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御挨拶

謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、2023年10月14日（土）・15日（日）に、一橋大学・一橋講堂におきまして、第
32回日本婦人科がん検診学会総会・学術集会を開催することとなり、現在、準備を進め
ているところです。
日本婦人科がん検診学会は一般社団法人であり、婦人科領域におけるがん検診にたずさ

わる者の教育と研修を目的に年1回の学術集会および学会総会を開催しております。本学
術集会は産婦人科医だけでなく、検査技師、薬剤師など多彩な職種の方が参加する予定
で、婦人科がん検診に係る諸問題について広く討議し、本邦の検診業務の発展に大きく貢
献することを目指しています。
近年、子宮頸がん検診にHPV検査が導入されようとしており、さらに、2022年度より

HPVワクチンの積極的接種勧奨が再開され、婦人科がん検診におきましては新しい時代
を迎えました。今後は、がん検診に係る諸団体ならびに関連学会とも密接な連携を取り、
婦人科がん検診のあり方を考えねばなりません。本学術集会におきましても、関連団体よ
り代表者を派遣して頂き、今後の婦人科がん検診の方向性を示せる討議を行いたいと考え
ています。そこで、本学術集会のサブタイトルを「婦人科がん検診の黎明期」とさせてい
ただきました。本学術集会におきまして、婦人科がん検診のさらなる発展を目指していく
所存です。
つきましては、この分野に関連する企業・諸団体の方々にご寄附、あるいは学会抄録集

への広告掲載や機器展示としてのご協力をお願いしたく、ここにご依頼状をお送りする次
第です。
本来ならば直接参上し、お願いすべき所ではございますが、書面を持ちましてご挨拶と

お願いを申し上げさせて頂きました。
末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念しております。

謹白
2022年6月吉日

第32回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
会長　田畑　務

（東京女子医科大学産婦人科学講座 主任教授）
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1. 名　称： 第32回 日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
  テーマ「婦人科がん検診の黎明期」

2. 会　期： 令和5年10月14日（土）・15日（日）

3. 会　場： 一橋大学一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2）

4. 主　催： 一般社団法人 日本婦人科がん検診学会

5. 会　長： 田畑　務（東京女子医科大学産婦人科学講座 主任教授）

6. 参加予定者数： 約300名（医師170名、細胞検査士130名）

7. 学会の概要（予定）： 1） 特別講演 2題
  2） 教育講演 2題
  3） シンポジウム 3題
  4） ワークショップ 1題
  5） ランチョンセミナー 2題
  6） 共催セミナー 3題
  7） 一般演題　　口演
  8） 企業展示 最大4社予定

8. 事務局： 第32回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
  〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F　株式会社クバプロ内
  Tel  03-3238-1689　Fax  03-3238-1837
  E-mail  jagcs32@kuba.jp　HP  https://www.jagcs.org/soukai32/

9. 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
（1） 日本製薬工業協会策定の「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、寄附金に
関する「会の名称」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することを同意いたし
ます。

（2） 日本医療機器産業連合会策定の「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、寄
附金に関する「会の名称」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することを同意
いたします。

開催概要

mailto:jagcs32@kuba.jp
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1. 掲載媒体： 第32回 日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会抄録集
  第32回 日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会開催案内HP

2. 発行部数： 600部

3. 配布対象： 日本婦人科がん検診学会会員および当日参加者

4. ①抄録集広告掲載料金（募集口数）：
  A4版
  1）表4（1口）：  143,000円（消費税込み）
  2）表3（1口）：  110,000円（消費税込み）
  3）表2（1口）：  110,000円（消費税込み）
  4）中頁（全面）（4口）： 55,000円（消費税込み）
  5）中頁（半面）（4口）： 33,000円（消費税込み）
 ②開催案内HPバナー広告（3口）：  44,000円（消費税込み）
  画像サイズ　縦60ピクセル×横180ピクセル以内
  画像形式　.jpg　.gif　.tiff　.bmp　.png など

