
 
 
 

第 60 回日本視能矯正学会 
公益社団法人 日本視能訓練士協会 

 
開催趣意書・募集要項 

 
 

１． 共催セミナー 

２． 機器展示・書籍展示 

３． プログラム・抄録集広告掲載  

４． ホームページバナー広告掲載 

５． 寄付金 

 

 

 

 

 
会 期： 2019年 11月 30日（土）～12月 1日（日） 

会 場： 福岡国際会議場 

主 催： 公益社団法人日本視能訓練士協会 

学 会 長： 瀬戸 寛子（九州大学大学病院 眼科） 

名誉会長： 園田 康平（九州大学大学院医学研究院眼科学分野 教授） 



 

ご挨拶 

 

 

時下ますますご盛栄のこととお慶び申しあげます。平素は公益社団法人日本視能訓練士協会

並びに九州大学病院にご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

このたび、公益社団法人日本視能訓練士協会主催、第 60 回日本視能矯正学会を「Vision for 

the Future ～みる力～」を本学会のテーマとし、2019年 11月 30日（土）、12月 1日（日）の両日、

福岡国際会議場において開催させて頂くことなりました。 

 

 本会には、全国の医療機関および臨床の場で活躍されている視能訓練士の方を中心に毎年

1,500 名～2,000 名の参加が見込まれております。第 60 回日本視能矯正学会におきましても多く

の方々に参加いただき、本会の発展に寄与できることを願っております。関連企業各位におかれま

しても、広報、マーケティング活動に絶好の機会となるかと存じます。 

 

 つきましては、諸経費多端の折、誠に恐縮ではございますが、本会の趣旨にご賛同いただき、皆

様よりのご支援を賜れればと存じます。実り多き学会の成功にむけて何卒格段のご高配、ご支援を

お願い申しあげます。 

 末筆ながら、貴社の一層のご発展を祈念致しております。 

2019年 1月吉日 

 

 

第 60回日本視能矯正学会 

学会長 瀬戸 寛子 

九州大学病院 眼科 

  



 

開催概要 

 

1．会 議 名 称 第 60回日本視能矯正学会 

 

2．テ ー マ Vision for the Future ～みる力～ 

 

3．会 期 2019年 11月 30日（土）～12月 1日（日） 

 

4．会 場 福岡国際会議場 

                  〒812-0032 福岡市博多区石城町 2-1  TEL： 092-262-4111 

  

5．参 加 人 数 1,500名（予定） 

 

6．学 会 長 瀬戸 寛子（九州大学病院 眼科） 

 

7．名 誉 会 長 園田 康平（九州大学大学院医学研究院眼科学分野 教授） 

 

8．主 催 公益社団法人日本視能訓練士協会 

 

9．学会事務局 第 60回日本視能矯正学会 主催事務局 

                 〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1 

 九州大学大学院医学研究院眼科学分野 内 

 TEL： 092-642-5648  FAX： 092-642-5663 

 

10．運営事務局 第 60回日本視能矯正学会 運営事務局 

 株式会社コングレ九州支社 内 

 〒810-0001 福岡市中央区天神 1-9-17 

 TEL： 092-716-7116  FAX： 092- 716-7143 

 E-mail: 60co@congre.co.jp 

 

11．学会ホームページ  

 http://www.congre.co.jp/60co 

 

12．開催意義と目的 

本会は視能訓練士の職能団体として 1971 年に発足し、会員の資質向上に向けた学術・教育事

業を中心に活動して参りました。社会的に認められ国民医療に寄与できる団体を目指し、1988 年

には社団法人として認可を受けました。2008 年の公益法人制度改革に伴い、2011 年度に移行を

申請、公益認定委員会の答申を経て内閣総理大臣から認定を受け、2012 年度から公益社団法人

に移行しました。 

公益目的事業の計画的実施・拡充に努め運営の透明性を確保したうえで、会員の一人ひとりが

国民の眼保険衛生の維持向上と視能障害防止に寄与するよう、活動を展開しております。 



 

13．会議の日程（予定） 

11月 30日（土）  特別講演、一般演題、シンポジウム 

 ランチョンセミナー、生涯教育セミナー 

12月 1日（日） モーニングセミナー、 一般演題、 教育講演、学術奨励賞授賞式 

 認定視能訓練士セミナー、ランチョンセミナー、シンポジウム 

 

14．プログラム概要 

特別講演 「治療困難な網膜硝子体疾患の現状と未来（仮題）」  

 石橋 達朗（九州大学） 

 

