて，第6回中部日本ハンドセラピィ学会を開催いたします。

【招待講演者】
台湾 E-DAI病院院長 Tu Yuan-kun教授
産業医科大学 酒井昭典教授
8. 参加予定者数

400名 を予定
第6回中部日本ハンドセラピィ研究会 参加者を含む

9. 事務局

〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2
近畿大学医学部整形外科学教室
Tel: 072-366-0221（内線3212）, Fax: 072-366-0206

10. 運営事務局
（問合せ先）

〒612-8369 京都市伏見区村上町406 ACプランニング
Tel: 075-611-2008, Fax: 075-603-3816
E-mail: jssh36chubu@acplan.jp

ランチョンセミナー・企画講演 共催へのご案内
1. ランチョンセミナー 共催 (募集枠 2枠)
日程
1月26日（土）

\ 1,200,000.- (消費税込み)

会場規模

セッション名

セッション枠

第1会場（220 席）

ランチョンセミナー 1

1 枠

第2会場（180 席）

2

1 枠

※ セッション時間は60 分です。
※ 日本整形外科学会／日本手外科学会 教育研修講演申請予定
【共催金内訳】
※ 共催金に含まれるもの（基本仕様）
・会場費（控室含む）
・基本機材費（スクリーン、プロジェクター、レーザーポインター等）
・PC オペレーター1 名
※ 共催金に含まれないもの
・参加者配布用お弁当代
・座長および演者にかかる諸経費（謝礼金・交通・宿泊費等）
・基本仕様以外の追加機材費、看板等
・運営人件費（アナウンス、進行係、照明係、資料／弁当配布・回収要員等）
・演者、座長用控室ケータリング
・同時通訳にかかる経費 (通訳を必要とする場合のみ)
2. 企画講演 共催 （募集枠 3枠） 単独共催：\800,000.-, 2社共催：1社４00,000、3社共催：1社300,000
(消費税込)
日程

会場規模

1月26日（土）

220席
または180席

※
※
※
※
※

セッション名

セッション枠

特別講演

1 枠

スポンサードセミナー1

1 枠

スポンサードセミナー2

1 枠

セッション時間は60 分です。
日本整形外科学会／日本手外科学会 教育研修講演申請予定
演者及び座長は研究会指定となります。
学会期間中、会場の空き時間に共催企業の広告ビデオを流します。
お弁当の配布はございません。

【共催金内訳】
※ 共催金に含まれるもの（基本仕様）
・会場費（控室含む）
・基本機材費（スクリーン、プロジェクター、レーザーポインター等）
・PC オペレーター1 名
・運営人件費（アナウンス、進行係、照明係等）
※ 共催金に含まれないもの
・座長および演者にかかる諸経費（謝礼金・交通・宿泊費等）
■ 情報公開について
製薬企業の活動における医療機関との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および医療関係者
等に対する学会共催費に関する情報を、製薬企業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社が
本研究会に対して行う学会共催に関し、貴社ウェブサイトで公開されることに同意します。

第 36 回中部日本手外科研究会
ランチョンセミナー・企画講演 共催申込書
下記の通り申し込みます。

1. お申込者
貴社名
〒
連絡先住所
担当者氏名
E-mail
Tel:

Fax:

2. お申込み内容 （いずれかにチェックをお入れください）
□ ランチョンセミナー
□ 企画講演

3. セッション内容
テーマおよび座長・演者については、ご相談の上決定したいと存じますが、ご希望がございましたら、下
記にご記入ください。
テーマ：
座長（氏名） （所属）
演者（氏名） （所属）

備考欄：

申込日：

年

月

日

下記宛にご送付ください。
第36回中部日本手外科研究会 運営事務局
〒612-8369 京都市伏見区村上町406 ACプランニング内
Tel: 075-611-2008, Fax: 075-603-3816, E-mail: jssh36chubu@acplan.jp