 ※掲載期間：お申込みをいただき原稿提出3日後から令和5年10月15日まで

5. 申込締切日： 令和5年7月31日（月）

6. 原稿締切日： 令和5年9月11日（月）

7. 入稿形態： オフセット印刷のため、版下またはデータでご提出ください。
  また、プリントアウトした広告見本も同封してください。
  【サイズ：（全面）天地：255 mm、左右：175 mm／
  　　　　  （半面）天地：123 mm、左右：175 mm】

8. お振込先： 銀 行 名：ゆうちょ銀行
  記号番号：10140-88109891
  口座種類：通常貯金
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ )ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ

講演抄録集広告・バナー掲載募集要項
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1. 展示会場： 一橋大学一橋講堂　2階　ロビー

2. 展示料金： 165,000円（消費税込み）
  1小間：長机1台（W 1800×D 600 mm）、背面パネル板

3. 申し込み締切日： 令和5年9月1日（金）

4. 搬入・搬出： 搬入　令和5年10月13日（金）17:00頃 予定
  搬出　令和5年10月15日（日）16:00頃 予定

5．使用電力： 幹線工事費と使用料金を別途請求させていただきます。
  お申し込みの際に、使用電力等を別紙申込書にご記入ください。

6. 御請求・お支払いについて：
お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。
請求書に記載いたします支払日までに指定口座へお振込み下さい。
また、振込手数料は貴社にてご負担下さい。貴社事情により支払い
日までにお振込みできない場合は、必ずご連絡下さい。

7. お申し込み解約について：
申込書受領後の解約は原則お受けできません。ただし、申込解約を
書面にてお送りいただいたうえで、やむをえず主催者が解約を認め
た場合は、以下の解約料金をお支払いいただきます。
解約料金：解約書面をお送りいただいた日を基準として、
　　　　　令和5年6月末日までに受領
　　　　　　……請求書の50％をお支払いいただきます。
　　　　　令和5年7月1日以降
　　　　　　……請求書の全額をお支払いいただきます。

8. お振込先： 銀 行 名：ゆうちょ銀行
  記号番号：10140-88109891
  口座種類：通常貯金
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ )ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ

企業展示募集要項
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令和　　　年　　　月　　　日

□ 講演抄録集に広告掲載を申し込みます。
　　□ 表4： 143,000円（消費税込み）
　　□ 表3： 110,000円（消費税込み）
　　□ 表2： 110,000円（消費税込み）
　　□ 中頁（全面）： 55,000円（消費税込み）
　　□ 中頁（半面）： 33,000円（消費税込み）

□ 開催案内HPへのバナー広告：44,000円（消費税込み）

□ 企業展示に申し込みます。
　　□ 申込み小間数　　　　　　　小間
　　　 （1小間165,000円（消費税込み））
　　□ 使用電力詳細：容　量　　　　　　W　　コンセント　　　　　　口
　　※1 お申し込みの際に、使用電力等のご記入がない場合は、工事を行いませんので、必ずご記入ください。
　　※2 社名板はご用意致しませんので、各社はロールアップ式等のバナーをご持参ください。

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当部署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講演抄録集広告・バナー掲載・展示申込書

申込先： 第32回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F
 株式会社クバプロ内
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  jagcs32@kuba.jp
 HP  https://www.jagcs.org/soukai32/

mailto:jagcs32@kuba.jp
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1. 開催日程： 令和5年10月14日（土）・15日（日）

2. 会　場： 一橋大学 中会議室1～ 4

3. 講演形式： PCプレゼンテーション形式で最大60分。
＊） プログラムの都合により、時間帯が多少変更になる場合もあり
ますのでご承知下さい。

＊） 講演内容・司会・演者の選定については貴社と学会事務局との
合意のうえで決定させていただきます。特に司会選定は必ず事
務局にご相談ください。

4. 共催費： ランチョンセミナー 1,100,000円（消費税込み）
  共催セミナー／スポンサードシンポジウム 880,000円（消費税込み）

※ 参加費には会場使用費、映像・音響機材費及びスタッフ人件費
（PCオペレータ、照明係、進行係）を含んでいます。

※ 参加費には、参加者への昼食または軽食の費用、講演者、座
長・司会等への謝金、旅費交通費、宿泊費、講演関連資料費、
運営要員等人件費は含まれておりません。

5. 申込締切日： 令和5年6月30日（金）

6. その他： 演題、講演概要、座長、講演者、講演者ご略歴を抄録集に掲載いた
しますので、下記、締切日までにお知らせください。
・版型：A4版
・印刷方法：モノクロ1色印刷
・原稿締切日：平成5年9月11日（月）
・入稿方法：Wordにてお送り下さい。
＊）申込締切日以降、プログラムが確定後に詳細を連絡します。

