
第22回日本遠隔医療学会学術大会 

スポンサード募集要項 

■会 期 ： 2018（平成30）年11月9日（金）・10日(土) 
 
■会 場 ： 九州大学医学部 百年講堂・同窓会館 
 （〒812-8582 福岡市東区馬出3丁目1番1号） 
 
■大会長 ：第22回日本遠隔医療学会学術大会  
  清水 周次 
          （九州大学病院 国際医療部 教授／アジア遠隔医療開発センター センター長） 
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 
開催にあたって 

謹啓 貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。また、日頃より貴社には、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、平成30年11月9日（金）と10日（土）の2日間にわたり、福岡市の九州大学医学部百年講堂・
同窓会館におきまして、第22回日本遠隔医療学会学術大会大会長として開催させていただくこととなり、大変
喜ばしく、また光栄に存じます。今回のテーマは、「広げよう遠隔医療！ 地域へ、そして世界へ」とさせていただき
ました。 
 
 遠隔医療は人の物理的な移動を伴うことなく、情報通信技術を活用して診療や医療教育に役立てようとする
ものです。そのため、時間的かつ経済的に大きなメリットが期待され、2001年のe-Japan計画当初より国の基
本計画の大きな柱の一つとして成長してきました。専門医による放射線診断や病理診断、眼科や小児・婦人
科領域での遠隔診療支援、また脳卒中や心疾患に代表される救急医療や災害の現場など、多くの領域でその
利用が広がってきています。 
 本大会も2005年に設立され着実にその成果を上げていますが、学会会員数のみを取ってみてもまだまだ小さ
なコミュニティーと言わざるを得ません。遠隔医療をさらに多くの医療関係者に知ってもらい、広く実用的なものにし
てもらえる1つの機会になれば大変嬉しく思います。折しも、日本における遠隔「診療」への機運は今まさに高まり
つつあります。平成27年8月に続き、平成29年7月にも厚生労働省医政局長通知で遠隔診療の大きな規制
緩和が示唆され、さらに平成29年6月に発表された未来投資戦略2017では診療報酬化にも踏み込んだ記述
があります。患者プライバシーや解決すべき技術的な課題、それらに対応する機器の開発、また期待される領域
や活動を含め、様々な情報を元に遠隔診療について十分に議論できる機会を持つつもりです。 
 本大会の開催は福岡では初めてとなりますが、福岡の地は歴史的にも韓国や中国を始めとしたアジア地域との
関係が深く、2002年の日韓ワールドカップの開催を機に海外との遠隔医療が始まりました。地理的な観点で言
えば国内でのレベルをはるかに超えるメリットが期待されますし、医療レベルの違いを考えればそのニーズにも国内
の状況とは違ったものが数多く存在しています。幸運にも今回は第12回アジア遠隔医療シンポジウムとの共同開
催となり、海外からも多くの発表が期待されています。日本でこれまで蓄積された遠隔医療の実績を共有すると
共に、今後は海外との遠隔医療を推進できる契機にもなればと思います。 
  
 さて本大会の運営につきましては、できるだけ簡素でしかも内容が充実したものを旨としたいと思います。しかし
ながら、参加者からの会費だけではまかないきれないのが現状でございます。諸経費ご多難の折、誠に恐縮でご
ざいますが、本会の趣旨にご賛同いただき、貴社よりのご支援を賜りたく存じます。何卒ご高配の段、よろしくお願
い申しあげます。 
  
 本来ならば参上し、拝眉の上お願いすべきことではございますが、本書面を借りて御高配と御援助の程衷心よ
りお願い申しあげます。 
 末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念いたしております。 

 
謹白 

 
平成29年12月吉日 

第22回日本遠隔医療学会学術大会 
大会長 清水 周次 

（九州大学病院 国際医療部 教授／アジア遠隔医療開発センター センター長） 

第22回日本遠隔医療学会学術大会 



Ⅰ．開催概要 
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 

1．名     称 
 
 
2．大  会  長 
 
 
3．プログラム委員長 
 
 
4．実行委員長 
 
 
5．会     期 
 
6．会     場 
 
 
7．学会テーマ 
 
8．プログラム案 
 
 
9．参  加  者 
 
 
10．日程表(予定) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11．お申込み・お問い合わせ先： 
 
 

