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第 53回日本てんかん学会学術集会開催にあたって 

 
このたび、第 53回日本てんかん学会学術集会大会を 2019年 10月 31 日（木）～11月 2日（土）の 3日間、神戸市 

神戸国際会議場、ポートピアホテルで開催させて頂くことになりました。阪神地区での開催は日本てんかん学会の半世

紀以上の歴史のなかでも初めてのこととなります。 

 

日本てんかん学会は、日本てんかん研究会として 1964 年に「てんかん学並びにこれと関連する学術の進歩向上を図

る」ことを目的として設立されました。現在、会員数は 3000 名を越え、会員は基礎医学者から、小児科、神経内科、

精神神経科、脳神経外科の医師や多種の医療従事者にわたっています。学術集会においては、毎回、国内外から多くの

参加者を迎え、多職種での意見交換の場を提供するとともに日本の若手研究者の育成、アジアにおけるてんかん診療レ

ベルの向上も目指しています。これまでの先人のたゆまぬ努力により、日本てんかん学会は、国際抗てんかん連盟

（ILAE）のなかで、米国に次ぐ規模のチャプターとなっております。 

 

今回のテーマは、「よりそうてんかん医療-No One Alone-」といたしました。上述の通り、てんかん診療は、患者と

医療者のみならず、地域医療や行政をはじめ、幅広く社会に対する働きかけが重要です。これは、てんかん医療に携わ

る方々がそれぞれの立場で努力することが必要ですが、それのみによってなし得るものではありません。いみじくも、

私が留学したモントリオール神経研究所／病院を設立し、てんかんの包括医療を世界で初めて実現したカナダの脳神経

外科医 Wilder Graves Penfield 博士は自叙伝の題名「No man alone」という言葉に、彼を支援した様々な同僚、協力

者への敬意と謝辞を述べています。患者のみならず、てんかん医療に携わるすべての関係者に「よりそう」ことが私ど

もの目指すべき理念であると考え、標語を当世風にアレンジし、テーマといたしました。てんかんの医療はこの数年で

大きな進歩を遂げました。とりわけ、てんかんの病態解明が進み、数々の新規抗てんかん薬の上市や食餌治療、診断技

術、外科治療の進歩は、てんかんをもつ人々に大きな恩恵をもたらしつつあります。 

 

今回の第 53 回学術集会のシンポジウムでは、てんかん医療を支える最新の進歩や社会との関わり、社会への還元に

主眼を置き、会員の間で共有したいと考えております。そのため、シンポジウムでは、高齢者や認知症をめぐる問題、

てんかんの生活支援、学業や就労への取り組み、てんかんにおける地域医療の考えなどをとりあげ、様々な分野の方々

と意見を交わしたいと思います。また、新規抗てんかん薬や最新のてんかん外科などてんかん治療のリアルワールド、

てんかん焦点とネットワーク、てんかん性脳症、女性とてんかんなど広い範囲でのテーマの企画を予定しております。

さらに、世界で活躍する日本のてんかん専門医の意見、各国のてんかん医療事情、てんかん専門クリニックや各地のて

んかんセンターからの提言などにもフォーカスを当てて行きたいと思っています。また、初学者を対象として「1 日で

てんかん全体が把握できるマラソンレクチャー」も企画したいと考えます。 

 

外国から Special guest として、新しい ILAE の理事長である Samuel Wiebe 先生、および、世界てんかん協会の理事

長の Martin J. Brodie 先生、モントリオール神経研究所の François Dubeau 先生、ILAE 事務総長の J. Helen Cross

先生を招待し、ご講演いただきます。この学術集会を通して、てんかん医療の最先端、日本のてんかん医療の諸問題、

世界の中での立場、そして未来における展望について情報交換が行われる予定です。 

 

