
第14回日本ロボット外科学会学術集会

スポンサーシップ 募集要項

■会 期 ： 2022年2月26日（土）・27日（日）

■会 場 ： 城山ホテル鹿児島

■会 長 ： 小林 裕明 （鹿児島大学医学部産科婦人科 教授）
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― ご挨拶 ―

第14回日本ロボット外科学会学術集会
会長 小林 裕明

鹿児島大学医学部産科婦人科 教授

謹啓 秋冷の候、貴社ますますご活躍のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別なる御高配を賜
り厚く御礼申し上げます。

この度、第14回日本ロボット外科学会学術集会を2022年2月26日（土）～27日（日）に鹿児島市の城山
ホテル鹿児島において開催させていただくことになりました。このような機会を与えて頂き、大変光栄に
存じます。

近年のロボット手術の普及・発展を鑑み、今回は初めて2日間会期で開催します。新型コロナ感染は未
だ先の見通せない状況ではありますが、本学術集会はロボット手術の動画や静止画を含んだ講演とそ
の後の活発な質疑応答が特徴ですので、少なくともハイブリッドを含めた現地開催を予定し、準備を進
めております。

国内最初の体腔内手術支援ロボットであるdaVinciシステムが薬事承認されてから早や10年以上が経
過し、本邦は米国に次ぐ世界第2位の保有国となりました。泌尿器科を皮切りに多くの診療科で種々の
術式が保険収載され、今後も新たな診療科や術式に保険が適用されていく見込みです。近年では
daVinciシステム以外の新たな手術支援ロボットが続々と開発され、一部はすでに薬事承認されています
。よって今後の10年は新たなロボット機器も含めて増加する保険適用術式を背景に爆発的なロボット手
術の展開が見込まれます。そこで本学術集会のテーマを“ロボットがもたらしたもの（achievement）、

もたらすもの（next innovation）”としました。いままでの10年を振り返り、それをもとに今後の10年に向け
た新展開を構築するための活発な意見交換の場にできればと考えております。

領域横断シンポジウムでは、「各科プロクター制度の現状と術者認定制度の要否に関して」、「各科ロ
ボット支援骨盤リンパ節郭清～類似点と相違点～」、「新規ロボットシステムの現状と未来」を予定してい
ます。また領域別シンポジウムでは「ロボットがもたらしたもの、もたらすもの」に関するディスカッションを
お願いする予定です。先の見通せない新型コロナ感染を受けて、今回は断腸の思いで海外からの招聘
演者による講演は見送ることにいたしましたので、ご理解ご了承のほどお願いいたします。加えて、一般
口演、ポスター演題、理事長講演、会長講演、シンポジウム、スポンサードなどは例年通り行います。

ぜひとも多くの方に現地にお越しいただき、Face to Faceの意見交換、診療科を超えた親交を深めて
いただければ嬉しい限りです。

この学術集会を有意義なものとするにあたり、企業・メーカー様からのご協力とご支援は必須です。本
学術集会の運営につきましては質素を旨とし、出席者からの参加費などで行われるべく努力を重ねてい
く所存ではございますが、十分な予算とはならないのが実情です。諸事多端の折、誠に恐縮ではござい
ますが、趣意と意義にご理解とご賛同を頂き、何卒お力添えを賜りますよう心からお願い申し上げます。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心より祈念申し上げます。
謹白

2021年10月吉日
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開催概要

１．会議の名称

２．会 長

３．会 期

４．会 場

５．テ ー マ

６．参加者数

７．会議の目的

８．予定プログラム

９．収支予算書

10．問合せ先

第14回日本ロボット外科学会学術集会

第14回日本ロボット外科学会学術集会

小林 裕明
（鹿児島大学医学部産科婦人科 教授）

2022年2月26日（土）・27日（日）

城山ホテル鹿児島
（〒890-8586 鹿児島県鹿児島市新照院町41番1号）

ロボットがもたらしたもの、もたらすもの
Achievement & Next Innovation of Robotic Surgery

500名（予定）

一般社団法人日本ロボット外科学会は、ロボット外科学に関し会員の研
究発表、知識の交換並びに会員相互間及び関連学協会との研究連絡、
提携の場となり、ロボット外科学の進歩普及に貢献し、もって学術文化の
発展に寄与する事を目的とすると共に、その目的を達成するため、年1回
の学術集会を開催しています。