： 第22回日本遠隔医療学会学術大会 
   （合同開催 第12回アジア遠隔医療シンポジウム） 
 
： 清水 周次（九州大学病院 国際医療部 教授 
                     アジア遠隔医療開発センター センター長） 
      
： 中島 直樹（九州大学病院 メディカル・インフォメーションセンター 教授 
                     国際診療支援センター センター長） 
 
： 森山 大樹（九州大学病院 光学医療診療部 准教授 
                     海外交流センター 副センター長） 
 
： 2018（平成30）年11月9日（金）・11月10日（土） 
 
： 九州大学医学部百年講堂・同窓会館  
  〒812-8582 福岡市東区馬出3丁目1番1号 
 
： 広げよう遠隔医療！ 地域へ、そして世界へ 
 
： シンポジウム、分科会、ワークショップ、一般演題（A・B）、 
   ランチョンセミナー、機器展示 等 
 
： 300名（予定） 

   第22回日本遠隔医療学会学術大会 運営事務局 
   〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル11F 
   株式会社コングレ九州支社内  担当：藤本・手島・中山        
   TEL : 092-716-7116（代）   FAX : 092-716-7143 
   E-mail ： jtta2018@congre.co.jp   

2018年（平成30年）

日程 午前 午後

ランチョンセミナー

ワークショップ

分科会

一般演題（口演）

ランチョンセミナー

シンポジウム

分科会

一般演題（口演）

閉会式

11月10日（土）

11月9日（金）

シンポジウム

分科会

一般演題（口演）

開会式

シンポジウム

一般演題（口演）
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 

Ⅱ．会場のご案内（地下鉄・JR・タクシー） 

 九州大学医学部 百年講堂・同窓会館 
 〒812-8582 福岡市東区馬出３丁目１番１号 

【福岡空港からお越しの場合】 
地下鉄箱崎線「馬出九大病院前」下車 徒歩8分 
 
 
 
 
【天神からお越しの場合】 
地下鉄箱崎線「馬出九大病院前」下車 徒歩8分 
 
 
 
 
【JR博多からお越しの場合】 
地下鉄箱崎線「馬出九大病院前」下車 徒歩8分 
 
 
 
 
【博多港からお越しの場合】 
タクシーにて20分 
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 

Ⅱ．会場のご案内（バス） 

【バスご利用の場合】 
■西鉄バス 
  ・博多駅から約15分（系統番号9・10・29） 
 ・天神から約15分（行先番号1・12・13・51・52・71・77・78 等） 
  「県庁前」下車 徒歩4分、または「警察本部前・九大病院入口」下車 
  徒歩3分、「九大病院」下車 徒歩1分 
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 

Ⅲ．共催セミナー 募集要項 

1．ランチョンセミナー共催金一覧： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上記内容は、現時点（平成29年12月）での予定であり、募集枠数については、今後変更の

可能性がございます。予めご了承ください。 

※座長・演者・テーマ等、未定であってもお申し込みは可能です。 

※セッション時間は50分（予定）です。 

2．スポンサードシンポジウム共催金： 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．共催金内訳： 
   共催金に含まれるもの（基本仕様） 
     ・会場費（講師控室含む） 
    ・基本機材費、音響、照明設備使用料 
   （メインスクリーン、プロジェクター、レーザーポインター、マイク、手元ライト、座長・演者用マイク、 
    質疑応答用マイク 等） 
   ・PCオペレーター1名 
 
  共催金に含まれないもの  
    ・参加者配布用お弁当代 
   ・座長および演者にかかる諸経費（宿泊費、交通費、謝金  等） 
    ・基本仕様以外の追加機材費（ビデオ録画録音、氏名掲示、看板  等） 
   ・運営人件費（アナウンス、進行係、照明係  等） 
  ・同時通訳に係る費用（海外演者招聘の場合） 
  ・座長、演者用控え室のケータリング 

