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第 36 回日本呼吸器外科学会学術集会  

開催にあたって 

 

      

謹啓 貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、日本呼吸器

外科学会に多大なるご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 このたび、第 36回日本呼吸器外科学会学術集会を 2019年 5月 16日（木）と 17日（金）の二日

間、大阪市中之島の大阪国際会議場で開催する運びとなりました。大阪大学呼吸器外科学講座

が本学術集会を開催させていただくのは初めてのことであり、大阪大学呼吸器外科教室にとりまし

ても、大変名誉なことと存じております。また、本学会が大阪で開催されますのも 36 回目にして初

めてのことでもあり、大阪という地域にとっても記念すべき学術集会となります。 

 近年の科学技術の進歩は著しく、情報工学、人工知能、スーパーコンピュータ、ロボット工学、ゲ

ノム科学など、すさまじい速度で発展しています。これから外科医療では理工学、情報工学での

新規技術を如何にして取り入れて応用していくかが、今まで以上に重要な命題になります。そこで

第 36 回のテーマを『技術革新時代の呼吸器外科学』とし、本学術集会が今後の医工連携の更な

る発展や新規技術開発のきっかけとなることを、期待しております。 

 それと同時に、呼吸器外科分野の基礎医学研究の議論にも力を入れたいと思います。呼吸器

外科の治療対象疾患と関連した、腫瘍学、免疫学、病理学、生理学、分子生物学などの基礎医

学分野でも多数の発表を予定しております。 

大阪市にはユニバーサル・スタジオ・ジャパン、「キタ」と「ミナミ」の繁華街もあり、海外からの旅

行者も多く賑わっています。会場である中之島は川に囲まれた水都大阪の中心です。学術集会と

ともに、大阪を満喫していただくには最高のロケーションであり、例年を超える参加者を見込んで

おります。 

本学術集会を開催するにあたり、運営はできるだけ簡素化し、費用は参加者からの参加費を主

な財源とするべく努力をする所存でございますが、本学術集会の内容を充実させ、その成果をより

大いなるものとする為には、多方面からのご協力を仰がざるお得ないのが現状です。誠に恐縮で

はございますが、学術集会開催の主旨をご理解いただき、ご支援を賜りたく、ご高配のほどよろし

くお願い申し上げます。 

なお、拠出いただきました寄附金は、各社が公表することについて了承いたします。 

末筆ながら、貴社の益々のご繁栄を祈念申し上げます。 

謹白 

 

2019年 3月吉日 
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開催概要 

1.会議の名称  

第 36回日本呼吸器外科学会学術集会 

 

2.会期 

2019年 5月 16日(木)～17 日(金) 

 

3.会場 

大阪国際会議場 

〒530-0005 大阪市北区中之島 5丁目 3－51 

TEL: 06-4803-5585 

 

4.会長 

奥村 明之進 （独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 病院長 

大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学 前教授） 

 

5.テーマ 

技術革新時代の呼吸器外科学 

  

6.会議の概要 

(1) 会議の日程（予定） 

 午前 午後 

5月 16日（木） 特別ビデオセッション/ 

シンポジウム/パネルディスカッシ

ョン/ビデオ・ワークショップ/ワー

クショップ/要望演題/一般演題 

ランチョンセミナー/学会賞受賞講演/

特別講演/シンポジウム/ビデオ・ワー

クショップ/ワークショップ/要望演題

/一般演題/専門医セミナー/ 

JACS-ESTS Joint Session 

5月 17日（金） 特別企画/シンポジウム/ビデオ・ワ

ークショップ /Prenary Session/ 

International Session/要望演題/

一般ビデオ/一般演題 

ランチョンセミナー/会長講演/シンポ

ジウム/パネルディスカッション/ワー

クショップ/要望演題/一般演題/専門

医セミナー 

 

(2) 参加予定者数         約 2,500名 

 

 (3) 主なプログラム （予定） 

会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、厳選ビデオ、一般演題、一般ビデオ、 

安全教育セミナー、学会賞受賞講演、総会、他 

  

(4) 参加対象者 

医師・コメディカル・学生、他 



 (5) 過去の開催地 

  開催年 開催地 会長（所属） 

第 35回 

第 34回 

第 33回 

第 32回 

第 31回 

第 30回 

第 29回 

第 28回 

第 27回 

2018年 

2017年 

2016年 

2015年 

2014年 

2013年 

2012年 

2011年 

2010年 

千葉 

福岡 

京都 

香川 

埼玉 

愛知 

秋田 

別府 

仙台 

吉野 一郎（千葉大学大学院医学研究院） 

岩﨑 昭憲（福岡大学医学部） 

伊達 洋至（京都大学医学部） 

横見瀬 裕保(香川大学医学部) 

金子 公一 （埼玉医科大学国際医療センター） 

藤井 義敬 （名古屋市立大学大学院医学研究科） 

小川 純一 （秋田大学大学院医学系研究科） 

川原 克信 （大分大学医学部） 

近藤  丘 （東北大学加齢医学研究所） 

 

6.運営組織 

＜会長＞         

奥村 明之進（独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 病院長 

大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学 前教授） 

 

＜事務局長＞         

新谷 康 （大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器外科学 准教授） 

 

7.事務局 

第 36回日本呼吸器外科学会学術集会 事務局 

〒565-0871 大阪府 吹田市 山田丘 2-2 (L5)  

 大阪大学大学院医学系研究科  呼吸器外科学 

  

第 36回日本呼吸器外科学会学術集会 運営事務局 

〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-19-3 PIAS TOWER 11F 

 株式会社コンベンションリンケージ内 

 担当：清松 未央、栗山 智絵 

 TEL：06-6377-2188 / FAX：06-6377-2075  

    E-mail：jacs36@c-linkage.co.jp 

            URL：http://www.c-linkage.co.jp/jacs36/ 



 

ポケットプログラム広告 募集要項 

 

1．広告媒体名 ポケットプログラム抄録集 

 

2．配布対象  学会参加者 

 

3．版型  B6版縦 

 

4．発行部数  2,500部（予定） 

 

5．媒体作成費（予定額）      1,700,000円 

 

6．広告料総額（予定額）   1,242,000円 

 

7．掲載依頼社数   11社（予定） 

 

8．広告掲載料 

 種類 金額（消費税込） 募集予定数 

1 表 2  1頁(カラー) 162,000円 1口 

2 表 3  1頁(モノクロ) 162,000円 1口 

3 表 4  1頁(カラー)    324,000円 1口 

4 後付  1頁(モノクロ)  108,000円 3口 

5 後付  1/2頁(モノクロ)  54,000円 5口 

 

9.広告原稿 

データかポジフィルム、または完全版下（写真は実画像データかポジフィルム、または紙焼き）でご提出くだ

さい。配送に際しては十分な保護処置をとられ運営事務局まで宅配または郵便でご送付ください。尚、使

用後の広告原稿は印刷後、返却いたします。 

 

10.申込締切 2019年 3月 29日（金） 

 

11.ページ割付 

希望ページに多数のご応募があった場合には、先着順とさせていただきます。 

ページ割付は主催者にご一任願います。 

 

12．情報公開に関して 

ご協賛いただきました広告掲載料につきまして、各社が公表することについて了承いたします。 



13．広告申込、版下送付先 

第 36回日本呼吸器外科学会学術集会 運営事務局 

〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-19-3 PIAS TOWER 11F 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：06-6377-2188 / FAX：06-6377-2075  

E-mail：jacs36@c-linkage.co.jp 

URL：http://www.c-linkage.co.jp/jacs36/ 


