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ご 挨 拶 

 

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申しあげます。 

 平素は本学会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度、第 48回日本骨折治療学会学術集会を 2022年 6月 24日（金）・25日（土）の 2日

間、横浜市のパシフィコ横浜（会議センター・展示ホール A）におきまして開催させていた

だくこととなりました。横浜市で本学術集会が開催されるのは、2011 年第 37 回の佐々木孝

先生の開催以来になります。この歴史ある学術集会を担当させていただくことは、このうえ

ない光栄であり、日本骨折治療学会の重責と使命を深く感じています。本学術集会が実り多

きものとなり、日本の骨折治療の更なる発展につながるよう学術集会を準備してきました。 

 

今回の学術集会では、700 近い演題数が集まり、厳正な査読を行いました。査読にご協力い

ただいた会員のみなさまには心から御礼申し上げます。この査読結果からシンポジウム 8題、

パネル 8 題の演者を決定しました。そのため、シンポジスト、パネリストの年齢や経験年数

には相当の差がありますが、ぜひ活発なご討論をよろしくお願いいたします。また今までに

なかった企画として、日本整形外科勤務医会との共催セミナー、社会保険等委員会からの報

告、日本脆弱性骨折ネットワークからの活動報告が加わっています。詳細はこのポケットプ

ログラムをご覧になっていただけたらと思います。 

 

 今回のテーマを『利休道歌』にある、「規矩作法  守り尽くして破るとも、離るるとても本

を忘るな」としました。たくさんのアプローチが可能となっても、骨折治療の基本は、“骨折

した患者さんを骨折する前の状態になるべく早く戻す”ことです。働く世代にとっても高齢

者でも、早期の機能回復はとても重要です。 

 

 本学術集会が骨折治療の 守、破、離、そして基本を明らかにして、骨折治療を通じて広く

社会の人々の健康のために貢献できるように誠心誠意努力してまいる所存です。 

  

 学術集会開催前 1ヵ月の現在、東京のコロナ感染者数も減少してきています。現時点では、

感染対策を十分にとって、従来のように現地開催を行う予定にしております。最新の詳細に

つきましては、あらためて本学術集会ホームページにて、ご案内させていただきます。 

 末筆ながら貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。 

謹 白 
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Ⅰ 開催概要 

 

1. 会議の名称  第 48 回日本骨折治療学会学術集会 

   The 48th Annual Meeting of the Japanese Society for Fracture Repair 

 

2. 代表者  会長 池上 博泰 

所属：東邦大学医学部整形外科学講座 教授    

勤務先：東邦大学医療センター大橋病院 整形外科 

 

3. 開催期間および開催場所 

 

 会  期  2022 年 6月 24日（金）～25 日（土） 2 日間 

 

 会  場  パシフィコ横浜 

   〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

 

4．予定参加人数  約 2,000名 

 

5．事務局連絡先 

第 48 回日本骨折治療学会学術集会 事務局 

東邦大学医学部整形外科学講座 

〒153-8515 東京都目黒区大橋 2-22-36 

 

【学会運営についてのお問い合わせ】 

第 48 回日本骨折治療学会学術集会 運営事務局 

株式会社コングレ内 

〒103-8276 東京都中央区日本橋 3-10-5 

オンワードパークビルディング 

E-mail：jsfr2022@congre.co.jp 
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Ⅱ 幕間広告募集要項 

 

■広告媒体名： 第 48 回日本骨折治療学会学術集会 

幕間（セッションとセッションの空き時間）広告 

 

■掲載場所： 第 48 回日本骨折治療学会学術集会 

第 2～7 会場メインスクリーンにローテーションで投影 

※掲載順、タイミングは、主催者にご一任ください。 

※特定のプログラムの前に投影をご希望の場合、運営事務局までお知らせください。 

 

■広告期間: 2022 年 6月 24 日（金）～6月 25日（土） 

 

■閲覧対象者： 第 48 回日本骨折治療学会学術集会参加者 

 

■広告費：            ※消費税 10％を計上しております。 

種類 広告費（税込） 募集数 

動画（1 分以内） 110,000 円 10 

 

■広告ファイル形式 

サイズ： 16：9 推奨 

動画： 動画ファイル（MP4ファイル）、1分以内 

 

■広告データ： 2022 年 6月 17 日（金）正午までにメールにて運営事務局までお送りください。 

 

■お申込み締切： 2022年 6 月 17日（金）正午 
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Ⅲ 申込み要領 

 

1. 申込み方法・申込み先 

別紙申込み書に必要事項を記入のうえ、メール又は FAX で運営事務局へお申し込みください。 

  

 【お問い合わせ先】 

 第 48 回日本骨折治療学会学術集会 運営事務局 

 株式会社コングレ内 

  〒103-8276 東京都中央区日本橋 3-10-5 

  オンワードパークビルディング 

 Tel：03-3510-3701 Fax：03-3510-3702 

  E-mail：jsfr2022@congre.co.jp 

 

2. 申込み締切: 2022 年 6月 17 日（金）正午 

※データの締切も同様です。 

 

3. ご請求について 

 申込み締切後、請求書を発行させていただきます。 

請求書到着後に下記の口座にお振込みください。 

 なお、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

 

  

銀 行 名         三菱 UFJ銀行 

 

    支 店 名        三軒茶屋支店（店番 700） 

 

    口座番号         0300189 

 

    口座名義        第 48 回日本骨折治療学会 会長 池上 博泰 

 

 

 



 

第 48 回日本骨折治療学会学術集会 運営事務局 行 

お申込み： E-mail: jsfr2022@congre.co.jp 

              Fax: 03-3510-3702        
 

【申込期限】2022 年 6 月 17 日（金） 

        ※データの締切も同様です。 

 

受 付 日：  

受付番号：  

 

第 48回日本骨折治療学会学術集会 
幕間広告 申込書 

 
 

 

＜申込者＞ 

申込日：       年     月     日 

 

貴社名 

 

ご担当者名 

ふりがな 

氏名： 部署名： 

連絡先 

電話番号：    FAX：          

E-mail：                         @ 

携帯電話： 

〒

住所： 

 
   

＜その他＞ 

ご要望、ご連絡事項などがございましたら、こちらにご記入ください。 

 

第 48 回日本骨折治療学会学術集会 運営事務局 E-mail：jsfr2022@congre.co.jp 