上記内容は、現時点（平成29年12月）での予定であり、募集枠数については今後、変更の 

可能性がございます。予めご了承ください。 

※テーマ・座長・演者の決定は、企業様のご意向をできるだけ反映させていただきますが、最終調整 
  については、主催との相談のうえ、決定とさせていただきます。 
※本セッションでは参加者への飲食の提供はございません。（貴社資材の配布は可能です。） 

※セッション時間は120分（予定）です。 

日程 セッション名 会場名 収容人数（予定） 共催金額（税込） 募集枠数

2018年

11月9日（金）もしくは

11月10日（土）

スポンサード

シンポジウム

第２会場

（百年講堂　中ホール1・2）

201席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
1,000,000円 3枠

日程 セッション名 会場名 収容人数(予定) 共催金額（税込）

第２会場

（百年講堂　中ホール1・2）

201席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
1,000,000円

第３会場

（百年講堂　中ホール3）

86席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
600,000円

第２会場

（百年講堂　中ホール1・2）

201席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
1,000,000円

第３会場

（百年講堂　中ホール3）

86席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
600,000円

2018年

11月9日（金）
ランチョンセミナー

2018年

11月10日（土）
ランチョンセミナー
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 

4．開催日・会場の決定： 

   お申込み後、セミナーの内容、演者の予定等を考慮して事務局にて調整させていただきます。 

   セミナーの割り当てにつきましては、先着順を優先に主催で決定いたします。ご了承ください。 

 

5．企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて： 

     製薬・医療機器関係企業の活動における医療機関との関係の透明性・信頼性向上のため、医療  

   機関および医療関係者等に対する研究費、寄付、交流等の支出に関係する情報を、製薬・医療  

     機器関係企業が自社のウェブサイトで公開されることに伴い、貴社が当学会に対して行う学会協賛 

     費用の支払いに関し、貴社ウェブサイトで公開されること（開示形式例： 第＊回＊＊学会＊＊ 

     セミナー：＊＊円）に同意いたします。 

 

6．その他、注意事項： 

   ランチョンセミナーについての詳細、基本仕様以外のオプション備品は、後日改めてご案内いたします。 

 

7．申  込  書：別紙申込書（12ページ参照） 

 

8．申 込 締 切 ：2018年5月31日（木） 
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 

Ⅳ．機器・医薬品展示 募集要項 

1．募集小間数： 20小間（予定）   

2．会    場 ： 九州大学医学部百年講堂 1F ロビー 

                        ※お申込み状況により、会場変更の可能性がございます。予めご了承ください。 

3．出 展 料  ： 基礎小間・・・・・・ ￥300,000（税込）／1小間 

 

 ◆スペース渡しを希望の場合は、必要小間数を 
  お申し込みください。 
 （小間数単位での受付のみといたします） 

【基礎仕様に含まれるもの】 
 ○バックパネル 
   （W1800×H2100） 
 ○展示台（会議机、白布付） 
   （W1800×D900×H700） 
 ○社名板 
   （W900×H200） 
   統一書体（ゴシック体）にて表記 
   白ベース、黒文字 
 ○基礎照明 
    蛍光灯（FL40W）×１灯 

●1小間（Ｗ1800×Ｄ900×Ｈ2100） 

4．オプション関係： 

 ◆基礎照明以外の電気使用には別途工事が必要です。 
             工事費は出展者の負担になります。 
 ◆展示会場についての詳細、仮設電源工事及びオプション備品などは 
                      後日改めてご案内いたします。 

 
5．電力について： 
           電力（100Ｖ）ご使用の場合、一次電気工事（ブースまでの配線）費、二次配線 
          工事（ブース内配線・コンセント設置など）費は出展者の負担になります。 
          一次電気工事費は下記のとおりです。 
          二次配線工事費につきましては、後日改めてご案内いたします。 

 
    500Wまで   ￥18,000.- 
    501W以上１KWまで  ￥23,000.- 
    １KW以上(１KW増につき加算） ￥12,000.- 
 
          ※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。 

2100

社名板
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6．小間の割り当て：出展申込締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数等を考慮の上、出展者に 

