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会長 原 尚人 

(筑波大学 医学医療系 乳腺甲状腺内分泌外科 教授) 





ご 挨 拶 

謹啓  

立秋の候、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。さて、この度 2022 年 6 月 23 日（木）・24 日（金）・25日（土）の 3日間、

茨城県つくば市つくば国際会議場にて、第 34 回日本内分泌外科学会総会を開催させていただくこ

とになりました。 当学会は前身の甲状腺外科検討会を含めると 54年の歴史を誇る日本甲状腺外科

学会と、私の恩師であります故藤本吉秀先生が 1988年に設立された日本内分泌外科学会が、発展的

統合を経て、2019年4月より一般社団法人日本内分泌外科学会として新たな歴史を開始させました。

学会開催に関しましては、前身の両学会の流れより、当初 6月に総会、10月に学術大会と年 2回開

催で始まりましたが、私が会長を務めさせていただく 2022 年度より 6 月の総会のみの年一回開催

となります。 

当学会では、内分泌臓器の腫瘍や機能異常に悩む患者さんたちに最適な専門医療をお届けするこ

とを目標として学術集会と機関誌の発行を行い、研究発表や生涯教育を通じて医療者の交流と医療

の質向上に貢献して参りました。甲状腺、副甲状腺、副腎、膵内分泌、乳腺の診療に関わる外科医、

頭頸部外科医、耳鼻科医、泌尿器科医、放射線科医、内科医、病理医が所属しており、現在 2000名

弱の会員を数えております。奇しくも今年 6月より私が当学会理事長にご選任いただき、1）若手内

分泌外科医の育成、２）女性医師支援・子育て支援、働き方改革、３）内分泌外科専門医の盤石化、

４）地域格差の是正 という 4点に取り組ませていただく目標を掲げました。つきましては第 34回

総会開催に向けてもこの 4項目を念頭に、特に１）を最大の目標としてテーマを「内分泌外科の新

たな未来へ to the next generation」とさせていただきました。現時点ではコロナ第５波の最中

でございますが、来年６月には平時開催を信じ、原則全面現地対面で開催予定としております。た

だし要望に応じて、オンデマンド配信も含め発展的ハイブリッド開催も準備しております。 

会の運営にあたり、本来であれば、その経費は総会への参加登録料で賄うべきでありますが、参 

加者が個人で負担できる金額には限りがあり、諸経費の相当額をご援助に頼らざるを得ないのが実 

情であります。つきましては本趣意書の通り、協賛企業の募集を行います。本学会総会および当分

野に関連される企業の皆様におかれましては趣旨にご賛同をいただきたく格別のご高配をお願い申

し上げる次第でございます。諸事ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、何卒ご検討賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

末筆ではございますが、皆様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 
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名 称: 第 34回日本内分泌外科学会総会 

 

会 期: 2022年6月 23日(木)～25日(土) 

 

会 場:  つくば国際会議場 

〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2丁目 20−3 

 

会 長: 原 尚人 

(筑波大学 医学医療系 乳腺甲状腺内分泌外科 教授) 

 

テ ー マ: 内分泌外科の新たな未来へ to the next generation 

 

参 加 対 象 者: 医師・メディカルスタッフ・学生 

 

参 加 予 定 人 数: 約 800名 

 

参 加 費: 12,000円（予定） 

 

ホ ー ム ペ ー ジ: https://site.convention.co.jp/34jaes/  

 

主 催 事 務 局: 筑波大学 医学医療系 乳腺甲状腺内分泌外科  

   〒305-8575 茨城県つくば市天王台 1-1-1 

 

運 営 準 備 室:  日本コンベンションサービス株式会社 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 14階 

TEL 03-3508-1214 FAX 03-3508-1302 

E-mail 34jaes@convention.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催概要                               



 

 

 

■概要 

1. 学会名及び代表者： 

 第 34回日本内分泌外科学会総会 

 会長 原 尚人(筑波大学 医学医療系 乳腺甲状腺内分泌外科 教授) 

 

2. 募金目的：  

 第 34回日本内分泌外科学会総会開催のため 

 

3. 募金目標額 

     1,000,000円 

 

4. 募金期間 

    2021年 7月 1日（木）から 2022年 1月 31日（月）まで 

 

5. 対象先 

    製薬業界、医療機器学会、関連病院、同門会、他 

 

6. 寄付金の使途 

    第 34回日本内分泌外科学会総会の準備ならびに運営経費に充当 

 