理事長講演、会長講演、シンポジウム（一部スポンサード）、
一般演題（口演・ポスター）、ランチョンセミナー、イブニングセミナー、
企業展示など

次項参照

＜主催事務局＞
鹿児島大学医学部産科婦人科
〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
TEL: 099-275-5423 FAX: 099-265-0507

＜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 福岡天神フコク生命ビル11F
TEL: 092-716-7116 FAX: 092-716-7143
E-mail: j-robo14@congre.co.jp
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共催セミナー・シンポジウム募集要項

１．募集企画

第14回日本ロボット外科学会学術集会

■共催セミナーおよびシンポジウムの種類、募集枠数と共催費は下表のとおりです。

※上記内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※枠数に限りがありますので、時間・会場についてご希望に添えない場合がございます。

■会場（予定）

■共催費に含まれるもの（基本仕様）

・会場費（控室含む）

・基本機材費（スクリーン、プロジェクター、レーザーポインター等）

・PCオペレーター1名

■共催費に含まれないもの

・座長および演者にかかる諸経費（交通費・宿泊費・謝金等）

・参加者用飲食代 ※スポンサードシンポジウム、イブニングセミナーは除く

・基本仕様以外の追加機材費

・運営人件費（アナウンス、進行係、照明関係等）

・控室ケータリング

・会場前看板、控室前看板

・チラシ印刷費

日程 セミナー 会場 共催費（税込 ※） 枠数

2/26（土）
2/27（日）

ランチョンセミナーA（27日） 第1会場 2,750,000円 1

ランチョンセミナーB（27日） 第2,3会場 1,650,000円 2 

イブニングセミナー（26日） 第2,3会場 1,650,000円 2

スポンサードシンポジウムA（27日）
「各科プロクター制度の現状と

術者認定制度の要否に関して」
第1会場 2,750,000円 1

スポンサードシンポジウムB（27日）
「各科ロボット支援骨盤リンパ節郭清

～類似点と相違点～」
第2会場 1,650,000円 1

会場 施設 席数

第1会場 エメラルド 950席

第2会場 クリスタルガーデンA 350席

第3会場 クリスタルガーデンB 350席
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共催セミナー・シンポジウム募集要項

２．日時、会場等の割り当て

P.3 に現在の開催予定日を示していますが今後の変更もあり得ます。

割り当てにつきましては申し込み締め切り後、講演内容等を考慮のうえ事務局にて

決定させていただきますので、ご一任願います。

３．座長・演者の決定

ランチョン・イブニングセミナーに関しては、貴社のご希望を伺い会長とご相談の上

ご決定いただきます。なお、決定前のご内諾取得はお控えください。

スポンサードシンポジウムに関しては、P.3 のタイトルで座長・演者も内定済みです。

必要に応じ運営事務局までお問合せください。

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会場

宛にお送りください。送付先の詳細は後日お送りいたします「共催マニュアル」(2021年12月

下旬ご案内予定)にてお知らせいたします。

なお、サイズはA4として配布部数・カラーは自由とします。

原稿は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。

５．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」、及び日本医

療機器連合会の「医療機器業界における医療機関等と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」に従って、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。