教育講演 「人工知能（ＡＩ）が切り開くこれからの医療（仮題）」 

 加藤 浩晃（京都府立医大） 

 

一般演題（口演・ポスター） 

共催セミナー 

日本視能訓練士協会生涯教育セミナー 

  



 

共催セミナー募集要項 
 

１．共催セミナー概要 

共催セミナーの開催予定と共催金 

 

 【ランチョンセミナー】 

 11月 30日（土）                 2,500席（予定）            1,300,000円 

          380席（予定）          1,300,000円 

12月 1日 （日）                 2,500席（予定）            1,300,000円 

          380席（予定）          1,300,000円 

 【モーニングセミナー】 

 12月  1日（日）            2,500席（予定）            1,000,000円 

  

 

※1. 共催金に含まれるもの（基本仕様） 

    ・会場費（控室 1室を含む） 

 ・音響、照明設備使用料（学会で使用を予定している機材） 

 ・発表用機材および備品使用料（スクリーン、プロジェクター、レーザーポインター、  

 計時機器等） 

 

 ※2. 共催金に含まれないもの 

 ・参加者配布用飲食費 

（１） ランチョンセミナー 

金額 1,500円（予定）、消費税（10％）・営業経費（15%）別、お茶付 数量：各社希望数 

（２） モーニングセミナー 

金額 1,000円（予定）、消費税（10％）・営業経費（15%）別、飲物付 数量：各社希望数 

・講師用飲食費 

 ・看板費（会場前・控え室前・氏名掲示含む） 

 ・運営人件費 

 ・ビデオ、通訳機器等オプション機材費 

  （オプション機材を設置することによる席数の減少は共催者の責任の範囲内でお願いします。 

  共催費の減免はございません。） 

 ・控室における飲食費 

 ・座長および演者にかかる謝金・旅費などの諸経費 

 

２． プログラム内容 

 テーマ、演題、座長、演者についてはできるだけご提案の内容を尊重いたしますが、調整を 

 お願いする場合がございます。 

 また、視能訓練士を演者にする場合は、日本視能訓練士協会の会員であることを条件とします。 

 予めご了承ください。



 

  

３． 今後のスケジュール 

◆『共催セミナー申込書』締切 4月 19日（金） 

◆日時・会場の調整 5月 

◆日時・会場の決定及び通知 5月末 

◆座長および演者・演題調整 6月 

 講演依頼は各社で行ってください。 

◆共催セミナー内容最終決定 7月末 

◆飲食・オプション機材・通訳者申込み受付 9月末 

◆同上 締切 10月末 

 

４． お申込方法と注意事項 

 ◆別添「共催セミナー申込書」に必要事項をご記入のうえ、 

      2019年 4月 19日（金） までに FAXまたは E-mailにてお申し込みください。 

 

 ◆申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた場合以外、取消できません。 

予めご了承ください。 

 

 ◆日程･会場割り当て等の詳細は 2019年 5月末日頃を予定しております。 

       

 

 

５． 共催費のお支払い 

申込締切後に請求書をお送りいたしますので、期日までに指定の口座へお振込みください。 

 

＜指定口座＞ 

銀行名 福岡銀行 県庁内支店 

口座番号 普通 1201651 

口座名義 第 60回日本視能矯正学会 会長 瀬戸寛子 

  （ダイロクジユウカイニホンシノウキヨウセイガツカイ カイチョウ セトヒロコ） 

 

６． お問合せ 
【お申込・お問合せ先】 

第 60回日本視能矯正学会 運営事務局   

株式会社コングレ九州支社 内 

〒810-0001 福岡市中央区天神 1-9-17 

TEL： 092-716-7116  FAX： 092- 716-7143 

E-mail: 60co@congre.co.jp



 

機器展示・書籍展示 募集要項 
 

1. 展示募集要項 

■募集小間数： 20小間(予定) 

■会場(予定) ： 福岡国際会議場  

■日程： 2019年 11月 30日（土）～12月 1日（日） 

■出展料（税込）： 機器展示 

        ＜一般＞     １小間につき ￥99,000.－ 

 ＜賛助会員＞ １小間無料（2小間目より１小間につき￥99,000.－） 

           

           

  

※賛助会員のご出展について（重要） 

賛助会員の企業様は、展示費用は 1小間分が無料となっております。 

視能訓練士協会賛助会員規定にもある通り、場所代は無料となりますが、基礎小間設置費用

を申し受けたく存じます。 

 

１小間あたり基礎小間設置費用： \55,000(税込) 

 

特別装飾をされるなど、事務局にて基礎小間を設置しない場合は 

この基礎小間設置費用は必要ございません。 

 

 

【例１】 

１小間を基礎でお申し込みの場合 

   場 所 代 ： 無料 

基礎小間設置費用： \55,000(税込) 

   合 計 ： \55,000(税込) 

 

【例２】 

２小間を基礎でお申し込みの場合 

   場 所 代 ： \99,000(税込)【1小間目は無料＋2小間目は\99,000】 

基礎小間設置費用： \55,000(税込)【1小間目は\55,000＋2小間目は場所代に込み】 

   合 計 ： \154,000(税込) 

 

ご不明な点がございましたら、運営事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ■展示基礎小間図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■電力について： 

コンセント設置ご希望の場合は、別途お申込みが必要です。（有料） 

 200Ｖ（三相・単相）をご使用の場合は、別途仮設となりますのでご了承ください。 

 

■オプション関係： 

展示会場についての詳細、コンセント等オプション備品は『出展者へのご案内』にて改めてお知

らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

※スペース渡しを希望の場合は、必要小間数 

 をお申し込み下さい。 

 （小間数単位での受付のみといたします） 

※仕様は変更になる可能性があります。 

 

 

■基礎小間■ 

・W1,800×D900×H2,100 

・社名板：壁面に取り付けます。 

※展示台（W1,800×D600×H900）は申告用紙にてお申し込みにより 1 小間 1

台ご用意いたします。 

※電気工事は別途お申込み下さい。 

 

蛍 光 灯 ４ ０ Ｗ 　 １ 灯

壁 面 　 紙 張 仕 上

展 示 台 （ 白 布 巻 ）

社 名 板W 9 0 0 × H 2 0 0

 

2100 

1800 

単位：mm 



 

２．出展申込み方法 

■申込み方法： 

申込書（添付）に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは E-mailにてお申込み下さい。 

 

■申込み締切： 2019年 8月 30日（金）  

※小間数に限りがございますので、締切前でもお申込みをお受けできないことがあります。 

 

■申込みの保留および取り消し： 

申込締切後の取消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。 

また、出展内容が本展示会の趣旨にそぐわないと判断された場合、主催者はその受付を保留・ 

拒否する場合があります。 

 

３．小間の割り当て 

出展申込締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数等の考慮の上、出展者へ通知いたします。

出展者説明会は行いません。 

 

４．出展物について 

■出展物の管理： 

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窃盗・紛失・火災・損傷等

不可抗力による出展物の損害に対して、補填等の責任は一切負いませんのでご了承ください。 

 

■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いたします。  

ただし、主催者の認めたものは限定的に許可する場合があります。 

 

■薬事法未承認品の展示：運営事務局までお問い合わせください。 

 

５．搬入・搬出 

搬入： 2019年 11月 29日（金） 午後 (予定) 

搬出： 2019年 12月  1日（日） 夕方 (予定) 

◆小間割（レイアウト）、搬入・搬出スケジュール等詳細は、『出展者へのご案内』にて後日改めて 

ご案内いたします。 

 

 

６．出展料のお振込み 
申込締切後に出展料（小間代）の請求書をお送りいたしますので、期日までに指定の口座へ

お振込みください。 なお、会期中ご使用されました備品・電源仮設料金・電気使用料等につ

きましては、会期終了後にご請求いたします。 

 

銀行名 福岡銀行 県庁内支店 

口座番号 普通 1201651 

口座名義 第 60回日本視能矯正学会 会長 瀬戸寛子 

  （ダイロクジユウカイニホンシノウキヨウセイガツカイ カイチョウ セトヒロコ） 

 



 

６．お申込み・お問合せ 

   第 60回日本視能矯正学会 運営事務局   

株式会社コングレ九州支社 内 

〒810-0001 福岡市中央区天神 1-9-17 

TEL： 092-716-7116  FAX： 092- 716-7143 

E-mail: 60co@congre.co.jp 

 

 



 

プログラム・抄録集 広告募集要項 

 

■掲 載 費 用： 表 2（カラー） \77,000 × 1枠=  \77,000  

 表 3（カラー） \77,000 × 1枠=  \77,000 

表 3対向（カラー）      \66,000×  1枠=  \66,000 

 表 4 （カラー） \110,000 × 1枠= \110,000 

 後付 1頁（モノクロ） \55,000 × 7枠=  \385,000 

 後付 1/2頁（モノクロ） \33,000 ×10枠= \330,000 

   収入合計 \1,045,000 

 