お手数ではございますが、別紙の寄付申込書を必ず郵送もしくはFAXにて 

下記 運営準備室までお送りくださいますようお願いいたします。 

また、お振込の際は以下口座へお振込をお願いいたします。 

銀行名：常陽銀行 

支店名：研究学園都市支店  

口座番号：（普通）4022738 

口座名：第 34回日本内分泌外科学会総会 

ヨミガナ：ダイサンジユウヨンカイニホンナイブンピツゲカガツカイソウカイ  

 

7.  税法上の取り扱い： 

  免税措置はありません 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※懇親会費に関しては、寄付金からの運用をいたしません。 
寄付要項                                 



E-mail 31jaes@convention.co.jp 

 

 

◆第 34回日本内分泌外科学会総会 共催セミナーへの共催社を募集します。 
 

1． 開催形態 

   第 34回日本内分泌外科学会総会との共催となります。 

 

共催：第 34回日本内分泌外科学会総会 

     ○○○○株式会社 

 

2． 共催費 

 

 
※ 日本製薬工業協会「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、貴社が共

催費を公表することについて了承いたします。 
 
※ 上記料金には消費税 10％が含まれております。 
 

3． プログラム・司会・講師について 

テーマ、司会、講師については、本事務局と協議の上、決定させて頂きます。お申し込み時に現

状の案をご記入の上お申し込みください(※ 座長・演者との交渉は事務局からの指示の後に行っ

ていただきますようお願いいたします)。 

 

4． 会場決定と今後のスケジュールについて 

会場及び開催日については、プログラムの内容等を考慮の上、事務局にて決定させていただきま

す。貴社のご希望を優先させていただきますが プログラムの都合上ご希望に添えない場合もご

ざいます。その際はどうぞご容赦くださいますようお願いいたします。 

種類・名称 開催日 席数(予定) 共催費(税込) 

モーニングセミナー 

Aタイプ 

6月24日(金) 

または25日（土） 
480席 1,980,000円 

モーニングセミナー 

Bタイプ 

6月24日(金) 

または25日（土） 
200席 1,650,000円 

ランチョンセミナー  

Aタイプ 

6月23日(木) 

または24日(金) 

または25日(土) 

480席 2,200,000円 

ランチョンセミナー  

Bタイプ 

6月23日(木) 

または24日(金) 

または25日(土) 

200席 1,980,000円 

イブニングセミナー 

Aタイプ 

6月23日(木) 

または24日(金) 
480席 1,980,000円 

イブニングセミナー 

Bタイプ 

6月23日(木) 

または24日(金) 
200席 1,650,000円 

共催セミナー募集要項                            



5． 共催費用に含まれるもの 

会  場 会場利用料   

会場機材 プロジェクター 1台 

スクリーン 1台 

会場機材 PC(Windows) 1台 

モニター・マウス・キーボード(演者

卓) 

1台 

レーザーポインタ(演者卓) 1本 

遠隔操作システム(スイッチャー) 1式 

卓上ライト(司会・演者・進行席) 各１台 

デジタル計時回線(司会・演者卓) 各１台 

音響・照明 司会席・演者席マイク 1本 

質疑応答用マイク 4～6本(会場によって異なります) 

照明使用料 1式 

その他 学会参加証 1枚 

抄録集  1冊 

映像オペレーター 1名 

 

6． 共催費用に含まれないもの 

下記の内容は、貴社にて別途ご負担いただきます。 

各種追加手配事項に関しましては、後日運営準備室よりお伺いいたします。  

 

会  場 控室  

会場内での参加者のお弁当とお茶  

録音・収録  

氏名掲示  

スタッフ資料・お弁当配布係  

照明係  

進行・タイムキーパー  

アナウンサー  

控  室 司会・講師のご飲食関係   

お打合せ用機材  

PC(Win or Mac)  

スクリーン  

プロジェクター  

看板 会場前・控室前  

その他 司会・講師への謝礼・旅費  

ポスター・チラシ等の印刷物制作費  

規定時間外の控室利用   

            

 

7． 申込締切 

2022年 1月末日 

 



8． 申込方法 

下記 URLまたは QRコードよりよりオンライン申込フォームにてお申込ください。 

 

オンライン申込フォーム（共催セミナー） 

URL：https://forms.office.com/r/WJPpUpCjk5 

 

9． 申込キャンセル 

(1) 申込後の取消しは、原則として受けかねます。 

 (2) 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。予め、ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 
10． 共催費のお支払い 

共催枠確定後（2022 年 3 月頃）、請求書をお送りしますので、１ヶ月以内に請求書に記載の指定

口座にお振込みください。なお、振込手数料は共催企業様にてご負担願います。 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

