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             （ライフ・プランニング・クリニック 
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平成27年4月吉日 
 

 
 

ご挨拶 
 

拝啓 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。平素より格別のご高配を
賜りまして、厚く御礼申し上げます。 
 
 この度、日本総合健診医学会第44回大会、および国際健診学会(IHEPA)第26回大会を、
2016年（平成28年）1月29日（金）・30日（土）、京王プラザホテル（東京都新宿区）にて同時開催
いたします。 

  

 日本総合健診医学会は、昭和48年に第１回大会が東京で開催されて以来、予防医学の学術
団体として発展してきております。今回の大会テーマは、「受診者と共に創る 真のQOL」といたしま

した。帰するところ、総合健診の目的は、病気の発生予防をめざす「一次予防」、病気の早期発見
と早期治療をめざす「二次予防」、そして、病気であったとしても、その悪化を防ぎ、社会生活を全う
できることをめざす「三次予防」であります。この三つの予防の何れの状況においても、自分に合っ
た「真のQOL」を、受診者と医療者が共に創りあげていく、そういった総合健診のあり方を考えていき
たいと思います。医療者が個々の受診者に対し、最適な健診計画を立て、生活習慣に関する情報
提供を行い、生活の質を最大限に引き上げることが重要だと考えます。さらに、健診未受診者や将
来の受診者となる若年層を視野に入れた地域健康推進の取り組みも課題と考えております。 

 

 私は消化器内視鏡の専門医の立場から、疾病を早期に発見することの重要性を痛感してきまし 

た。そして、疾病に罹患すること自体を防ぐことが尚且つ重要と考えております。その為には総合健
診の受診を検証し、評価する必要があります。その上で、健康とそれを支える環境を、受診者が主
体となり医療者と共に創るといった、現代社会に調和した総合健診のあり方を提案したいと考え、副
題を「方法としての総合健診」としました。 

 

 本大会では次の論点で総合健診を考えていきます。即ち、①精度管理されたデータを用いた「総
合健診のエビデンス」を如何に考えていくか、②仕事と生活の調和を目指す「ワーク・ライフ・バラン
ス」の観点を如何に捉えていくか、➂市民が主人公となる総合健診を如何に構築するか、以上の 

3点としました。特別講演、教育講演、シンポジウム、ワークショップ、共催セミナーには、斯界の第
一人者の先生をお招きし、双方向性の参加型学会を志向し、会員皆様の学びの場を創出いたしま
す。 

  
 誠に勝手なお願いではございますが、本大会の趣旨に御賛同賜り、是非ともお力添えをいただき
たく、お願い申し上げる次第でございます。 
  
 つきましては、貴社のご意向についてそれぞれの締切までに、別紙にてご回答をいただければ幸
甚に存じます。 
 
 末筆になりましたが、貴社の益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。 

 
敬具 

各 位 
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日本総合健診医学会第44回大会 

聖路加国際大学 聖路加国際病院附属クリニック 予防医療センター長
 大会長 増田 勝紀 
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ご挨拶 

 

Theme From health evaluation to health promotion. 

大会テーマ：健康評価から健康増進へ 

 

 健診の目的は、健康評価を通じて個々の受診者が健康な生涯を送れるように支援することです。そ

の目的達成のためにどのような健診が優れているか問われています。 

 

 先進国では、平均寿命の延長が健康寿命の延び方より大きいため、平均寿命が長い国ほど両者の

差が長くなることが課題になっています。高齢化社会の問題は、高齢者が増えること自体ではなく、介

護が必要な期間が長くなることにあります。アルツハイマー病であっても、若い頃からの心血管系疾患

危険因子が関連しており、それらの改善が予防に有効な可能性を示す知見が増えています。高血圧

では治療が必要な患者の半分しか治療を受けておらず、全員が治療を受けると治療費は2倍になりま

すが、高齢者の心不全と脳卒中が減り、全体では医療費の相当な節減になることが示されています。

健康寿命が長くなれば受診者は幸せですし、国は医療費を節減できます。無駄な医療は避けなけれ

ばなりませんが、医療費抑制にのみ目を向けるのではなく、積極的な予防を展開すべきです。 

 

 健診を通じて健康増進ができれば、平均寿命と健康寿命の差は縮小できることが期待できます。ど

のような健診がそのために優れているのかを明らかにすることは、世界共通の課題でIHEPAでも討議さ

れます。健診先進国である日本がリーダーとなり、優れた健診に関するエビデンス構築をすることが期

待されており、そのための支援をお願い申し上げます。 
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国際健診学会(IHEPA)第26回大会 