６．申込方法

「P.9 申し込み要領」をご参照ください。

７．お申込みの取り消しについて

申込書のご提出後は原則としてお申込みを取り消すことはできません。

＊申込書の提出後は、主催事務局が不可抗力と認めた事項以外取消はできませんので、

ご了承ください。

第14回日本ロボット外科学会学術集会
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展示募集要項

１．展示募集要項

■出展料

基礎小間、スペース小間 ： 330,000円／1小間（税込）

書籍展示 ： 11,000円／机1本（税込）

■会 場（予定） ： 城山ホテル鹿児島 4F エメラルド（第1会場）ロビー

■展示期間（予定） ： 2022年2月26日（土） 13：00～18：00

27日（日） 9：00～16：00

■搬入・搬出（予定） ： 搬入 2022年2月26日（土） 9：00～
搬出 2022年2月27日（日） 17:00～

２．小間サイズ等

（１）基礎小間

（２）スペース小間（予定）

1小間のスペース： 2㎡（幅 2,000ｍｍ×奥行 1,000ｍｍ）

（３）書籍展示

幅 1,800 ｍｍ×奥行 900ｍｍの長机

※ 社名板はご用意いたしません。

※ 電気使用、コンセント手配等の詳細につきましては、お申込み後にご案内させていただきます。

３．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｡

第14回日本ロボット外科学会学術集会

※仕様は変更になる可能性がございます。

バックパネル

腰布

700

9001800  

2100
平机(白布付)

（W1800×D900×H700）

蛍光灯

○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

○照明
蛍光灯（FL40W）×１灯

【基礎仕様に含まれるもの】
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展示募集要項

４．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｡

５．出展取消・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｡

また、出展者は原則として出展を取り消すことはできません｡

６．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」（2021年12月下旬にご案内予定）にてお申し込み
いただけます｡

７．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｡

８．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｡

９．搬入・搬出

詳細につきましては、「出展マニュアル」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。

10.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。

11.申込方法

「P.9 申し込み要領」をご参照ください。

第14回日本ロボット外科学会学術集会
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広告募集要項

１．広告掲載料と募集枠

■プログラム・抄録集広告

＜プログラム・抄録集について＞

・A4版

・発行予定部数 1,500部（会員へ事前送付および、販売）

・予定制作費 2,220,000円（1,480円×1,500部）

・広告料総額 2,090,000円

・2022年1月下旬 発行予定

■ホームページバナー広告

第14回日本ロボット外科学会学術集会

広告内容 カラー／モノクロ 料金（税込） 募集数

表4 カラー 330,000円 1

表3 モノクロ 220,000円 1

表2 モノクロ 220,000円 1

後付1ページ モノクロ 110,000円 12

①募集媒体： 第14回日本ロボット外科学会学術集会 ホームページ

http://www.congre.co.jp/j-robo14/

②掲載期間： 申込後掲載～2022年2月末（予定）

③掲載料： 220,000円（税込）

④募集数： 2社

⑤掲載箇所： トップページ内下部またはサイドバーに配置

⑥サイズ： 天地60ピクセル×左右200ピクセル

画像形式：「gif」及び「アニメーションgif」/ Jpeg

容量：1MB以内、FLASH

後付1ページのお申し込みを募集しております。
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広告募集要項

２．広告原稿

■プログラム・抄録集広告

原稿はデータにてご入稿ください。

※注意事項

・ 必ず、プリントアウト見本を添付してください。

・ メール添付もしくはメディア(CD-R）にてご提供ください。

・ Illustratorの場合は、アウトラインデータもご用意ください。

・ 上記アプリケーション以外でしたら、PDFをご支給ください。

・ メディアでのご入稿の場合、原稿(メディア)は、プログラム・抄録集献本時にご返却

いたします。

■ホームページバナー広告

原稿はデータにてご入稿ください。

・データサイズは前ページをご参照ください。

・データ送付時に、リンク先URLをあわせてお知らせください。

３．申込方法

「P.9 申し込み要領」をご参照ください。

第14回日本ロボット外科学会学術集会
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申し込み要領

■お申込先・広告原稿送付先・お問合せ先

別紙、申込書にご記入のうえ、下記運営事務局（株式会社コングレ）まで、FAXまたはE-mail
にてお申し込みください。

申し込み締め切り後、各社宛に請求書をお送りいたします。

第14回日本ロボット外科学会学術集会 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 福岡天神フコク生命ビル11F