第 53 回日本てんかん学会学術集会の開催に要する諸経費は、本来、参加登録費等の収入で賄うべきところではござ

いますが、施設利用費、会議運営費、演者招聘費等の費用に不足が見込まれております。従いまして、必要経費の相当

額は、諸団体および諸会社からのご支援に頼らざるを得ず、各方面からのご支援を賜りたくお願い申し上げる次第であ

ります。誠に恐れ入りますが本学術集会の一層の充実を図るため趣旨をご理解頂き、何卒ご支援を賜りますようお願い

申し上げます。なお、協賛に伴う費用について、各社の指針に沿って公開されることを承諾いたします。末筆になりま

したが、貴社のますますのご繁栄をお祈りいたします。 
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開 催 概 要 

 

1．会 議 の 名 称 （和文名） 第 53 回日本てんかん学会学術集会（神戸）  

   （英文名） The 53rd Congress of the Japan Epilepsy Society（Kobe）     

 

2．会議の主催者  第 53回日本てんかん学会学術集会   

会長  加藤  天美 

（近畿大学医学部 脳神経外科/難治てんかんセンター） 

副会長 永井 利三郎   

（桃山学院教育大学教育学部 教育学科） 

 貴島 晴彦 

（大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学/ 

大阪大学医学部附属病院 てんかんセンター）  

 

3．後 援  未定 

 

4．会 期  2019年 10月 31日（木）～11月 2日（土） 

 

5．開 催 場 所     神戸国際会議場 

   〒650-0046 神戸市中央区港島中町６－９－１ 

TEL : 078-302-5200 Fax : 078-302-6485 

神戸ポートピアホテル 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6丁目 10-1 

TEL 078-302-1111（代表） FAX 078-302-6877 

 

6．参加予定人数  約 1,800 名 

 

7．協賛金を必要とする理由 

本大会を開催するにあたり、その経費は参加者からの会費が主体であるが、必要経費を

賄うに十分ではなく、本大会のプログラムを充実させ高い成果を得るためには、各方面

からのご支援をお願いせざるを得ない状況の為 

 

  



 

 

8．第 53回日本てんかん学会学術集会組織委員 

 会長    加藤 天美  （近畿大学医学部 脳神経外科/難治てんかんセンター） 

  副会長    永井 利三郎 （桃山学院教育大学教育学部 教育学科） 

 貴島 晴彦  （大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学/ 

大阪大学医学部附属病院 てんかんセンター） 

  事務局   中野 直樹  （近畿大学医学部 脳神経外科） 

露口 尚弘  （近畿大学医学部 脳神経外科・脳卒中センター） 

実行委員 沖永 剛志  （ベルランド総合病院 小児科） 

押野 悟   （大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科） 

川崎 淳   （川崎医院） 

木下 利彦  （関西医科大学精神神経科） 

木下 真幸子 （宇多野病院 神経内科） 

小出 泰道  （小出内科神経科 神経内科） 

篠崎 和弘  （公益財団法人 浅香山病院 臨床研究研修センター） 

下野 九理子 （大阪大学 連合小児発達学研究科/ 

大阪大学医学部付属病院てんかんセンター） 

鈴木 保宏  （大阪母子医療センター 小児神経科） 

高田  哲  （神戸大学大学院保健学研究科） 

當間 圭一郎 （住友病院 神経内科） 

中野 美佐  （市立吹田市民病院 神経内科） 

松本 理器  （京都大学大学院医学研究科臨床神経学） 

 

プログラム委員 赤松 直樹  （国際医療福祉大学 医学部神経内科） 

飯田 幸治  （広島大学 脳神経外科） 

池田 昭夫  （京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学講座） 

井上 有史  （静岡てんかん・神経医療センター） 

岩佐 博人  （社会医療法人社団同仁会 木更津病院 

きさらづてんかんセンター） 

岡田 元宏  （三重大学 大学院医学系研究科・医学部  

臨床医学系講座 精神神経科学） 

加藤 天美  （近畿大学医学部 脳神経外科/難治てんかんセンター） 

兼本 浩祐  （愛知医科大学精神科学講座） 

川合 謙介  （自治医科大学 脳神経外科） 

貴島 晴彦  （大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学/ 

大阪大学医学部附属病院 てんかんセンター） 

久保田 英幹 （国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター） 

小林 勝弘  （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 発達神経病態学 

岡山大学病院 小児神経科） 

白石 秀明  （北海道大学病院） 

高橋 孝雄  （慶應義塾大学医学部小児科学教室） 

太組 一朗  （聖マリアンナ医科大学病院脳神経外科） 

寺田 清人  （国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター） 

飛松 省三  （九州大学大学院医学研究院・臨床神経生理学分野） 

永井 利三郎 （桃山学院教育大学教育学部 教育学科） 



 

中里 信和  （東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野） 

中野 美佐  （市立吹田市民病院 神経内科） 

浜野晋一郎  （埼玉県立小児医療センター神経科） 

原 恵子   （原クリニック） 

廣瀬 伸一  （福岡大学医学部小児科） 

前原 健寿  （東京医科歯科大学脳神経外科） 

松本 理器  （京都大学大学院医学研究科臨床神経学） 

三國 信啓  （札幌医科大学 医学部 脳神経外科学講座） 

宮本 雄策  （川崎市立多摩病院 小児科） 

山内 秀雄  （埼玉医科大学小児科・てんかんセンター） 

山田 了士  （岡山大学医学部精神神経病態学） 

山本 仁   （聖マリアンナ医科大学小児科） 

吉永 治美  （南岡山医療センター） 

渡辺 雅子  （新宿神経クリニック） 

 



 

9．会議の概要 

（１） 日程表 

 

日付 セッション・行事 

 

2019年 

10月 30日（水） 

 

 

プレコングレスシンポジウム 

社員総会・理事会・各種委員会 

 

 

10月 31日（木） 

 
 

 

 
シンポジウム関連講演・シンポジウム・共催シンポジウム 

教育講演・企画セッション 

マラソンレクチャー 

ランチョンセミナー・スイーツセミナー 

一般演題（口演/ポスター） 

 

  

 11月 1日(金) 

 

 

 

 
指導医講習会 

シンポジウム関連講演・シンポジウム・共催シンポジウム 

教育講演・企画セッション 

マラソンレクチャー 

ランチョンセミナー 

一般演題（口演/ポスター） 

懇親会 

 

 

11月 2日（土） 

 
 

 

シンポジウム関連講演・シンポジウム・マラソンレクチャー 

ランチョンセミナー 

一般演題（口演/ポスター） 

メディカルスタッフとのコラボセッション 

ポストコングレスセッション 

VNS 講習会 

市民公開講座 

 

 

  （２）使用言語  日本語，英語 

 

10. 大会事務局 

近畿大学医学部 脳神経外科 

〒589-8511 大阪狭山市大野東 377-2 

 

11．本学会に関するお問い合わせ 

第 53回日本てんかん学会学術集会 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：jes53@c-linkage.co.jp  



 

 

A． 共 催 セ ミ ナ ― 募 集 要 項 

 

(1)会期：2019年 10月 31日（木）～11月 2日(土) 

 

(2)会場：神戸国際会議場 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町６－９－１ 

TEL : 078-302-5200 Fax : 078-302-6485 

神戸ポートピアホテル 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6丁目 10-1 

TEL 078-302-1111（代表） FAX 078-302-6877 

 

(3)会場設定：ご希望･ご予定内容を申込書によりご提出いただき、主催者にて調整の上決定させて 

いただきます。会場数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。 

あらかじめご了承ください。 

 

(4)会場仕様：機材・備品は学会で使用するものをそのままご利用いただけます。 

※会場・日程の割当てなどは申込締切後、講演内容、演者の予定等を考慮し決定 

いたしますので、ご連絡ください。 

 

(5)募集枠 

種別/募集枠 
開催日程（予

定） 
席数（予定） 共催費(税別) 

1 
ランチョンセミナーA  

募集枠：2日間いずれか 1枠 

10/31（木） 

11/1（金） 
670席 \3,000,000 

2 
ランチョンセミナーB 

募集枠：3日間合計 7枠 

10/31（木） 

11/1（金） 

11/2（土） 

300～380席 \2,000,000 

3 
ランチョンセミナーC 

募集枠：3日間合計 5枠 

10/31（木） 

11/1（金） 

11/2（土） 

200席 \1,500,000 

4 
スイーツセミナー 

1 枠 
10/31（木） 300～380席 \2,000,000 

5 
スポンサードシンポジウム A 

募集枠：3日間いずれか 1枠 10/31（木）・11/1（金）・11/2（土） 

 

学会プログラムと 

調整の上、決定いたします。 

\2,500,000 

6 
スポンサードシンポジウム B 

募集枠：3日間いずれか 1枠 
\2,000,000 

7 
スポンサードシンポジウム C 

募集枠：3日間いずれか 1枠 
\1,500,000 

8 
KES－JESシンポジウム 

1 枠 
11/1（金） 

学会プログラムと 

調整の上、決定いたします。 
\2,000,000 

9 
プレコングレス 

1 枠 
10/30（水） 

学会プログラムと 

調整の上、決定いたします。 
\3,000,000 

 

 

 



 

(5)申込方法：「共催セミナー申込書」にご記入の上、FAX またはメールにてお送りください。 

 

(6)申込先：第 53回日本てんかん学会学術集会 運営事務局 

         株式会社コンベンションリンケージ内 

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

       TEL：06-6377-2188 FAX：06-6377-2075 E-mail：jes53@c-linkage.co.jp 

 

(7)申込締切：2019年 4月 25日（木） 

 

(8)支払い方法：申込み後、運営事務局より請求書を発行いたします。 

請求書発行日より 1ヶ月以内に、請求書記載の指定口座へ共催費のお支払をお願いいたします。 

※振込手数料はご負担ください。 

※銀行発行の振込控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 

 

(9)取消：申込書の提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。 

 

(10)拠出いただきました協賛金につきまして、各社の指針に沿って公開されることを承諾いたします。 

※その他詳細に関しましては申込締切後、株式会社コンベンションリンケージよりご案内いたします。 

※座長・演者の候補を選出されましたら、ご本人に打診される前に、必ず事務局にご連絡ください。 

※演者の先生には、抄録のご執筆をお願いいたしますので、後日、詳細をご連絡させていただきます。 

 

(11)共催費：以下の費用は共催費に含まれております。 

1. 会場費及び設備備品 

2. 控室料 

3. 音響・照明使用料 

4. 発表機材、備品 

5. PCオペレーター 

 

※ 以下の費用は下記共催費に含まれておりません。 

     共催企業様のオプション申込となります。 

詳細は後日お送りいたしますセミナー実施要項にてご確認ください。 

① 演者、座長の先生方の謝礼・交通費・宿泊費 

② 食事代：参加者用弁当/お茶込（ランチョンセミナー）、 

参加者用軽食（スイーツセミナー）、 

演者・座長打合せ食事 等 

③ 看板・表示物：会場表示看板、氏名掲示（演者・座長）等 

④ 貴社共催セミナーのポスター･チラシ等の印刷費 

⑤ 追加機材：収録、控室の機材･備品等 

⑥ 運営要員 

 

 

 

 



 

B．広 告 掲 載 募 集 要 項 
 
1．広 告 媒 体 の 名 称 （１）学会誌「てんかん研究」 

 第 53回日本てんかん学会学術集会 プログラム・予稿集 

            （２）第 53回日本てんかん学会学術集会 ホームページ 

 

2．配 布 対 象 日本てんかん学会 会員・第 53回日本てんかん学会学術集会参加者（非会員） 

 

3．発 行 部 数 /掲 載 期 間 （１）学会誌「てんかん研究」 3000部（予定） 

            （２）申込及びデータ受領後より学会終了時まで 

 

4．広 告 掲 載 位 置 ページ割付、掲載位置は主催者にご一任願います． 

   掲載位置・順番等の選定理由は公表いたしませんので予めご了承ください． 

 

5．掲載位置と掲載料等  

（１）学会誌「てんかん研究」 

番号 掲載位置 スペース 色数 
掲載料 

(税別） 枠数 

特 
広告ページ 

（表 4） 
B5 1 頁 4色（カラー） 250,000 円 1 

① 
広告ページ 

（後付け） 

B5 1 頁 
4色（カラー） 200,000 円 3 

② 1色（モノクロ） 100,000 円 5 

③ B5 1/2頁 1色（モノクロ） 60,000 円 7 

 

（２）ホームページ（バナー広告） 

番号 掲載位置 種類 サイズ 
掲載料 

(税別） 枠数 

④ トップページ バナー 別途ご案内 100,000円 
2 

◆媒体製作費用(予定)  3,500,000円 

◆広告料総額(予定)  1,970,000円 

6．申 込 方 法 別添の申込書に必要事項をご記入の上，メール添付または FAX にて運営事務局へお送

りください．FAXの場合は受信確認のため送信直後にお電話をお願いいたします． 

7．申込締め切り  2019年 6月 20日（木） 

8．広告版下提出期限 2019年 7月 16日（月） 

9．広告版下原稿  （１）学会誌「てんかん研究」への広告掲載 

データまたは完全版下(写真は実画像データか紙焼き等)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下記広告版下送付先までメールに添付，または 

宅配便または郵便でご送付ください． 

（２）ホームページ（バナー広告掲載） 

バナー広告は電子データのみでの受付とさせて頂きます。 

運営事務局あてにメール添付ファイルでお送りいただくか、CD-R、ファイル送信サービ

ス等でご送付願います。サイズ等の詳細へ別途ご案内いたします。 

 



 

10．広告版下送付先 （１）学会誌「てんかん研究」への広告掲載 

〒114-0024 東京都北区西ヶ原 3-46-10 

株式会社 杏林舎 営業企画部 営業企画課  担当 居ケ内様 

TEL：03-3910-4311  E-mail：m-origanai @kyorin.co.jp 

 

（２）ホームページ（バナー広告掲載） 

第 53回日本てんかん学会学術集会  運営事務局 

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

（株）コンベンションリンケージ内  

TEL：06-6377-2188  FAX：06-6377-2075  E-mail：jes53@c-linkage.co.jp 

 

11．請  求  書 ページ割付等の詳細が決定次第，送付させていただきます． 

請求書発行日から 1ヶ月以内に，指定口座にお振込みください． 

12. 振 込 み 口 座  銀 行 名：三井住友銀行 金剛支店 

店 番：１９４ 

口座番号：（普通預金）４０９７２９５ 

口 座 名：第 53回日本てんかん学会学術集会 会長 加藤天美 

ダイゴジユウサンカイニホンテンカンガツカイガクジユツシユウカイ  

カイチヨウ カトウアマミ 

 

13．そ の 他 「第 53回日本てんかん学会学術集会 プログラム・予稿集」を 1冊進呈させて 

いただきます。 

 

14．申  込  先 第 53回日本てんかん学会学術集会  運営事務局 

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

（株）コンベンションリンケージ内  

TEL：06-6377-2188  FAX：06-6377-2075  E-mail：jes53@c-linkage.co.jp 

  

mailto:jes53@c-linkage.co.jp


 

C．機 器 展 示 募 集 要 項 

 

1．日  程 【展示搬入・設営予定】   2019年 10月 30日 (水）午後（詳細未定) 

【展示実施予定】                10月 31日（木）11月 1日（金）・2日(土) 

【展示搬出・撤去予定】          11月 2日（土）午後 13：00頃 

2．会  場 神戸国際会議場 3階レセプションホール※予定 

3．出 展 資 格 第 53回日本てんかん学会学術集会の趣旨をご理解いただける医療関連の機器・薬

品・試薬などを製造又は取り扱う企業・団体 

※展示物等が本学術集会の主旨にそぐわない場合，出展をお断りすることもあります． 

 

4．小間料金（出展料） （1）基礎小間(W1980mm×D990mm×H2100mm）  250,000 円／1小間（税別） 

【仕様】  ・背面板 H2400mm×W1980mm 

・蛍光灯 40W×1灯 

・社名板 W900mm×H200mm（文字のみ･全角･スミ 1色）１枚 

（2）スペース小間(W1980mm×D990mm×H2100mm)    150,000円／1小間（税別） 

【仕様】  スペースのみ 

5．小間料金（出展料） 

に含まれるもの 

  