第 34回日本内分泌外科学会総会 運営準備室 

担当：川田・野上 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2  

大同生命霞が関ビル 14階 

TEL 03-3508-1214 FAX 03-3508-1302 

E-mail 34jaes@convention.co.jp 

  

https://forms.office.com/r/WJPpUpCjk5


 

◆第 34回日本内分泌外科学会総会の抄録集広告を掲載いたします。 

 

1. 広告媒体名称 

第 34回日本内分泌外科学会総会 抄録集 

 

2. 配布対象 

学会会員、参加者および関係者 

 

3. 発行部数 

1,300部(予定) 

 

4. 媒体作成費 

1,944,000円(税込) 

 

5. 依頼社数 

約 10社 

 

6. 広告掲載料 

掲載箇所 金額(税込) 募集数 

表紙 2(ﾓﾉｸﾛ) 165,000円 1 

表紙 3(ﾓﾉｸﾛ) 165,000円 1 

表紙 4(ﾓﾉｸﾛ) 220,000円 1 

後付 1頁(ﾓﾉｸﾛ)  110,000円 2 

後付 1/2頁(ﾓﾉｸﾛ)  88,000円 5 

 

(広告掲載料総額:1,210,000円(税込)) 

 

※ 表2、表3、表4の申込多数の場合は事務局に決定をご一任ください。 
※ 上記料金には消費税 10％が含まれております。 

 

7. 広告原稿  

データでお送りください。 

＊サイズ:A4サイズ(表4・表2・表3はカラー可（金額はお問合せください） 

後付 1頁・1/2頁はモノクロのみ) 

 

8. 申込方法 

下記 URLまたは QRコードよりオンライン申込フォームにてお申込ください。 

 

オンライン申込フォーム（広告） 

URL：https://forms.office.com/r/289jcec0cP 

 

 

広告協賛募集要項                            

https://forms.office.com/r/289jcec0cP


9. 申込締切 

申込締切日   : 2022年3月末日 

原稿送付期限 : 2022年3月末日 

 

10. 発行予定日 

2022年5月下旬 

※ 広告掲載企業様には 1冊進呈いたします。 

 

11. 申込キャンセル 

申込後の取り消しは、原則としてできません。やむを得ず取り消される場合は、お支払い済みの 

広告料のご返金はいたしかねます。予めご了承ください。 

 

12. お振込み 

掲載ページ確定後、請求書をお送りしますので、１ヶ月以内に請求書に記載の指定口座にお振込

みください。なお、振込手数料は各社様にてご負担願います。 

 

13. 注意事項 

掲載ページについてはなるべくご希望に沿うようにいたしますが、最終的な決定は学会事務局が

行いますので予めご了承ください。また、広告内容に起因する名誉毀損の請求又は訴訟、プライ

バシーの侵害、著作権の侵害及びその他の請求、訴訟に関しては、一切責任を負いませんのでご

了承ください。 

 

 

【お問合せ先】 

第 34回日本内分泌外科学会総会 運営準備室 

担当：川田・野上 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2  

大同生命霞が関ビル 14階 

TEL 03-3508-1214 FAX 03-3508-1302 

E-mail 34jaes@convention.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

◆第 34回日本内分泌外科学会総会 展示会の出展社を募集します。 

 

1. 展示会名称 

第 34回日本内分泌外科学会総会 展示会 

 

2. 開催日時 

2022年6月 23日(木)～25日(土)(3日間) 

搬入・設置(予定): 2022年 6月 22日(水)  

展   示 (予定): 2022年 6月 23日(木) 9:00～18:00 

2022年 6月 24日(金) 9:00～17:00 

2022年 6月 25日(土) 9:00～14:00 

搬出・撤去(予定): 2022年 6月 25日(土) 15:00～17:00 

 

3. 展示会会場 

つくば国際会議場 多目的ホール内(予定)  

〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2丁目20−3 

 

4. 出展対象 

医療機器・検査機器・書籍・医薬品・医療情報機器、システム他当方の認めたもの 

 

5. 出展料金(税込) 

 

 付設展示 

付設展示種類 単位 小間サイズ 出展料金(税込) 募集数 

基礎小間 1小間 1,800mm×600mm×2100mm 275,000円 5小間 

※上記料金には消費税 10％が含まれております。 
 

書籍展示  

種類 規格 出展料金(税込) 募集数 

書籍展示 長机(1800mm×600mm)× 希望出展本数 机１本11,000円 4本 

※上記料金には消費税 10％が含まれております。 
※テーブルに白布を掛けてお渡しします。バックパネル・社名版・蛍光灯は設置されません。 
 

6. 小間仕様 

◇ 基礎小間（パッケージブース）1小間 = 間口1.8m×奥行 0.6m×高さ 2.1m 

・間仕切りの後壁 

・社名板 

・蛍光灯 1本 

・展示台 1台(W1800×D600×H700)、白布付き (但し商品の上にかけるクロスはご持参ください) 

