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ご挨拶 

 

この度、第 54 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会を 2021 年 7 月 15 日(木)と 16 日(金)の 2 日間に

わたり、広島国際会議場にて開催させていただきます。伝統ある本学術集会を広島大学整形外科学教室なら

びに同門会の協力のもと、呉医療センター・中国がんセンターで担当させていただくことを大変光栄に存じま

す。 

メインテーマは「運動器の腫瘍とがんロコモの未来を築く」としました。骨・軟部腫瘍は、運動器に発生した腫

瘍であり、腫瘍学的予後の改善とともに運動器の障害の改善が課題となっています。近年、MRI やエコーなどの

進歩、PET/CT の導入などにより診断技術が飛躍的に向上し、腫瘍切除における縮小手術や再建手技の進歩

によって、より機能的な患肢温存が期待されています。運動器の腫瘍の治療には、腫瘍の根治とともに、運動機

能の向上が求められています。 

骨・軟部腫瘍は運動器疾患のひとつの分野ですが、腫瘍を専門としない整形外科医にとって、やや疎遠な領

域であり、がんに対しては、かかわりを避ける傾向にあります。今や国民の 2 人に 1 人ががんに罹患する時代で

あり、多くの人ががんの治療を受けています。そして、がん患者の予後は、分子標的治療薬や免疫チェック阻害

剤などの新規治療の導入により、飛躍的に改善してきています。その一方で、がん患者は、病的骨折を生じると

歩行機能が障害され、パフォーマンスステータスが悪化することで、化学療法を受ける機会を失うことがあります。

多くの整形外科医が、骨転移により生じた運動器の問題に関わることで、パフォーマンスステータスが改善され、

がん患者が最も適切な治療を受けることに繋がります。 

骨・軟部腫瘍の治療の向上には、今後も幅広い研究と進歩発展が不可欠です。切除不能腫瘍に対する重粒

子線治療や、悪性軟部腫瘍に対する新規薬物療法など、病理医、放射線科医、形成外科医、腫瘍内科医など

各方面の専門家の連携による集学的治療の推進も重要な課題です。また、がん患者が適切にがん治療を受け

るために、一人でも多くの整形外科医が、がんにより生じた運動器の問題に関わる必要があります。本学会がこ

れらの課題を克服する一助になればと考えています。 

腫瘍の専門家だけでなく、多くの整形外科医が興味を持って参加できるような学会を目指し、鋭意準備中で

す。ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

2020年 9月吉日 

第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 

                      会長 下瀬 省二 

           （呉医療センター・中国がんセンター） 
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 １．開催概要                                          

 

■会 議 名 称： 第 54回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 

 

■会 期：  2021年 7月 15日(木)～ 16日(金) 

 

■会 場： 広島国際会議場 

〒730-0811 広島県広島市中区中島町 1番 5号 

TEL：082-242-7777 

 

■会 長： 下瀬 省二 （呉医療センター・中国がんセンター） 

 

■参 加 予 定 者 数： 約 1,100名 

 

■事 務 局： 呉医療センター・中国がんセンター 

   〒737-0023 広島県呉市青山町 3番 1号 

   TEL：0823-22-3111 （代表） 

   事務局長 藤森 淳 

   fujimori.jun.yc@mail.hosp.go.jp 

 

■運 営 事 務 局：     第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 運営事務局 

   日本コンベンションサービス株式会社内 

   〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-4-7  

   京阪神淀屋橋ビル 2階 

   担当：大谷・高岡 

   TEL：06-6221-5933 FAX：06-6221-5939 

   E-mail：joa-tumor54@convention.co.jp 

 

 

 

mailto:fujimori.jun.yc@mail.hosp.go.jp
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 2．共催セミナー募集概要                                          

 

■名 称： モーニングセミナー、ランチョンセミナー、アフタヌーンセミナー 

 

■主 催： 第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 

 

■開 催 日： 2021年 7月 15日(木)～ 16日(金) 

         

■時 間： モーニングセミナー 2021年 7月 16日(金) 8：00～9：00（60分） 

 （予定）  ランチョンセミナー  2021年 7月 15日(木)、16日(金)12：00～13：00（60分） 

アフタヌーンセミナー 2021年 7月 15日(木)、16日(金)14：30～15：30（60分） 

※上記 60分とは別で、10分間の製品紹介の時間を設けさせていただきます。 

 

■会 場： 広島国際会議場 

  ※使用会場については、プログラム内容等を考慮のうえ、事務局にて決定いたします。 

 