事務局使用欄
受付日:
受付番号:

薬品・機器展示会出展へのご案内
1. 展示会場：

京都府民総合交流プラザ 京都テルサ

2. 展示会期間：

2019年1月26日（土） 9:00～17:00

3. 基礎小間：
1) 展示スペース（W1800 × D900 × H2100 mm）
バックパネル（W1800 × H2100 mm）
2) バックパネルはグレーまたはベージュ色です。釘、ビスは
使用できません。画鋲はご利用になれます。
3) 社名板はお申込により事務局にて無料で制作いたします。
墨によるゴシック体です。
4) お申し込みにより展示机（W1800 × D900 ×H700 mm）を１
小間につき１脚ご用意します。
5) 幹線工事（各ブースへの一次幹線）は事務局にて一括工
事を行います。各小間にはお申し込みにより100V 60Hz
300Wの電気容量のコンセントが架設され、それに要する
電気料は無料です。それ以上の電力が必要な場合はそれ
に要する費用をご負担ください。

社名板
バックパネル
W1800xH2100

2100

1800
900
展示台

4. 小間単価： 1 小間 ¥220,000 但し、2 小間以上お申込の場合、1 小間 ¥200,000 （消費税込み）
5. 申込締切日： 2018 年 10 月 15 日（月）
6. 機器展示料振込：
ご希望により請求書を事務局より発行いたしますので、指定振込先にお振込をお願いいたします。
振込先： 三井住友銀行 新石切支店、（普） 1756412
口座名義： 第36回中部日本手外科研究会 会長 柿木良介
7. 搬入・搬出日時（予定）：
搬入： 2019年1月25日（金） 未定
搬出： 2019年1月26日（土） 17:00-18:00
8. 特記事項：
1) 小間の割り当て: 出展申込み締め切り後、出展物の種類・形状・重量・小間数等を考慮の上、小間割り
は事務局にて行いますことをご了承ください。
2) 危険物（プロパン、ガスボンベ、銃火器類、油脂類、放射能を含んだもの等）の持込は禁止いたします。
3) 動物（生死に関係なく）の持込は禁止いたします。
4) 会場内（小間内）での物品の販売は禁止いたします。
5) 薬事品未承認の物品の展示、販売は禁止いたします。
6) 試供品の提供などは原則禁止といたします。どうしても必要な場合は運営事務局にご相談ください。
7) 出展物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出展物の盗難、紛失、火災、損傷等不可
抗力による出展物の損害に対して、補償等の責任は一切負いませんのでご了承ください。
9. レンタル品、運搬車両搬入経路などについて：
展示についての詳細な情報、基礎仕様以外のオプション備品等は、「出展者へのご案内」にて後日改め
てご案内致します。
10. 申込・お問合わせ先：
第36回中部日本手外科研究会 運営事務局
〒612-8369 京都市伏見区村上町406 ACプランニング 内
Tel: 075-611-2008, Fax: 075-603-3816, E-mail: jssh36chubu@acplan.jp

第 36 回中部日本手外科研究会
薬品・機器展示会出展申込書
申込締切日：2018年10月15日
下記の通り申し込みます。
貴社名
〒
連絡先住所
担当者氏名
E-mail
Tel:

Fax:

1． 申込小間数
小間
100Ｖ （

2． 使用電力量（予定）

）Ｗ

3． 展示台、社名板、特別装飾、請求書発行 ※いずれかに○をお付けください
展示台

要

／ 不要

社名板

要

／ 不要

特別装飾

要

／ 不要

請求書発行

要

／ 不要

台

4． 展示品（概略／予定で結構です）

備考欄：

申込日：

年

月

日

下記宛にご送付ください。
第36回中部日本手外科研究会 運営事務局
〒612-8369 京都市伏見区村上町406 ACプランニング内
Tel: 075-611-2008, Fax: 075-603-3816, E-mail: jssh36chubu@acplan.jp
事務局使用欄
受付日:
受付番号:

プログラム・抄録集広告掲載へのご案内
会議のプログラム・抄録集を印刷し、学会員に配布、会議当日には希望者に販売いたします。
下記のように広告ページをご用意しております。
１．制作概要
◇印刷部数：
◇配布対象：
◇印刷サイズ：
◇発行予定日：
◇広告依頼企業数：
◇広告料総額：
◇媒体作成費：

500 部
学会員および会議参加者
縦(H) 210 mm × 幅(W) 107 mm
2018 年 12 月下旬
11 社
700,000 円
750,000 円 （＠1,500 円 x 500 部）

2. 広告掲載料
掲載場所
裏表紙（表 4）
表紙裏（表 2）
裏表紙裏（表 3）
中綴じ

印刷色
4 色カラー
4 色カラー
4 色カラー
モノクロ

サイズ
H210xW107mm
H210xW107mm
H210xW107mm
H210xW107mm

1 ページ
1 ページ
1 ページ
1 ページ

掲載料（税込）
120,000 円
100,000 円
80,000 円
50,000 円

募集数
１社
１社
１社
8社

プログラム・抄録集の印刷が出来上がり次第、1 部送付させて頂きます。表 2～表 4 の広告は申し込み順
に受付けさせて頂きます。ご了承をお願い致します。
3. 締切日および広告原稿
◇申込期限：
2018 年 10 月 15 日（月）
◇版下持込期限： 2018 年 10 月 31 日（水）
◇版下：
用紙サイズ 縦(H) 210 mm × 幅(W) 107 mm
カラー印刷の場合、データ、ポジ、ネガ（4 色分解）のいずれかでお願い致します。
モノクロの場合、データ、ポジ、ネガのいずれかでお願い致します。
カラー、モノクロ印刷いずれの場合にも、刷り上り見本も添付下さい。
4. 広告料振込
ご希望により請求書を事務局より発行いたしますので、指定振込先にお振込をお願いいたします。
振込先： 三井住友銀行 新石切支店、（普） 1756412
口座名義： 第36回中部日本手外科研究会 会長 柿木良介
5. 申込・問合せ・版下送付先
第36回中部日本手外科研究会 運営事務局
〒612-8369 京都市伏見区村上町406 ACプランニング 内
Tel: 075-611-2008, Fax: 075-603-3816
E-mail: jssh36chubu@acplan.jp

第 36 回中部日本手外科研究会
プログラム・抄録集広告掲載申込書
申込締切日：2018 年 10 月 15 日
下記の通り申し込みます。
貴社名
〒
連絡先住所
担当者氏名
E-mail
Tel:

Fax:

1．掲載ページ （ご希望の項目に印をご記入ください。）
□ 裏表紙（表4）
4色カラー 1ページ
¥120,000
□ 表紙裏（表2）
4色カラー 1ページ
¥100,000
□ 裏表紙裏（表3）
4色カラー 1ページ
¥80,000
□ 中綴じ
モノクロ
1ページ
¥50,000
2．広告原稿
広告原稿：

□
□
□
□

原稿様式：

送付予定（
送付済
データ
フィルム

月

日頃）

※ 原稿は完全版下の状態でお送りください。また、データ入稿、フィルム入稿の場合、刷り上がり見
本もお送りください。原稿は抄録集献本時にご返却致します。
※ 広告原稿送付期限： 2018年10月31日（水）までにご送付ください。
3．請求書 （いずれかに〇をお付けください。）
請求書発行 要

／ 不要

備考欄：

申込み日：

年

月

日

下記宛にご送付ください。
第36回中部日本手外科研究会 運営事務局
〒612-8369 京都市伏見区村上町406 ACプランニング内
Tel: 075-611-2008, Fax: 075-603-3816, E-mail: jssh36chubu@acplan.jp

事務局使用欄
受付日:
受付番号:

