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2015年 1月吉日 

日本尿路結石症学会第 26 回学術集会 開催にあたって 

 

謹啓 

貴社ますます御盛栄のこととお慶び申しあげます。 

さて、この度、第 26 回日本尿路結石症学会学術集会を 2016 年 7 月 20 日（水）に、幕張メッ

セ国際会議場にて開催させていただくこととなり、鋭意準備をすすめております。 

日本尿路結石症学会は日本尿路結石症研究会（Japanese Symposium on Urolithiasis 

Research）として平成 2 年（1990 年）2 月 1 日に設立されました。その後、平成 13 年（2001

年）8 月 30 日に日本尿路結石症学会（Japanese Society on Urolithiasis Research）に改名され、

現在に至っております。発足当初は尿路結石の成因や予防などが主要なテーマとなっておりまし

たが、その後、体外衝撃波結石破砕術の開発や内視鏡の細径化、軟性尿管鏡の性能の向上、レー

ザー砕石装置の開発など砕石結石治療のめざましい進歩により、治療学についても熱心に討議さ

れるようになってきました。尿路結石症は古くは紀元前 4500 年のミイラより膀胱結石が発見さ

れ、古来より人類とともにある疾患ですが、最近ではメタボリック症候群の一環として位置づけ

られ、地球温暖化もあいまって、この 20 年ますます増加している疾患です。2005 年の全国疫

学調査では、生涯罹患率は男性 15.1％、女性 6.8％で男性の 7 人に 1 人、女性の 15 人に 1 人は、

一生に一度はこの疾患に罹患することとなります。2015 年にまた全国疫学調査が本学会を主体

に行われますが、さらに増加していることが伺われます。しかし、いまだに結石の再発予防、溶

解療法は十分な状態ではありません。2015 年の疫学調査の結果など、最新の研究成果や低侵襲

治療を討議することは、この領域の発展にとって大変意義のあるものであり、またこの領域の発

展は、多くの患者のためになるものと確信しております。 今回第 26 回尿路結石症学会学術集

会を開催させていただく機会を頂戴し、これまでの 4 半世紀にわたる伝統を継承しつつ、さら

に次の 25 年にむけて、新たな一歩を踏み出して尿路結石症の基礎的ならびに臨床的研究の発展

に貢献したいと考えております。そのためにも、未来につながる基礎的研究や先端技術を駆使し

た治療法の開発と普及、ならびにこれらの発展に欠かせない原動力である若手研究者・医師の育

成を目的として、各種企画をふんだんに盛り込んでいくつもりであります。参加者は国内から約

200 名を予定しており、活発な質疑応答がされるものと期待しております。 

本学会を開催するにあたり、その運営はできるだけ簡素、質素を旨とし、かかる経費は参加者か

らの会費を主とする所存でありますが、それでもなお必要経費をまかなえる状況にはありません。 

本学会の内容を充実させ、参加者にとって新しい情報収集の場とするためには、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。 

つきましては、第 26 回尿路結石症学会学術集会の趣旨にご賛同いただき、なにとぞ格段のご配

慮を賜りたくお願い申しあげます。 

 末筆ながら貴社のご繁栄を心より祈念いたします。 

謹白 

 

 

 

 

 

日本尿路結石症学会第 26 回学術集会 

    会長 納谷 幸男 

帝京大学ちば総合医療センター泌尿器科学 
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開 催 概 要 
 

1. 会議の名称 

日本尿路結石症学会第 26回学術集会 

 

2. 会議の目的と開催意義 

日本尿路結石症学会は、年に 1 回学術集会を開催し、最新の研究成果や最先端の低侵襲治

療について討議することにより、この領域の発展に貢献してきました。近年の内視鏡のさ

らなる細径化や、軟性鏡がさらに柔らかくなり、複雑な各腎杯に到達しやすくなったこと

により、結石治療はめざましい進歩を遂げています。しかし、その成因の解明や予防など

取り組むべき課題はまだまだ山積しております。今回、第 26回日本尿路結石症学会学術集

会を開催することになりましたが、日本のみならず世界における尿路結石症の基礎的なら

びに臨床的研究の発展に貢献したいと考えています。また、本学術集会の開催は、未来に

つながる基礎的研究や先端技術を駆使した治療法の開発と普及、ならびにこれらの発展に

欠かせない原動力である若手研究者・医師の育成を図っていくという点においても意義の

あるものとなっています。 

 

3. 主催機関等の名称 

会長：納谷 幸男 

帝京大学ちば総合医療センター泌尿器科学 

 

4. 会期・会場 

平成 28（2016）年 7月 20日（水） 

幕張メッセ 国際会議場  

〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 2-1 TEL：043-296-0529（代表） 

  

5. 開催計画の概要 

開会の辞、総会、特別講演、シンポジウム、一般演題（口演）、ランチョンセミナー、 

スポンサードシンポジウム、閉会式 他 

 

6. 参加予定数 

約 200名（有料参加者 150名） 

 

7. 問合せ先 

＜運営事務局＞ 

株式会社コングレ内  

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 6階 

TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 E-mail: jsur2016@congre.co.jp 
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収 支 計 画 

 

収入の部                                （単位：円） 

 

 

支出の部 

 

  

金　　額 備　　考

1 参加費（事前） @15,000 × 100名 1,500,000 21回　144名

参加費（通常） @15,000 × 10名 150,000

参加費（当日） @20,000 × 10名 200,000

懇親会費 @5,000 × 40名 200,000

2 広告料 表2 @108,000 × 1社 108,000

広告料 表3 @108,000 × 1社 108,000

広告料 表4 @162,000 × 1社 162,000

広告料 後付1頁 @86,400 × 3社 259,200

広告料 後付1/2頁 @54,000 × 5社 270,000

3 抄録販売 @2,000 × 5冊 10,000

4 ランチョンセミナー @1,080,000 × 1社 1,080,000

5 スポンサードシンポジウム @864,000 × 1社 864,000

6 寄付金 1式 1,000,000

機器展示収入は第13回国際尿路結石症学会へ計上

¥5,911,200合　　計

項　　　　　目 数　　　　　　量

金　　額 備               考

＜事前準備費＞ 2,216,004

1 事前準備人件費 724,680

2 演題処理費 57,024

3 印刷・制作物製作費 1,320,000

4 郵送・発送業務費 114,300

＜当日運営費＞ 3,114,166

1 会場費 553,080

2 持込機材費 453,400

3 看板・装飾費 348,678

4 運営人件費 270,000

5 その他・備品等 19,008

6 飲食関係費 880,000

7 招聘費・宿泊費 590,000

＜事後処理費＞ 4,543

　  

5,334,713

576,487

¥5,911,200 　

小　　　計

予 備 費

合　　　　計

項　　　　　目
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共催セミナー 募集要項 

 

1. 開催日時・会場 

平成 28（2016）年 7月 20日（水） 

幕張メッセ 国際会議場  

〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 2-1 TEL：043-296-0529（代表） 

 

2. 開催形式 

日本尿路結石症学会第 26回学術集会との共催 

 

3. 共催費用 

※消費税 8％ 請求書発行時の消費税率によって変動する可能性もございます。 

※席数は変更になる可能性があります。 

 

 複数企業での共同共催も可能です。 

 プログラムの状況により、開催時間・開催会場数・セミナー・講演数については 

 変更する場合があります。 

 共催費用に含まれるもの (予定) 

基本的な講演機材費（ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１台、ｽｸﾘｰﾝ１面、座長・演者表示灯１式、

座長・演者用モニター、計時回線１式、ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ１本、卓上ﾗｲﾄ 3 台、演者用

PC（Windows）、映写台）、控室会場費 

 共催費用に含まれないもの (予定) 

座長・講師謝礼、講師弁当代、講師宿泊費 

参加者用弁当代（ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：約 1,800 円/個を予定） 

運営人員、会場前看板費、チラシ印刷費 等   

 

4. 案内状チラシ 

当日、会場内の受付付近にデスクを設置しますので、配布を希望される場合は事前に運

営事務局までお送りください。なお、サイズは A4 として配布部数・カラーは自由とし

ます。原稿ができあがりましたら、主催事務局にて確認いたしますので、印刷する前に

メールまたは FAX にて＜運営事務局＞までお送りください。 

 

  

セッション 共催費（税込） 席数 開催数 

ランチョンセミナー 1,080,000円 250席 1セッション 
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5. 会場内の看板等 

吊看板・垂れ幕につきましては、設定時間を設けていないため使用できませんのでご了

承ください。 

 

6. お申込・お支払い期限 

申込期限 2015年 12月 18日（金） 

支払期限 2016年 1月 15日（金）予定 

※お申込みを頂いてから、＜運営事務局＞より請求書を発行いたします。 

 

   <払込口座> 

 千葉信用金庫  姉崎支店 店番 010 

 普通 7543124 

 

 口座名義 日本尿路結石症学会第 26回学術集会 代表 納谷幸男 

 

7. その他 

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」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」に従い、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。 

 

ご不明の点は、下記運営事務局にお問い合わせください。 

以上 

＜運営事務局＞ 

株式会社コングレ内  

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1弘済会館ビル 6階 

TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 E-mail: jsur2016@congre.co.jp 

  

ﾆﾎﾝﾆｮｳﾛｹｯｾｷｼｮｳｶﾞｯｶｲﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾛｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾅﾔ ﾕｷｵ 
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スポンサードシンポジウム 募集要項 

 

1. 開催日時・会場 

平成 28（2016）年 7月 20日（水） 

幕張メッセ 国際会議場  

〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 2-1 TEL：043-296-0529（代表） 

 

2. 開催形式 

日本尿路結石症学会第 26回学術集会との共催 

 

3. 共催費用 

※消費税 8％ 請求書発行時の消費税率によって変動する可能性もございます。 

※席数は変更になる可能性があります。 

 

 複数企業での共同共催も可能です。 

 プログラムの状況により、開催時間・開催会場数・セミナー・講演数については 

 変更する場合があります。 

 共催費用に含まれるもの (予定) 

基本的な講演機材費（ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１台、ｽｸﾘｰﾝ１面、座長・演者表示灯１式、

座長・演者用モニター、計時回線１式、ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ１本、卓上ﾗｲﾄ 3 台、演者用

PC（Windows）、映写台）、控室会場費 

 共催費用に含まれないもの (予定) 

座長・講師謝礼、講師弁当代、講師宿泊費 

運営人員、会場前看板費、チラシ印刷費 等   

 

4. 案内状チラシ 

当日、会場内の受付付近にデスクを設置しますので、配布を希望される場合は事前に運

営事務局までお送りください。なお、サイズは A4 として配布部数・カラーは自由とし

ます。原稿ができあがりましたら、主催事務局にて確認いたしますので、印刷する前に

メールまたは FAX にて＜運営事務局＞までお送りください。 

 

  

セッション 共催費（税込） 席数 開催数 

スポンサードシンポジウム 864,000円 250席 1 セッション 
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5. 会場内の看板等 

吊看板・垂れ幕につきましては、設定時間を設けていないため使用できませんのでご了

承ください。 

 

6. お申込・お支払い期限 

申込期限 2016年 1月 21日（木） 

支払期限 2016年 2月 29日（月）予定 

※お申込みを頂いてから、＜運営事務局＞より請求書を発行いたします。 

 

   <払込口座> 

 千葉信用金庫  姉崎支店 店番 010 

 普通 7543124 

 

 口座名義 日本尿路結石症学会第 26回学術集会 代表 納谷幸男 

 

7. その他 

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」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」に従い、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。 

 

ご不明の点は、下記運営事務局にお問い合わせください。 

以上 

＜運営事務局＞ 

株式会社コングレ内  

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1弘済会館ビル 6階 

TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 E-mail: jsur2016@congre.co.jp 

  

ﾆﾎﾝﾆｮｳﾛｹｯｾｷｼｮｳｶﾞｯｶｲﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾛｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾅﾔ ﾕｷｵ 
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募金 募集要項 

 

1. 募金の名称 

日本尿路結石症学会第 26回学術集会 

 

2. 募金の目標額 

￥1,000,000 （総経費：¥5,911,200） 

 

3. 募金の対象先 

医学・薬学関係企業 他 

 

4. 募金期間 

平成 27年 1月 5日(月)から平成 28年 7月 15日（金）までの間 

 

5. 募金の用途 

日本尿路結石症学会第 26回学術集会の準備および運営の費用 

 

6. 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、同封の申込用紙にご記入の上、 

下記事務局宛にＦＡＸをお送りください。 

 

   <募金払込口座> 

 千葉信用金庫  姉崎支店 店番 010 

 普通 7543124 

 

 口座名義 日本尿路結石症学会第 26回学術集会 代表 納谷幸男 

 

 

<申込書送付先> 

株式会社コングレ内  

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1弘済会館ビル 6階 

TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 E-mail: jsur2016@congre.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ﾆﾎﾝﾆｮｳﾛｹｯｾｷｼｮｳｶﾞｯｶｲﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾛｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾅﾔ ﾕｷｵ 

mailto:jsur2016@congre.co.jp
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機器展示会 出展要項 

1. 募集小間数 

約 27小間（予定） 

第13回国際尿路結石症学会および日本尿路結石症学会第26回学術集会両方への展示会のご

出展となります。 

 

2. 出展料 

基礎小間   1小間（W1800㎜×D900㎜ ）につき 216,000円(税込) 

スペース小間 1小間               172,800円（税込） 

※消費税 8％ 請求書発行時の消費税率によって変動する可能性もございます。 

※スペース渡しは、4 小間以上よりお申込みいただけます。 

 

3. 申込方法 

所定の申込書に必要事項をご記入の上､お申し込みください｡ 

 

4. 申込書送付先 

第 13回国際尿路結石症学会 運営事務局 

株式会社コングレ内  

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1弘済会館ビル 6階 

TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 E-mail: isu2016@congre.co.jp 

展示は第 13回国際尿路結石症学会と合同開催のため、申込みは第 13回国際尿路結石症

学会のスポンサーシップ要綱をご確認いただき、運営事務局宛にお送りください。 

 

5. 申込締切 

2016年 3月 31日（木） 

※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らせていただくこともあ

りますので､ご了承ください｡ 

 

6. 出展料のお支払い 

申し込み内容について主催者による承認の後､請求書を送付いたします｡また、請求書の

発送をもちまして申込確認とさせていただきます。 

 

7. 取消・保留 

出展内容が本展示会の趣旨に合わない場合､主催者はその申込を受付けかねることが

あります｡ 

 

8. 基礎小間規格（右図参照） 

医薬品・医療機器展示 

間口 1,800ｍｍ  奥行 900ｍｍ  高さ 2,100ｍｍ 

基礎小間に含まれるもの 

バックパネル：W1,800ｍｍ×H2,100ｍｍ 

mailto:isu2016@congre.co.jp
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社名板：W900ｍｍ×H200ｍｍ     

展示台：W1,800ｍｍ×D900ｍｍ×H700ｍｍ   

照 明：蛍光灯 40W×1 

 

9. 電源 

コンセント 100v 単相､200v 単相､三相の使用等をご希望の場合の費用は出展者の負担と

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｡ 

※電源の使用につきましては「出展マニュアル」（2016 年 3 月下旬にご案内予定）

にてお申し込みいただけます｡ 

 

10. 申込小間数 

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、スペース小間は、4 小間以上よりお申込みいただけます。 

 

11. 小間位置 

申込締切後の調整となります。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､主催者が決定いたします｡出展

者はこの決定に対する申し立てはできません｡ 

※出展者が主催者の許可なく小間の全部あるいは一部の譲渡や交換を行うことはでき

ません｡ 

 

12. 出展の取消 

出展者は原則として出展を取り消すことはできません｡ 

  

13. 変更・中止 

主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により､本展示会の開催期間および開催時

間の変更､または開催の中止等を行う場合もあります｡中止の場合は出展料は返金いた

しますが､出展者側でそれまでに要した費用は各社の負担となります｡ 

 

14. 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、損傷については、主催者は

補償を含めた一切の責任を負いかねますので､各社にて保険に加入する等の措置を取っ

てください｡また、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｡ 

 

15. 搬入・搬出 

詳細につきましては、「出展マニュアル」（2016年 3月下旬にご案内予定）にてお知らせ

いたします｡その際にオプション申し込みも承ります。 

 

16. 未承認医療用具の展示 

未承認医療用具等を出展する場合は、厚生労働省に必要書類を提出してください。その際に、

添付する主催者からの出展要請書は、開催 3週間前までに必要事項を予めご記入の上、 

展示会事務局にご提出いただければ、内容確認ののち主催印を捺印し、ご返送いたします。 
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抄録集広告 募集要項 

1. 抄録集概要 

 抄録集 

発 行 部 数 約 700部 

サ イ ズ A4版（予定） 

予定発行日 2016年 6月 6日 

2.  広告スペース毎の料金・募集数 

広告スペース 料金（税込） 募集数 収入（税込） 

表 4（裏表紙 1頁・ﾓﾉｸﾛ） 162,000 円 １枠 162,000円 

表 2（表紙内側 1頁・ﾓﾉｸﾛ） 108,000 円 １枠 108,000円 

表 3（裏表紙内側 1頁･ﾓﾉｸﾛ） 108,000 円 １枠 108,000円 

後付 1頁･ﾓﾉｸﾛ 86,400 円 3枠 259,200円 

後付 1/2頁･ﾓﾉｸﾛ 54,000 円 5枠 270,000円 

※消費税 8％ 請求書発行時の消費税率によって変動する可能性もございます。 

 

3. 作成諸費用明細（媒体作成費・広告収入・依頼社数） 

媒体作成費 991,000 円（税込） 

広 告 収 入 907,200 円（税込） 

依 頼 社 数 30 社 

 

4.  申込締切  2016 年 3月 4日（金） 

 

5.  申込書送付先 

日本尿路結石症学会第 26回学術集会 運営事務局 

株式会社コングレ内  

〒102-8481 東京都千代田区麹町 5-1弘済会館ビル 6階 

TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 E-mail: jsur2016@congre.co.jp 

 

6. 広告版下 

版下データを 2016 年 3月 22日（火）までに、運営事務局までお送りください。 

 

7. 支払方法 

広告掲載枠決定後に広告掲載費の請求書を発行いたしますので、1ヶ月以内に 

下記口座にお振り込みください。 

<振込先口座> 

 千葉信用金庫  姉崎支店 店番 010 

 普通 7543124 

 

 口座名義 日本尿路結石症学会第 26回学術集会 代表 納谷幸男 

ﾆﾎﾝﾆｮｳﾛｹｯｾｷｼｮｳｶﾞｯｶｲﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾛｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ﾀﾞｲﾋｮｳ ﾅﾔ ﾕｷｵ 

mailto:jarm2015@congre.co.jp