              ご通知申し上げます。出展者説明会は行いません。 

               ※最終的な判断は、主催者に一任いただきますようお願い申し上げます。 

 

7. 出展料金のお支払い： 
                         申込締切後、出展料（小間代）の請求書を発行いたします。 
                           尚、会期中ご使用されました備品・仮設電源料金・2次配線工事費等の請求は、 
                           会期終了後にご請求いたします。 
 
8．申込みの保留および取り消し： 
                          出展内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合、主催者はその受付を保留・拒否   
              する場合があります。また、出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた 
              事項以外、取り消しはできません。ご了承ください。 
 

9．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盗難・紛   

              失・火災・損傷等不可抗力による出展物の損害に対して、補償等の責任は一切 
                           負いませんのでご了承ください。 
 

10．搬入、搬出日時（予定）： 

                          搬入  2018年11月8日（木）15:00～18:00（予定） 
                          搬出  2018年11月10日（土） プログラム終了後（予定） 
 

11．その他、注意事項:展示会場についての詳細、基礎仕様以外のオプション備品などは、後日改めて 

                ご案内いたします。 

 

12．申  込  書 ：別紙申込書（13ページ参照） 

 

13．申  込  締  切：2018年7月31日（火） 
              ※小間数に限りがございますので、満小間になり次第、締め切らせていただきます。 
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Ⅴ．プログラム・抄録集広告 募集要項 

１．広告掲載料と募集枠：   

 表4(カラー）  ￥150,000.- (税込)   1社 

    表3(モノクロ） ￥100,000.- (税込)   1社 

 表3対向(モノクロ）  ￥80,000.- (税込)    1社  

       後付1頁(モノクロ）  ￥70,000.- (税込)   10社 

 後付1/2頁(モノクロ）  ￥50,000.- (税込)    4社 

 ※希望多数の場合は、事務局にて調整させていただきます。 

   後付の掲載順につきましては、事務局にご一任願います 

 

２．プログラム版型：  Ａ４版 

 

３．入 稿 原 稿：   完全版下のみ（紙焼・データ） 

                           ※メールもしくは郵送にてご提出ください。  

 

４．発 行 部 数：   700部（2018年10月初旬発行予定） 

 

５．申  込  書：  別紙申込書（14ページ参照） 

 

６．申 込 締 切：   2018年7月6日（金） 
 

７．原稿締切り：    2018年7月20日（金） 

               

８．広告データ送付先： 

 第22回日本遠隔医療学会学術大会  運営事務局  

 〒810-0001  福岡市中央区天神1-9-17-11F 

 株式会社コングレ 九州支社内  担当：藤本・手島・中山 

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

 E-mail：jtta2018@congre.co.jp 

 

 

 

 

 

mailto:jtta2018@congre.co.jp
mailto:jtta2018@congre.co.jp
mailto:jtta2018@congre.co.jp
mailto:jtta2018@congre.co.jp
mailto:jtta2018@congre.co.jp
mailto:jtta2018@congre.co.jp
mailto:jtta2018@congre.co.jp
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Ⅵ．ホームページバナー広告 募集要項 

1．掲載バナー数 ： 2社程度（申し込み多数の場合は、枠を増やす可能性があります。） 

 

2．広告媒体名 ： 第22回日本遠隔医療学会学術大会  ホームページ 

    （合同開催 第12回アジア遠隔医療シンポジウム） 

  

3．U  R  L  ： http://www.congre.co.jp/jtta2018/ 

 

4．ジ ャ ン ル  ： 医学系専門サイト  

 

5．主要コンテンツ： 開催案内、プログラム、演題登録、交通・宿泊案内 等  

 

6．広 告 掲 載 料：50,000円（税込） 

 

7．広  告  方  法 ：バナー画像のローテーション表示および指定 URL へのリンク 

 

8．広告原稿サイズ：上下50 × 左右170pixcels、10KB程度、GIF89A 方式、 

              アニメ・無限ループ可 

                        ※バナー原稿データはご提供ください。 

 

9．広 告 期 間 : データ到着～2018年11月末日まで 

 