■プ ロ グ ラ ム： 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、ご相談の上、決定させていただきます。 

  ※座長、演者への諸連絡は各社でコーディネートをお願いします。 

※関連学会への単位申請の関係上、座長、演者、講演タイトルを 

2021年 1月 31日（日）までに確定し運営事務局までご連絡をお願いいたします。 

 

■発 表 形 式： PCによるコンピュータープレゼンテーションのみです。 

 

■共 催 費： ・モーニングセミナー（約 250～300席）  1,100,000円（税込） 

・ランチョンセミナー （約 250～300席） 2,200,000円（税込） 

・アフタヌーンセミナー（約 250～300席） 1,100,000円（税込） 

 ※新型コロナウイルス感染防止策として、広島国際会議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。 

 ※学会及び各企業の共催とします。掲載表記は以下の通りとします。 

  共催：第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 

     ○○○ 株式会社 

  ※数社にてご共催の場合の掲載表記は以下の通りとします。 

  共催：第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 

     ○○○株式会社 ／ □□□株式会社 

※共催費には以下の項目が含まれます。 

（1） 会場費 

（2） 会場付帯設備・機材費（プロジェクター、机、いす、ステージ、音響、照明等） 

（3） 会場機材オペレーター（1名） 
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※以下の費用は上記共催費には含まれておりません。 

（1） 司会／座長／講師への謝金、旅費（御社規定により） 

（2） 控室室料（実費）及び控室での接遇飲食費・機材費 

（3） 参加者への昼食弁当費 

（4） 運営費用 （学会手配以外の追加機材・看板装飾費他） 

（5） ポスター／チラシ等印刷製作物 

 

■国内・海外招請演者・座長とのコンタクトに関して： 

（1） 依頼につきましては、各社で行ってください。 

   （必要であれば会長名で講演依頼状を出しますので運営事務局までご連絡ください。） 

（2） 渡航・宿泊についてのコンタクト、手配につきましては、各社で行ってください。 

   （来日、滞在スケジュールは確認後、運営事務局にご連絡ください。） 

 

■その他注意事項： 

（1） 学術集会 HP トップページ「申込フォーム」に必要事項をご記入の上お申込みください。 

（2） プログラム内容（テーマ、座長、演者等）については各企業のご希望をいただき、事務局

にて学会プログラムと調整、ご相談の上、決定させていただきます。 

（3） 複数企業との共同開催も可能です。その際は備考欄にご記入ください。 

（4） 使用会場については、プログラムの内容等を考慮の上、決定させていただきます。 

（5） お申込期限は 2020年 11月 30日（月）とさせていただきます。 

座長、演者講演タイトルは、確定し 2021年 1月 31日（日）までにご連絡ください。 

（6） 広島国際会議場の講演会場でのセミナー開催を基本といたしますが、今後の状況によ

って、広島国際会議場での開催が難しくなった場合、座長、演者等の都合により、セミナ

ー開催が難しくなった場合には、別途オンライン会議システム （Zoom 等）を用いた形

での開催を検討させていただきます。 

（7） 使用会場決定後に請求書をお送りいたします。請求書発行後 1 ヶ月以内に、 

請求書記載の口座にお振込みをお願いいたします。請求書発行後の取り消しについて

は一切お受けできませんので予めご了承ください。 

[申し込み料金の取り扱いについて]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） 本学術集会の運営は下記に委託しております。運営の詳細につきましては、後日、同社

よりご連絡申し上げます。 

 

   [申込・問い合わせ先] 

第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 関西支社内（担当：大谷・高岡） 

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2F 

TEL:06-6221-5933  FAX:06-6221-5933 
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 3．企業展示会募集概要                                          

■名 称： 第 54 回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 企業展示会 

 

■開 催 日： 搬入・設営・・・2021年 7月 14日（水）15:00～17:00（予定） 

        展示会・・・・・2021年 7月 15日（木）～16日（金） 9:00～17:00（予定） 

     撤去・搬出・・・2021年 7月 16日（金）17:00～18:00（予定） 

 

■展示会場：  広島国際会議場 B2F ヒマワリ（予定） 

 

■募 集 対 象： 医療・健康機器、検査機器、医薬品、書籍、その他 

 

■出 展 料 金： 以下の通りとなります。  

出展内容 小間サイズ 規格 出展料（税込） 

企業展示 間口 1800mm×奥行 900mm×高さ 2400mm ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ+展示台 ￥330,000 