TEL. 092-716-7116 FAX. 092-716-7143

Email. j-robo14@congre.co.jp

■申込締切日一覧

■各お支払いについて

申込締切後1ヶ月以内に、請求書の発行をさせて頂きますので、下記指定口座にご入金頂き
ますようお願いいたします。

＜振込先情報＞

銀行名： 鹿児島銀行

支店名： 宇宿支店

口座番号： 普通 3053612

口座名： 第14回日本ロボット外科学会学術集会 会長 小林裕明

（ﾀﾞｲ14ｶｲﾆﾎﾝﾛﾎﾞﾂﾄｹﾞｶｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ ｶｲﾁﾖｳ ｺﾊﾞﾔｼﾋﾛｱｷ）

第14回日本ロボット外科学会学術集会

内容 申込締切日 広告原稿締切日

共催セミナー・シンポジウム 2021年11月12日（金） ―

企業・書籍展示 2021年11月12日（金） ―

プログラム・抄録集広告
2021年11月12日（金）

→2022年1月14日（金）
2021年11月15日（月）

→2022年1月14日（金）

ホームページバナー広告 2022年 1月14日（金） 2022年 1月14日（金）
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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・シンポジウムについて下記のとおり申し込みます*****

1.申込セミナー お申込みの箇所にチェック � をしてください。

□ ランチョンセミナーA

□ ランチョンセミナーB

□ イブニングセミナー

□ スポンサードシンポジウムA

□ スポンサードシンポジウムB

申込締切： 2021年11月12日（金）

第14回日本ロボット外科学会学術集会
共催セミナー・シンポジウム申込書

年 月 日

2.ランチョン・イブニングセミナー内容ついて
※未定でも結構ですので、ご検討中の先生をご記入ください。
※ご希望の記入にとどめて、内諾取得はお控えくださいますようお願いいたします。

テーマ：

座長名： （所属 ）

座長名： （所属 ）

演者名： （所属 ）

演者名： （所属 ）

演者名： （所属 ）

演者名： （所属 ）

FAX : 092-716-7143
Email: j-robo14@congre.co.jp
第14回日本ロボット外科学会学術集会
運営事務局 宛
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第14回日本ロボット外科学会学術集会
企業・書籍展示申込書

年 月 日

■申込内容 基礎小間 ・ スペース小間 ・ 書籍展示
（※いずれかに○をお付けください）

■申込小間数 小間 書籍の場合： 本

■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）

申込締切： 2021年11月12日（金）

貴社名：

ご住所：〒

ご担当部署：

ご担当者名：

T E L ： （ ） － FAX： （ ） －

E-mail ： @

FAX : 092-716-7143
Email: j-robo14@congre.co.jp
第14回日本ロボット外科学会学術集会
運営事務局 宛
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第14回日本ロボット外科学会学術集会
広告掲載申込書

年 月 日

申込締切：
プログラム・抄録集 2021年11月12日（金）

2022年 1月14日（金）
ホームページバナー 2022年 1月14日（金）

貴社名：

ご住所：〒

ご担当部署：

ご担当者名：

T E L ： （ ） － FAX： （ ） －

E-mail ： @

１．掲載ご希望頁 ご希望の項目に○をご記入ください。

２．備考

チェック欄 種別 内容

プログラム
・抄録集

表4（カラー）

表3（モノクロ）

表2（モノクロ）

後付1ページ（モノクロ） ※

ホームページバナー

FAX : 092-716-7143
Email: j-robo14@congre.co.jp
第14回日本ロボット外科学会学術集会
運営事務局 宛

※ 後付1ページのお申し込みを募集しております。