10.入 稿 方 法： バナーデータをEメールまたは、CD-Rにて運営事務局までお送りください。 

 

11.広告申込先・広告データ送付先 ： 

     第22回日本遠隔医療学会学術大会  運営事務局  

               〒810-0001  福岡市中央区天神1-9-17-11F 

                株式会社コングレ 九州支社内  担当：藤本・手島・山西   

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

                           E-mail：jtta2018@congre.co.jp 

 

12．申  込  書：別紙申込書（15ページ参照） 

 

13．申 込 締 切 ：2018年9月28日（金） 
 

http://www.congre.co.jp/jtta2018/
http://www.congre.co.jp/jtta2018/
mailto:jtta2018@congre.co.jp
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第22回日本遠隔医療学会学術大会 

Ⅶ．申込要領 

1．申込方法、申込先、原稿送付先 ：  

              Ⅲ～Ⅵの募集要項をご確認のうえ、別紙申込書にご記入いただき、 

     第22回日本遠隔医療学会学術大会 運営事務局（㈱コングレ）まで、 

     FAX または E-mail にてお申込みください。  

              申込締切後、各社宛にご請求書をお送りいたします。 

 

              第22回日本遠隔医療学会学術大会  運営事務局  

               〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル11F 

                株式会社コングレ 九州支社内  担当：藤本・手島・山西   

                           TEL：092-716-7116（代）     FAX：092-716-7143 

                           E-mail：jtta2018@congre.co.jp 

 

 

2．申込締切日一覧（締切順）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．ご請求・振込先について： 

              申込締切後、ご請求書のを発行させていただきますので、請求書に記載されている 
      口座にお振込みください。お支払時期は、申込締切後1ヶ月以内としております。 
                           ※お振込み手数料は、貴社にてご負担ください。 

       

           〈振込先情報〉 

      振込先：銀  行 名 福岡銀行 県庁内支店（店番：213） 
            口座番号 普通  1195065  
            口座名義 第22回日本遠隔医療学会学術大会 大会長 清水 周次 
    (ﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾆｶｲﾆﾎﾝｴﾝｶｸｲﾘｮｳｶﾞｯｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲﾁｮｳ ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｼﾞ) 
 

               

スポンサード種別 申込締切日 広告原稿送付締切日

ランチョンセミナー・スポンサードシンポジウム 2018年5月31日（木） －

機器・医薬品展示 2018年7月31日（火） －

プログラム・抄録集広告 2018年7月6日（金） 2018年7月20日（金）

ホームページバナー広告 2018年9月28日（金） 随時



貴 社 名：                                            

ご 住 所 ：〒 

ご担当部署： 

ご担当者名： 

T  E  L ： （      ）       －           ／ FAX： （      ）       －       

E-mail ：                                  @                    

               *****共催セミナーを下記のとおり申し込みます***** 

1. 申込セミナー  ※申込希望欄に「第1希望」「第2希望」をご記入ください。      
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                      

 
2. プログラム内容ついて  ※ご検討中の先生および、テーマなどを下記にご記入ください。 

                         未定の場合は「未定」とご記入ください。（別紙提出でも可） 

 

   ■演題名：  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     ■演者名：                    

    （所属                                  役職                  ） 

      ■座長名：                   

    （所属                                  役職                  ）  

 

3. 備考 

第22回日本遠隔医療学会学術大会 

共催セミナー 申込書 
申込日：      年     月     日 
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第22回日本遠隔医療学会学術大会  
運営事務局 担当：藤本・手島・中山  宛 
FAX : 092-716-7143 
Email：jtta2018@congre.co.jp 