※展示台不要の場合は、その旨ご連絡ください。 

出展協賛募集要項                            



以上の物は当方で設置いたします。上記以外の小間内装飾は、出展者が行ってください。 

 

◇ 基礎小間姿図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇その他オプション品 

本展示会ではご希望の方に有償で電気(コンセント)を(交流単相二線式 100V50Hz)を小間まで供

給します。電気、追加コンセント、スポットライトの設置を希望される場合は出展料とは別に費

用がかかります。詳細は、会期 1ヵ月前までに展示事務局よりご案内させて頂きます。 

 

 

7. 小間の配置 

・展示小間の決定 

展示小間の配置は、申込締切後に当方で決定します。 

 

・展示スペースの転売 

展示スペース一部またはすべてについて、転売、譲渡は禁止されております。 

 

8. 注意事項 

・薬事法未承認品の展示について 

薬事法未承認品の展示を希望される場合は、出展申請書および出展理由説明書をご提出くださ

い。展示が認められましたら、後日主催より出展要請書を発行いたします。 

 

・出展者へのご案内 

出展社説明会は行いません。申込締め切り後、順次小間割、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。 

 

・出展物の販売の禁止 

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。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。 

 

・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

1800 

750 

社名板 

1800 

2100 

600 

 



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。 

 

・会場・会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により会場・会期・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

て出展申込を取り消すことはできません。またこれによって生じた損害は補償できかねます。 

 

・総会への参加資格について 

出展社の第 34回日本内分泌外科学会総会 展示会の講演会場及び関連プログラムへの参加は認

められておりません。但し展示会場への出入りが可能な出展者用ネームプレート(ホルダー付)を

10枚までご用意いたします。 

 

・抄録集 

出展社には、当日抄録集を 1部、無償で提供させていただきます。 

 

9. 申込方法 

下記 URLまたは QRコードよりオンライン申込フォームにてお申込ください。 

 

オンライン申込フォーム（展示） 

URL：https://forms.office.com/r/c4ZpZ2TjyX 

 

10. 申込締切 

2022年 3月末日 

但し募集小間数に達し次第、申込を締め切る場合があります。 

 

11. 申込キャンセル 

(1）申込後の取消しは、原則として受けかねます。 

(2) 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。予め、ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

12. 出展料のお支払い 

出展場所が確定後、請求書をお送りしますので、１ヶ月以内に請求書に記載の指定口座にお振込

みください。なお、振込手数料は出展各社様にてご負担願います。 

 

【お問合せ先】 

第 34回日本内分泌外科学会総会 運営準備室 

担当：川田・野上 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2  

大同生命霞が関ビル 14階 

TEL 03-3508-1214 FAX 03-3508-1302 

E-mail 34jaes@convention.co.jp 

 

 

 

https://forms.office.com/r/c4ZpZ2TjyX


返信用 
領収書発行の際に必要ですので、お手数ですが FAX 03‐3508‐1302まで 

必ずご返送くださいますようお願い申し上げます。                

 

寄 付 申 込 書 

 

第 34回日本内分泌外科学会総会 御中 

                                                     令和  年  月  日 

 

第 34 回日本内分泌外科学会総会開催の趣旨に賛同し、下記金額を寄付金として申し込みます。  

    

金        円 也  

 

 

 

御芳名又は法人名： 

 （領収書宛名） 

御 住 所：〒 

 

御 担 当 者：TEL 

FAX 

E-mail 

 

振 込 予 定 日： 

 

振 込 み 先： 

銀行名：常陽銀行 

支店名：研究学園都市支店  

口座番号：（普通）4022738 

口座名：第 34回日本内分泌外科学会総会 

ヨミガナ：ダイサンジユウヨンカイニホンナイブンピツゲカガツカイソウカイ  

 

【申し込み・問い合わせ先】 

第 34回日本内分泌外科学会総会 運営準備室 

担当：川田・野上 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2 

大同生命霞が関ビル 14階 

TEL 03-3508-1214 FAX 03-3508-1302 

E-mail 34jaes@convention.co.jp 

（第 34回日本内分泌外科学会総会にご寄付くださる方へ ） 