 ライフ・プランニング・クリニック（聖路加国際病院サテライトクリニック） 所長 

大会長 久代 登志男              

 



1. 大会名称  日本総合健診医学会第44回大会 

         同時開催：国際健診学会(IHEPA)第26回大会 

 

2. 開催日時  2016年1月29日(金)・1月30日(土) （2日間） 

        1月29日(金) 9：00～18：30 （予定） 

        1月30日(土) 9：00～16：30 （予定） 

   ※プログラムの構成上変更する場合がございます。   

 

3. 開催場所 京王プラザホテル新宿 
  〒160-8330 東京都新宿区西新宿2-2-1 
  TEL 03-3344-0111 
     
4. 主       催     
 （主 催）  一般社団法人 日本総合健診医学会 
   〒150-0047 東京都渋谷区神山町4-19 滝澤ビル101号室 
   理事長 福武 勝幸（東京医科大学 臨床検査医学科 主任教授） 
 

        The International Health Evaluation and Promotion 
        The Board office address: 960 East Third Street, Suite 100, Chattanooga,  
        TN 37403, USA.   
         Executive vice president: Ronald Blankenbaker, M.D. 
                        （Associate Dean, Emeritus, Erlanger Health System） 
 
 （大会長）  日本総合健診医学会第44回大会 
       大会長 増田 勝紀 
         （聖路加国際大学 聖路加国際病院附属クリニック 予防医療センター長） 
 
         国際健診学会(IHEPA)第26回大会 

         大会長 久代 登志男 
         （ライフ・プランニング・クリニック 
           （聖路加国際病院サテライトクリニック）所長） 
 
 （大会顧問） 日野原 重明（聖路加国際病院 名誉院長） 

 
5. 参加予定者数  約1,200名 

 

6. 大会事務局  日本総合健診医学会第44回大会 
        〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー5階 
   聖路加国際大学 聖路加国際病院附属クリニック 予防医療センター 
         HP: http://www.congre.co.jp/kenshin44/ 
 
        国際健診学会(IHEPA)第26回大会 

        〒108-0073 東京都港区三田3-12-12 笹川ホール 
        ライフ・プランニング・クリニック（聖路加国際病院サテライトクリニック） 
  

開催概要 

日本総合健診医学会第44回大会 
国際健診学会（IHEPA）第26回大会 
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7. 運営事務局  日本総合健診医学会第44回大会 
        国際健診学会(IHEPA)第26回大会 

        〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 
    株式会社コングレ内 
    担当：塩田・鈴木 
    TEL: 03-5216-5318 FAX: 03-5216-5552 
    E-mail: kenshin44-kigyo@congre.co.jp 
 
8.プログラム概要（予定） 
            日本総合健診医学会第44回大会 

        1/29（金） 特別講演・教育講演・シンポジウム・パネルディスカッション 
               一般演題・ランチョンセミナー 
       1/30（土） 特別講演・教育講演・シンポジウム・パネルディスカッション 
               一般演題・ランチョンセミナー・市民公開講座 
 
        国際健診学会(IHEPA)第26回大会 

        1/29（金） Symposium・Session 
        1/30（土） Symposium・Session 

日本総合健診医学会第44回大会 
国際健診学会（IHEPA）第26回大会 
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収支計画 
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収入の部

1. 参加登録費

　当日登録 12,000,000 @10,000 × 1,200 名 = 12,000,000

2. 懇親会費 @5,000 × 120 名 = 600,000

3. 広告掲載費

　①表４ 300,000 @300,000 × 1 社 = 300,000

　②表２ 200,000 @200,000 × 1 社 = 200,000

　③表３ 150,000 @150,000 × 1 社 = 150,000

　④後付１頁 800,000 @80,000 × 10 社 = 800,000

4. 展示会出展料

　①基礎小間 11,250,000 @250,000 × 45 小間 = 11,250,000

　②書籍展示 100,000 @10,000 × 10 テーブル = 100,000

5. 共催セミナー開催費 @1,000,000 × 2 企画 = 2,000,000

@800,000 × 8 企画 = 6,400,000

6. 学会助成金  総合健診医学会

7. 国際学会助成金 1,200,000

8. 寄付金 3,000,000

合　　計 ¥42,000,000

12,000,000

600,000

1,450,000

11,350,000

8,400,000

4,000,000

（単位：円）

収入項目 金　額 収入内訳

支出の部 （単位：円）

Ⅰ事前準備関係

1 学術演題処理費 2,500,000

2 印刷・製作物関係費 1,600,000

3 ホームページ関係費 700,000

4 通信･運搬関係費 300,000

5 各種委員会関係費 1,700,000

Ⅱ当日運営関係

1 会場関係費 16,000,000

2 映像機材関係費 6,500,000

3 看板装飾関係費 1,500,000

4 企業展示関係費 4,000,000

5 運営人件関係費 1,800,000

6 備品関係費 180,000

7 飲食関係費 2,500,000

8 招待・接遇関係費 600,000

9 国際学会関係費 1,500,000 会場・付帯設備費、同通：未定

10 事後処理関係費 20,000

予備費 600,000

¥42,000,000合　計

備　考金　額項　目

日本総合健診医学会第44回大会 
国際健診学会（IHEPA）第26回大会 
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寄付金募集要項 

１．寄付金の名称   日本総合健診医学会第44回大会 

              国際健診学会(IHEPA)第26回大会 

 

2. 寄付金目標額   3,000,000円 （総経費：41,400,000円） 

  

3. 寄付金対象先    医療関連業界、関連病院、同窓会他 

  

4. 募集期間       2015年2月21日（土）～2016年1月29日（金） 

  

5. 寄付金の用途   2016年1月29日（金）～1月30日（土）の2日間、京王プラザホテル新宿において 
              開催される日本総合健診医学会第44回大会の開催、 

              並びに関連事業の準備、及び運営を行うための費用と致します。 

  

6.  寄付金の払込方法   

              日本総合健診医学会第44回大会の開催趣旨に同意頂ける場合は、 

              別紙の「寄付金申請書」にご記入頂き、下記【寄付金申込先】までFAXの上、 

                               下記【払込先】にお振込下さい。 

 

  （1）【寄付金申込先】  FAX：03-5216-5552 

 日本総合健診医学会第44回大会／国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 

    株式会社コングレ内  

 担当：塩田・鈴木 

   

  （2）【払込先】 

    銀 行 名： 三菱東京UFJ銀行 

    支 店 名： 築地支店（店番号025） 

    口座番号： 0165567 

 

    口 座 名： 日本総合健診医学会 第44回大会 大会長 増田 勝紀 

         ※国際健診学会（IHEPA）第26回大会への寄付金の払込もこちらへお願いいたします。  

 

  （3） 【お問い合わせ先】 

    日本総合健診医学会第44回大会／国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 

    株式会社コングレ内  

 担当：塩田・鈴木 

 〒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: kenshin44-kigyo@congre.co.jp 
 

        

 

   

ﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹﾝｼﾝｲｶﾞｸｶｲ  ﾀﾞｲ44ｶｲﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ  ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 

日本総合健診医学会第44回大会 
国際健診学会（IHEPA）第26回大会 
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共催セミナー概要（予定） 

ランク  席数  共催金（税別） 枠数 

第１会場  Aランク  約700席     ¥1,000,000 2枠 

第2会場  Bランク  約250席            ¥800,000 2枠 

第3会場  Bランク  約200席            ¥800,000 2枠 

第4会場  Bランク  約150席            ¥800,000 2枠 

第5会場  Bランク  約100席            ¥800,000 2枠 

■募集セミナー 
 

   ランチョンセミナー 

 

■募集予定数 

 
   １0企画 

 

■会  場 

   ・ランチョンセミナー(1月29日・30日） 

※席数は機材やレイアウト等により、変更となる可能性がございます。 
（請求書発行時の消費税率にて消費税を計上してご請求させていただきます） 

（共催金には参加者用弁当代は含まれておりませんのでご了承下さい） 

 
      ※１．上記共催金に含まれる基本仕様 

       ・会場費（控室含む） 

       ・付帯設備費(イス・テーブル・演台etc.） 

       ・音響・照明設備使用料 

       ・発表用機材および備品使用料 

        （PCﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ・ｽｸﾘｰﾝ・ｼｰﾑﾚｽｽｲｯﾁｬ-・RGBﾓﾆﾀｰ・ﾘﾓｰﾄﾏｳｽ・ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ・計時回線etc.) 

※２．上記以外にかかる経費 

    ・参加者用弁当 （大会指定数） 

    ・座長および演者にかかる諸経費 

     （料飲費・交通費・謝金etc.） 

    ・会場前看板 

    ・録画、録音、通訳機器等のオプション機材、人件費 

    ・運営人件費 

     （PCオペレーター・照明・進行・ｱﾅｳﾝｽ・弁当配布等） 

    ・控室等での機材および飲食等 

    ・案内チラシ等 

日本総合健診医学会第44回大会 
国際健診学会（IHEPA）第26回大会 



・セミナー数に限りがありますので、日程・時間・会場についてご希望に添えない場合がございます。 
・テーマおよび演題等プログラム内容については、調整をお願いすることもありますので、 
  あらかじめご了承下さい。 
 

◆『参加回答書』締切  2015年6月30日（火） 
◆会場の決定及び通知  9月中旬(予定) 
◆座長および演者・演題調整  10月下旬(予定) 
◆オプション機材・通訳者・飲食申込受付  11月下旬 
◆プログラム最終決定  12月上旬 
◆オプション機材・通訳者・飲食申込締切  12月中旬 
 

 《お申し込み・お問い合わせ先》 

 

  

・別添「共催セミナー申込書」に必要事項をご記入の上、2015年6月30日（火）までに 

 FAXにてご回答下さい。 

・日程・時間・会場割り当て等の詳細が決定次第、改めてご案内いたします。 

 

・申込み締切後、8月中旬にご請求書を発送いたします。 
 ご請求後1ヶ月以内に指定口座へお振込ください。 
 （振り込み手数料は貴社にてご負担ください。） 

■注意事項 

■申込方法 

■共催金のご請求 

■今後のスケジュール（予定） 

日本総合健診医学会第44回大会／国際健診学会(IHEPA)第26回大会 
運営事務局 

〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 
株式会社コングレ内 
担当: 塩田・鈴木 
TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552 
E-mail: kenshin44-kigyo@congre.co.jp 
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1.出 展 料       1小間（1,800mm×900mm）につき  

             ￥250,000.-（税別） 

          （請求書発行時の消費税率にて消費税を計上してご請求させていただきます） 

             （社名板、蛍光灯、展示台が付きます。下記出展規程をご参照ください） 

 

2. お申込方法    別紙「機器・医薬品展示 出展申込書」に必要事項をご記入の上、 

             ファックスにてお申込みください。   

 

3. 申込書送付先  〒 102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 

         日本総合健診医学会第44回大会／国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 

                  株式会社コングレ内 

                        担当：塩田・鈴木 

             TEL: 03-5216-5318  FAX: 03-5216-5552 

             E-mail: kenshin44-kigyo@congre.co.jp  

 

4. 出展料の請求  出展申込書の記載内容について主催者による承認後、折り返しご請求書を 

             送付いたします。出展料は原則として請求書に明示した期限までにお支払いください。 

             ※振込み手数料は出展者様にてご負担願います。 

  ＜振込先＞ 

     銀 行 名： 三菱東京UFJ銀行 

      支 店 名： 築地支店（店番号025） 

      口座番号： 0165567 

 
     口 座 名： 日本総合健診医学会 第44回大会 大会長 増田 勝紀 
 
 

5. 募集予定小間数  45小間 

 

6. 申込期限     2015年9月30日(水）  

                   ※申込期限前に募集小間数に達した場合は申込を締め切ることもございますの  

              でご了承ください。 

7. 出展規程         

  (1) 小間形態（予定） 

 間口1,800mm 高さ2,100mm 
 巾900mm 高さ200mm （白ベース墨ゴシック体） 
 間口１,800mm 奥行900mm 高さ700mm（クロス付き） 
 蛍光灯40W １灯  
 
 
 
 
 
 
 
     ※各種追加オプション備品、電源につきましては 
          ご出展申込み受付後「追加オプション申込書」にて 
       お申込みいただきます。 
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  (2) 小間の配列・配置 

            ① 企業グループ・業務提携等により出展者相互より希望があった場合、当該出展者同士を 

    隣接して配置することができます。 

   ② 角小間を条件としたお申込みはできません。 

   ③ 小間の割当は、申込締切後に主催者が決定いたします。決定された小間割に対する 

      異議申立てはできませんので予めご了承ください。小間割決定後、各社へご連絡いたします。 

   ④ 出展者が主催者の許可なく、小間の全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは、 

                出展者同士において交換することはできません。 

     

  (3) 出展申込みの取消または内容変更 

   ① 申込形態の如何に拘らず、出展申込みの取消または申込み内容の変更は 

        認められませんが、やむなく出展の取消もしくは申込み内容の変更を行う場合には 

        明記した文書を主催者に提出し、承諾を得てください。 

   ② 出展を取消された場合、出展料金の返却は致しませんのでご了承ください。  

 
  (4) 搬入･搬出（予定） 
       搬入･設営：2016年1月28日（木） 午後（予定） 
       撤去･搬出：2016年1月30日（土） 学会終了後（同日撤去） 
       ※講演時間終了前の撤去は認められませんので予めご了承ください。 
 

  (5) 禁止行為 

      会場の備品、控室、スペース、壁面を勝手に使用しないでください。 

      展示会場において、本展示会の品位を下げるような行為およびVTR･ナレーション等の音量など 
      他社の迷惑になるような行為は避けてください。  
 
  (6) その他 
      ① 出展物の管理 
        出展者は、出展物の搬入・展示・実演・撤去などを通じての事故防止に努めてください。 
        主催者は、最善を尽くして会場全体の管理保全にあたりますが、盗難損傷、紛失、火災、 
        天災、不可抗力などによる出展物への損害に関する保障や責任は負いません。出展者 
                は出展物に保険をかけるなど万全を期してください。 
      ② 展示会開催の変更・中止 
        主催者は、天災、その他不可抗力の原因により会期を変更し、または開催を中止すること 
                があります。主催者は、これによって生じた損害を補償致しません。 
        出展申込みは、変更された会期等について有効とし、会期変更などを理由として出展取消 
        しをすることはできません。 
        出展者説明会は予定しておりませんので、小間割確定以降、事務局から発送の展示実施 
        要項を参照してください。 
      ③ 会期中を通じ、学会から駐車券の無料配布はございません。 
 
 8. 日程（予定） 
 出展申込締切日   2015年     9月30日（水） 
 展示実施要項・オプション備品・電源等申込書・小間割送付 2015年  11月下旬（予定） 
    オプション備品・電源等申込書提出  2015年  12月中旬（予定） 
     搬入・展示装飾   2016年    1月28日（木） 
 日本総合健診医学会第44回大会 開会  2016年    1月29日（金） 
 閉会・撤去   2016年    1月30日（土） 
 

※P.3 「基礎小間仕様図」をご参照ください。 

※書籍販売ブースに関しては、事務局までお問い合わせください。 

日本総合健診医学会第44回大会 
国際健診学会（IHEPA）第26回大会 
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書籍販売 出展要項 

1. 出 展 料      1テーブル（1,800mm×600mm）につき  

             ￥10,000.-（税別）  ※クロスは付きません 

             

2. お申込方法    別紙「出展申込書」に必要事項をご記入の上、ファックスにてお申込みください。   

 

3. 申込書送付先  〒 102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 

             株式会社コングレ内 

             日本総合健診医学会第44回大会／国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 

             担当：塩田・鈴木 

             TEL: 0３-5216-5318, FAX: 03-5216-5552 

             E-mail: kenshin44-kigyo@congre.co.jp 

 

4. 出展料の請求  出展申込書の記載内容について主催者による承認後、折り返しご請求書を送付 

             いたします。出展料は原則として請求書に明示した期限までにお支払いください。 

             ※振込み手数料は出展者様にてご負担願います。 

 
5. 申込期限     2015年9月30日(水)  

             ※申込期限前に募集数に達した場合は申込を締め切ることもございますので 

               ご了承ください。 

 

6. 出展規程 

 (1) テーブル規格 

      間口1,800mm×奥行き600mm        

           

 (2) 申込小間数と小間位置の決定 

             ①出展申込小間数は、１テーブルを単位として小間数に制限は設けません。 

         但し、申込締切後、申込数を調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。 

             ②小間の割当は、申込締切後に主催者が決定いたします。決定された小間割りに対する 

       異議申立てはできませんので予めご了承ください。小間割決定後、各社へご連絡いたします。 

             ③出展者が主催者の許可なく、テーブルの全部または一部を第三者に譲渡・貸与もしくは、 

       出展者同士において交換することはできません。 

     

 (3) 出展申込みの取消または内容変更 

   ①申込形態の如何に拘らず、出展申込みの取消または申込み内容の変更は認められ 

               ませんが、やむなく出展の取消もしくは申込み内容の変更を行う場合には、明記した 

               文書を主催者に提出し、承諾を得てください。 

   ②出展を取消された場合、出展料金の返却は致しませんのでご了承ください。  

 

 

  

日本総合健診医学会第44回大会 
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    (4) 搬入･搬出（予定） 
       搬入･設営：2016年1月28日（木） 午後（予定） 
       撤去･搬出：2016年1月30日（土） 学会終了後（同日撤去） 
       ※講演時間終了前の撤去は認められませんので予めご了承ください。 
 

 (5) 禁止行為 

       会場の備品、控室、スペース、壁面を勝手に使用しないでください。 

       会場において、本学会の品位を下げるような行為およびVTR･ナレーション等の音量など 
       他社の迷惑になるような行為は避けてください。  
 
    (6) その他 
      ① 出展物の管理 
        出展者は、出展物の搬入・展示・実演・撤去などを通じての事故防止に努めてください。 
        主催者は、最善を尽くして会場全体の管理保全にあたりますが、盗難損傷、紛失、火災、 
        天災、不可抗力などによる出展物への損害に関する保障や責任は負いません。出展者 
                は出展物に保険をかけるなど万全を期してください。 
        ロビーでの出展については、夜間の施錠ができかねますので予めご了解ください。 
      ② 開催の変更・中止 
        主催者は、天災、その他不可抗力の原因により会期を変更し、または開催を中止すること 
                があります。主催者は、これによって生じた損害を補償致しません。 
        出展申込みは、変更された会期等について有効とし、会期変更などを理由として出展取消 
                しをすることはできません。 
        説明会は予定しておりませんので、小間割確定以降、事務局から発送の展示実施要項を 
               参照してください。 
      ③ 会期中を通じ、学会から駐車券の無料配布はございません。 
 

日本総合健診医学会第44回大会 
国際健診学会（IHEPA）第26回大会 
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 1. 媒   体   名  日本総合健診医学会第44回大会 予稿号 
 

 2. 配 布 対 象  学会会員及び参加者 
 

 3.  発 行 部 数  3,200部(予定) 
 

 4. 配   布   日 事前送付および大会当日（2016年1月29日(金)・1月30日(土)） 

   ※会員へは事前送付、当日参加申し込みの方へ配布  

 
 5. 原稿サイズ  A4（モノクロ・1色） 

 

 6. 媒体作成費  1,600,000円（予定） 

 

 7.  広告料総額  1,450,000円（予定） 

 

 8. 掲   載   料   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 9.  総依頼社数  50社 

 

10.  原    稿  イラストレータデータもしくはアウトラインをかけたPDFデータを 

   運営事務局宛にお送りください。（kenshin44-kigyo@congre.co.jp） 
       原稿送付締切：2015年10月30（金）（締切期日の厳守をお願い致します。） 

  
11 申 込 方 法   別添「広告掲載申込書」に必要事項をご記入のうえお送りください。 

 
12. 申 込 締 切  2015年9月30日(水) 必着 

 
13. 広告料ご請求 

    申込締切後、ご請求書を発送いたします。 
    ご請求後1ヶ月以内に指定口座へお振り込みください。 

    （振込手数料は広告掲載企業にてご負担ください） 

＜振込先＞ 

     銀 行 名： 三菱東京UFJ銀行 

      支 店 名： 築地支店（店番号025） 

      口座番号： 0165567 

 

     口 座 名： 日本総合健診医学会 第44回大会 大会長 増田 勝紀 

広告募集要項 

表4 300,000円（税別）  1社 300,000円 

表2 200,000円（税別）  1社 200,000円 

表3 150,000円（税別）  1社 150,000円 

後付1頁 80,000円（税別） 10社 800,000円 

 （請求書発行時の消費税率にて消費税を計上してご請求させていただきます） 

ﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹﾝｼﾝｲｶﾞｸｶｲ  ﾀﾞｲ44ｶｲﾀｲｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ  ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 
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      年     月      日    

日本総合健診医学会第44回大会の開催ならびに関連事業の準備、および運営を推進するため、 

下記の通り寄付を申し込みます。 

記 

 

金                      円也 

 

                 銀 行 名： 三菱東京UFJ銀行 

                 支 店 名： 築地支店（店番号025） 

                 口座番号： 0165567 
 

                 口 座 名： 日本総合健診医学会 第44回大会 大会長 増田 勝紀 

 

支払予定日：             年              月            日 

御芳名／御団体名： 

御住所： 

連絡御担当部署名： 

TEL： 

FAX：  

Email： 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会  
寄付金申込書 

FAX返信先: 03-5216-5552（日本総合健診医学会第44回大会 運営事務局） 

締切：2016年1月29日(金) 

受付日 受付No. 請求書発行日 

事務局使用欄 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 担当：塩田、鈴木 
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 

株式会社コングレ内 
TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 

ﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹﾝｼﾝｲｶﾞｸｶｲ    ﾀﾞｲ44ｶｲﾀｲｶｲ  ﾀｲｶｲﾁﾖｳ  ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 



      
  

     
     年     月      日    

社名 

住所 
〒        - 

申込責任者 役 職 御芳名 

実務担当者 

氏 名 

部 署 

Tel 

Fax 

E-mail 

1.ご希望   （必要事項をご記入ください） 

●第１希望 （ランチョンセミナー     ランク   会場：            2016年  月   日） 

●第２希望 （ランチョンセミナー     ランク   会場：             2016年  月    日） 

2. 演題および座長・演者について（案） 

演題: 

（テーマ） 

座長： 先生 （所属：                       ） 

演者： 先生 （所属：                       ） 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会  
共催セミナー申込書 

FAX返信先: 03-5216-5552（日本総合健診医学会第44回大会 運営事務局） 

締切：2015年6月30日(火) 

受付日 受付No. 請求書発行日 

事務局使用欄 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 担当：塩田、鈴木 
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 

株式会社コングレ内 
TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 



FAX返信先: 03-5216-5552（日本総合健診医学会第44回大会 運営事務局） 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会  
機器・医薬品展示 出展申込書 

出展規程を了承し、下記の通り申し込みます。 
 
■ 展示連絡責任者                                                年     月    日 

出展社名 

部署 部 課 

出展責任者 印 役職 

所在地 〒 

TEL FAX 

E-mail 

部署 部 課 

氏名 役職 

TEL FAX 

所在地 〒 

E-mail 

出展物名 寸法：縦・横・幅（ｃｍ） 重量（kg） 個数 

■ 現地展示御担当者 

受付日 受付No. 請求書発行日 

■ 申込小間数 

■ 出展予定物 

事務局使用欄 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 担当：塩田、鈴木 
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 

株式会社コングレ内 
TEL：03-5216-5318  FAX：03-5216-5552 

■  基礎小間仕様に含まれる備品について 

備品名 要不要 

社名板 要 ・ 不要 

蛍光灯 要 ・ 不要 

展示台 要 ・ 不要 

どちらかに○を付けてください。 

締切：2015年9月30日(水) 

申込小間数    小間 



FAX返信先: 03-5216-5552（日本総合健診医学会第44回大会 運営事務局） 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会  
書籍販売 出展申込書 

出展規程を了承し、下記の通り申し込みます。 
 
■ 展示連絡責任者                                                    年    月   日 

出展社名 

部署 部 課 

出展責任者 印 役職 

所在地 〒 

TEL FAX 

E-mail 

部署 部 課 

氏名 役職 

TEL FAX 

所在地 〒 

E-mail 

 

申込テーブル数          台 

 

■ 現地展示担当者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

受付日 受付No. 請求書発行日 

■ 申込小間数 

■ 特記事項 

事務局使用欄 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 担当： 塩田、鈴木 
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 

株式会社コングレ内 
TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 

締切：2015年9月30日(水) 



●広告掲載 ※該当するものにチェックを記入してください。 

 □ 表4  300,000円（税別） 

 □ 表2  200,000円（税別） 

 □ 表3  150,000円（税別） 

 □ 後付1頁    80,000円（税別） 

  

●掲載内容 

 （予定の内容をご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

社 名 

住 所 
〒 

氏 名 

所 属 

TEL / FAX 

E-mail 

FAX TEL 

受付日 受付No. 請求書発行日 

事務局使用欄 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会 運営事務局 担当：塩田、鈴木 
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階 

株式会社コングレ内 
TEL：03-5216-5318 FAX：03-5216-5552 

日本総合健診医学会第44回大会/国際健診学会(IHEPA)第26回大会  
広告掲載申込書 

FAX返信先: 03-5216-5552（日本総合健診医学会第44回大会 運営事務局） 

締切：2015年9月30日(水) 

 年    月    日 

 