申込締切：2018年5月31日（木） 

〈事務局使用欄〉 
 
受付日：          受付番号：       

※申込書提出にあたっては、控えを保管いただきますようお願い致します。 

日程 セッション名 会場名 収容人数(予定) 共催金額（税込） 申込希望欄 希望日　※✔ください。

第２会場

（百年講堂　中ホール1・2）

201席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
1,000,000円

第３会場

（百年講堂　中ホール3）

86席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
600,000円

第２会場

（百年講堂　中ホール1・2）

201席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
1,000,000円

第３会場

（百年講堂　中ホール3）

86席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
600,000円

2018年

11月9日（金）もしくは

11月10日（土）

スポンサード

シンポジウム

第２会場

（百年講堂　中ホール1・2）

201席

（ｽｸｰﾙ・ｼｱﾀｰ形式）
1,000,000円

□ 11月9日（金）

□ 11月10日（土）

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー

2018年

11月10日（土）

2018年

11月9日（金）



第22回日本遠隔医療学会学術大会 

機器・医薬品展示 申込書 

貴社名 

住所 

〒 

ご担当者 

氏 名 

部 署 

TEL 

FAX 

E-mail 

申込日：      年     月     日 

■申込小間数       小間（出展料金合計：          円） 
 
■使用電力量（予定） 100Ｖ（   ）Ｗ ／ 200Ｖ（   ）Ｗ（単相・三相） 

 
■展示台  必要 ・ 不要    （※いずれかに○をお付けください） 

 
■展示品 （概略／予定で結構です） 

 
 

 
 
■備考 （※その他、ご希望・質問等ございましたらお書き添えください） 

※申込書提出にあたっては、控えを保管いただきますようお願い致します。 
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申込締切：2018年7月31日（火） 

〈事務局使用欄〉 
 
受付日：          受付番号：       

第22回日本遠隔医療学会学術大会  
運営事務局 担当：藤本・手島・中山  宛 
FAX : 092-716-7143 
Email：jtta2018@congre.co.jp 



第22回日本遠隔医療学会学術大会 

プログラム・抄録集広告 申込書 

貴社名 

住所 

〒 

ご担当者 

氏 名 

部 署 

TEL 

FAX 

E-mail 

申込日：      年     月     日 

■ プログラム・抄録集広告 
   ・申込みスペース（☑をご記入ください）  
 
   
 
 
 
 
 
 
■ 広告原稿   送付予定日：    月    日頃    ・    送付済み 
 
■ 原稿の種類   完全版下（ データ  ・  紙焼 ） 
 
■ 備考 （※その他、ご希望・質問等ございましたらお書き添えください） 

申込締切：2018年7月6日（金） 

※申込書提出にあたっては、控えを保管いただきますようお願い致します。 
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*****プログラム・抄録集広告を下記のとおり申し込みます***** 

〈事務局使用欄〉 
 
受付日：          受付番号：       

第22回日本遠隔医療学会学術大会  
運営事務局 担当：藤本・手島・中山  宛 
FAX : 092-716-7143 
Email：jtta2018@congre.co.jp 

申込スペース スペース 刷色 広告掲載料 募集数

□ 表4 カラー（4色） ¥150,000 1社

□ 表3 モノクロ（1色） ¥100,000 1社

□ 表3対向 モノクロ（1色） ¥80,000 1社

□ 後付1頁 モノクロ（1色） ¥70,000 10社

□ 後付1/2頁 モノクロ（1色） ¥50,000 4社



第22回日本遠隔医療学会学術大会 

ホームページバナー広告 申込書 

貴社名 

住所 

〒 

ご担当者 

氏 名 

部 署 

TEL 

FAX 

E-mail 

申込日：      年     月     日 

■ホームページバナー広告 広告料：50,000円（税込） 
 
■広告掲載期間： 20   年     月     日より掲載を希望します。 
 
■リンク先URL： http:// 
 
■広告原稿データ送付予定日 
 
          20   年     月     日予定 ※バナーデータ提出期限：掲載10日前まで 

 
■備考 （※その他、ご希望・質問等ございましたらお書き添えください） 

申込締切：2018年9月28日（金） 

※申込書提出にあたっては、控えを保管いただきますようお願い致します。 
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*****ホームページバナー広告を下記のとおり申し込みます***** 

〈事務局使用欄〉 
 
受付日：          受付番号：       

第22回日本遠隔医療学会学術大会 
運営事務局 担当：藤本・手島・中山  宛 
FAX : 092-716-7143 
Email：jtta2018@congre.co.jp 