ランチョンセミナー・共催セミナー・ 
スポンサードシンポジウム募集要項
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令和　　　年　　　月　　　日

□ 下記セミナー・シンポジウムの参加を申し込みます。

　　□ ランチョンセミナー 1,100,000円（消費税込み）

　　□ 共催セミナー 880,000円（消費税込み）

　　□ スポンサードシンポジウム 880,000円（消費税込み）

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当部署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ランチョンセミナー・共催セミナー・ 
スポンサードシンポジウム申込書

申込先： 第32回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F
 株式会社クバプロ内
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  jagcs32@kuba.jp
 HP  https://www.jagcs.org/soukai32/

mailto:jagcs32@kuba.jp
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1. 目標金額： 600,000円

2. 募集金額： 随意

3. 使　　途： 会場費、機材費

4. 応募締切日： 令和5年9月15日（金）

5. 御請求・お支払いについて：
  お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。請求書に記載いた

します支払日までに指定口座へお振込下さい。
  また、振込手数料は貴社にてご負担下さい。貴社事情により支払い

日までにお振込みできない場合は、必ずご連絡下さい。

6.お振込先： 銀行名：ゆうちょ銀行
  記号番号：10140-88109891
  口座種類：通常貯金
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ )ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ

総会寄附金募集要項
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総会寄附金申込書

令和　　　年　　　月　　　日

□ 第32回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会の趣旨に賛同し、下記金額を寄附金と

して申込みます。

金　　　　　　　　　　　円他

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※抄録集・ホームページへの社名記載を希望しない場合は、以下にチェック☑を入れてください。

　□社名記載を希望しない

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当部署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：　　　　　　　　　　　　　　　　　

E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申込先： 第32回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F
 株式会社クバプロ内
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  jagcs32@kuba.jp
 HP  https://www.jagcs.org/soukai32/

mailto:jagcs32@kuba.jp
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第32回日本婦人科がん検診学会総会 ･ 学術講演会 
収支予算（案）

（単位；円）

項目 予算額 内訳・備考
1. 参加費 1,880,000
　当日参加費：医師・一般 8,000円×170名＝1,360,000
　当日参加費：細胞検査士、臨床検査技師 4,000円×130名＝520,000
2. 抄録集販売費 20,000 1,000円×20冊＝20,000
3. 開催補助金 400,000
4. 広告掲載費 847,000
　　表4 143,000円×1社＝143,000
　　表3 110,000円×1社＝110,000
　　表2 110,000円×1社＝110,000
　　中頁（全面） 55,000円×4社＝220,000
　　中頁（半面） 33,000円×4社＝132,000
　　HPバナー広告 44,000円×3社＝132,000
5. 展示出展料 660,000 165,000円×4社＝660,000
6. セミナー共催費 4,840,000
　　ランチョンセミナー 1,100,000円×2社＝2,200,000
　　共催セミナー・スポンサードシンポジウム 880,000円×3社＝2,640,000
7. 寄附金 600,000

収入合計 9,247,000

収入の部

支出の部
項目 予算額 内訳・備考

Ⅰ. 会議準備関係費
　1. 大会専用HP関係 430,000
　2. ポスター及びチラシ制作関係 290,000
　3. 抄録集制作関係 960,000
　4. 参加証等印刷費 160,000
　5. 通信費 100,000
　6. 企画運営費 200,000
Ⅱ. 会議準備関係費
　1. 会場費 1,800,000
　2. 機材費 1,275,000
　3. 会議費 800,000
　4. 運営費 330,000
　5. 運営スタッフ人件費 800,000
　6. 看板費 330,000
　7. 招聘関係費 550,000
　8. 記念品講師謝金 440,000
　9. 消耗品費 110,000
　10. 予備費 122,000
　11. 業務連絡調整管理費 550,000

支出合計 9,247,000