■制作費内訳： 2, 000部 1,380,000円（予定） 

 

■ 抄録集の大きさ： B5版 

 

■ 発 行 部 数： 2, 000部（予定） 

 

■ 予定掲載枠： 21枠 

 （表 2・3・4 表 3対向／各 1枠、後付 1頁モノクロ 7枠、後付 1/2頁モノクロ 10枠） 

 ※お申込み多数の場合、掲載ページは事務局で検討の上、決定いたします。 

 

■ 申込み締切： 2019年 7月 31日（水） 

 

 お支払方法： 申込締切後に請求書をお送りいたしますので、期日までに指定の口座 

 へお振込みください。 

  ＜指定口座＞ 

  銀行名 福岡銀行 県庁内支店 

口座番号 普通 1201651 

口座名義 第 60回日本視能矯正学会 会長 瀬戸寛子 

  （ダイロクジユウカイニホンシノウキヨウセイガツカイ カイチョウ セトヒロコ） 

  

 

■ 入 稿 方 法： データ（CDR等・必ず出力見本を添付ください）でご用意ください。 

 原稿を 2019年 7月 31日（水）までに下記運営事務局へご送付ください。 

 

■ 原稿送付先：  第 60回日本視能矯正学会 運営事務局   

株式会社コングレ九州支社 内 

〒810-0001 福岡市中央区天神 1-9-17 

TEL： 092-716-7116  FAX： 092- 716-7143 

E-mail: 60co@congre.co.jp 

 

■ お申込・お問合せ 同上 

 



 

 

ホームページバナー広告募集要項 

 

■掲 載 費 用： 1枠 55,000円 

 

■媒体制作費用： 439,560円（予定） 

 

■ 広告料総額： 110,000円 

 

■ 予定掲載枠： 2枠 

  

■ データサイズについて： 

使用サイズ：幅 180×高 80 ピクセル 

保存形式：PNG 又は JPEG 

 

■ 申込み締切： 2019年 7月 31日（水） 

 

■ データ送付締切： 2019年 7月 31日（水） 

 

 

 お支払方法： 申込締切後に請求書をお送りいたしますので、期日までに指定の口座 

 へお振込みください。 

  ＜指定口座＞ 

  銀行名 福岡銀行 県庁内支店 

口座番号 普通 1201651 

口座名義 第 60回日本視能矯正学会 会長 瀬戸寛子 

  （ダイロクジユウカイニホンシノウキヨウセイガツカイ カイチョウ セトヒロコ） 

  

 

■ データ送付先：  第 60回日本視能矯正学会 運営事務局   

株式会社コングレ九州支社 内 

〒810-0001 福岡市中央区天神 1-9-17 

TEL： 092-716-7116  FAX： 092- 716-7143 

E-mail: 60co@congre.co.jp 

 

■ お申込・お問合せ 同上 

 

 

 



 

 

 

 

寄付金募集要項 

 

1．募金の名称 第 60回日本視能矯正学会 

 

2．募金目標額 1,500,000円 

 

3．募集期間 2019年 1月 1日から 2019年 11月 29日まで 

 

4．寄付金の使途 第 60回日本視能矯正学会 準備および運営経費に充当 

 

5．募金責任者 第 60回日本視能矯正学会 

  学会長 瀬戸 寛子 

6. 寄付金の取扱  
日本視能矯正学会は、公益社団法人日本視能訓練士協会の事業のひとつ
です。公益社団法人等に対する寄付は寄付金控除などにより税額控除の
適応を受けることができます。 

            

7．寄付金の申込み 

  同封の寄付申込書を下記まで FAXまたは E-mailにてお申込みください。 

第 60回日本視能矯正学会 運営事務局 

〒810-0001福岡市中央区天神 1-9-17 

株式会社コングレ内 

Fax: 092-716-7143 

E-mail: 60co@congre.co.jp 
     
 

8．寄付金払い込み方法  

下記口座にお振込みください. 

＜指定口座＞ 

銀行名 福岡銀行 県庁内支店 

口座番号 普通 1201651 

口座名義 第 60回日本視能矯正学会 会長 瀬戸寛子 

  （ダイロクジユウカイニホンシノウキヨウセイガツカイ カイチョウ セトヒロコ） 

 

 

9．お申込み・問合せ先 

第 60回日本視能矯正学会 運営事務局 

〒810-0001福岡市中央区天神 1-9-17 

株式会社コングレ内 

Fax: 092-716-7143 

E-mail: 60co@congre.co.jp 