書籍展示（販売） W1800mm×D900mm×H700mm 机 1本 ￥16,500 

 

■小 間 配 置： 主催にて決定いたします。 

 

■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。 

 

■薬事法未承認品の展示について 

運営事務局にお問い合わせください。 

 

■出展社へのご案内 

出展社説明会は予定しておりません。小間割、搬入出、装飾、管理等については、開催の１カ月前

頃に詳細な出展要項をご案内いたします。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。 

 

■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。 

 

■会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により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

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しません。 
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■本学会への参加資格について 

出展者に対しては第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会の講演会場及び関連プログラムへ

の参加資格はありません。展示会場以外の会場へのご入場は、受付にて参加費をお支払いの上、ご入場

ください。 

 

■申し込み方法 

 学術集会 HPトップページ「申込フォーム」に必要事項をご記入の上お申込みください。 

 

■申込先 

【第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 運営事務局】 

日本コンベンションサービス株式会社 関西支社内 (担当：大谷・高岡) 

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4丁目 4番 7号 京阪神淀屋橋ビル 2F 

TEL:06-6221-5933  FAX:06-6221-5939 

E-mail:joa-tumor54@convention.co.jp 

  

■申込締切 

2021年 2月 28日(日)までとしますが、募集小間数に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

■出展料のお支払い 

締切後、請求書をお送りします。査収後 1ヶ月内に指定口座(詳細は請求書に記載)にお振込くだ 

さい。 

 

■出展申込の取消 

2021年 2月 28日(日)以降の取り消しについては、一切お受けできませんので予めご了承ください。 

やむを得ない事情により、広島国際会議場での企業展示会の開催を中止し、別の形態にて開催を

させていただく場合がございます。その場合、その時点での出展申込は無効とし、新たに趣意書

を配布してお申込みを募ります。 

 

■設置概要 

（基礎小間）      
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 4. ホームページバナー広告募集要項                

 

■媒体名： 第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会  

  ホームページ（トップページ）バナー広告 
 

■掲載ページ： トップページ（掲載箇所につきましては事務局一任とさせていただきます） 
 

■掲載要領： URL  https://site.convention.co.jp/joa-tumor2021/ 

  HP閲覧対象 日本整形外科学会会員  他 

  主要コンテンツ 開催案内、演題募集、プログラム、宿泊予約案内、 

    交通案内、関連学会リンク 等（以上予定） 
   

■掲載期間： 2020年 10月～2021年 7月末 

  お申込後、随時更新いたします。 
 

■掲載規格： サイズ、入稿データ様式等の詳細は、お申込み後にご連絡いたします。 

 

■広告費： 1枠 200,000円（税別） 

 

■申込受付締切： 2021年 5月 31日(月) 

 

■申込方法： 学術集会 HP トップページ「協力企業の方へ」から申し込みフォームへ 

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。 

   

■広告掲載料のお支払いについて:  

申込み後に請求書を発行させていただきます。請求書発行日より 1 ヶ月以内に指定の

口座にお振込みください。口座情報は請求書に記載いたします。 

 

■原稿送付・お問合せ先： 

第 54回日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍学術集会 運営事務局 

日本コンベンションサービス株式会社 関西支社内（担当：大谷・高岡） 

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル 2F 

TEL：06-6221-5933  FAX：06-6221-5939 

E-mail:joa-tumor54@convention.co.jp 
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 5. 企業 PRスライド募集要項        

 

より多くの参加者に貴社ブースへ来ていただけるように企業 PRや新製品・技術・サービス等を  

 簡潔にまとめていただいたスライドショーを会場各所にて展開します。 

 

■実施日： 2021年 7月 15日(木)～16日（金） 

 

■会場：  広島国際会議場 受付付近、休憩コーナーなどを予定。 

 

■広告料： 200,000円（税別） 

 

■提出方法： パワーポイントデータにて、PR内容を作成の上、ご提出ください。 

  事務局にて各社分をスライドショーにまとめます。 

  

■ページ数： 1 社 6 ページまで 

 

■ファイル形式：  Windows OS 7 Power Point 

 

■表示時間： 1 ページ約 5 ～10 秒程度（予定） 

  ※スライド内への映像や音声の埋め込みは出来ません。 

  ※アニメーション機能利用の場合は、表示時間内で動作できるかご検証ください。 

  ※最終データ提出期日は、2021年 6月下旬までを予定しております。 

 

■申込締切：2021年 5月 31日（月） 

 ※紹介順は、展示事務局にて協議の上、決定させていただきます。 

 