（1）展示の準備から終了までの現場管理諸費用 

（2）展示期間中及び設営・撤去時のスペース使用料 

※下記については含まれておりません．必要な場合は展示事務局へお問合せください． 

（1）社名板にロゴ掲載、カラー掲載等をご希望の場合は，オプション申込となります． 

（2）電気，コンセントが必要な場合は，オプション申込となります． 

 

※オプション申込等についての詳細は，別途「展示出展マニュアル」にてご案内いたします． 

 

 

6．募集小間数 10小間 

 

7．申込方法 別添の申込書に必要事項をご記入の上，メール添付または FAXにて運営事務局へ 

お送りください．FAXの場合は受信確認のため送信直後にお電話をお願いいたします． 

 

 

 
 

H2100 

H2100 



 

 

8．申込締め切り     2019年 6 月 20日（木） 

     ※予定小間数に達した場合は，期限前でも申込みを締め切ることもありますので， 

   お早めにお申込みください．  

  ※展示物等が本学会の主旨にそぐわない場合，出展をお断りすることもあります． 

 

9．支払い方法 出展者は申込み後，展示事務局より発行いたします請求書発行日より 1ヶ月以内に 

  出展料を指定の銀行口座へお振込みください．また，銀行発行の振込控をもって 

  当方の領収書にかえさせていただきます．※振込手数料は出展者にてご負担ください． 

 

10．小間割当て  (1）小間の割当ては出展物の種類，小間数・小間構成・実演の有無などを考慮し， 

      申込締め切り後に主催者が決定し，各出展者へ通知いたします． 

      出展者はこの割当て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． 

  (2) 出展者が主催者の承諾なく，小間の全部または一部の譲渡・交換を行うことは 

      ご遠慮ください． 

 

11．出展の取り消し 

  (1）申込書提出後の取消しは，原則として受けかねます．ただしやむを得ない理由で 

出展の取消を希望される場合は文書にて事情を説明し，主催者の承認を受けてください． 

  (2) 出展を取消された場合，下記の規定に基づきキャンセル料を申し受けます． 

期日 キャンセル料 

2019年 9月 24日（火）まで 

2019年 9月 25日（水）以降 

小間料金（出展料）の 50％ 

小間料金（出展料）の全額 

 

12．変更・中止  

主催者は不可抗力またはやむを得ない事情により，会期・開催時間などを変更，または開催 

  を中止する場合があります． 

  中止の場合，出展料は返金いたしますが，それまでに要した主催者側の費用は，申込小間数 

  に応じて出展者に分担していただきます．なお，出展者側でそれまでに要した費用は，各社 

  のご負担となりますのでご了承ください． 

 

13．申 込 先      第 53回日本てんかん学会学術集会  運営事務局 

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

（株）コンベンションリンケージ内  

TEL：06-6377-2188  FAX：06-6377-2075  E-mail：jes53@c-linkage.co.jp   



 

D．書 籍 展 示 要 項 

 
1．日  程 

【展示搬入・設営予定】   2019 年 10月 30日 (水）午後（詳細未定) 

【展示実施予定】                10月 31日（木）11月 1日（金）・2日(土) 

【展示搬出・撤去予定】          11月 2日（土）午後 13：00頃 

2．会  場 神戸国際会議場 5F ※予定 

3．仕  様 テーブル（W1800mm×D450mm×H700mm） 

4．出展料金 テーブル 1台あたり 10,000円（税別） 

5．別途請求品目 

（オプション対象） 

（1）テーブルクロス  

（2）社名看板スタンド付き（看板面 W450㎜×H450㎜，スタンド H1600㎜） 

       ※社名板は展示事務局指定文字のみ． 

6．申込方法

  

別添の申込書に必要事項をご記入の上，メール添付または FAX にて展示事務局へお送

りください．FAXの場合は受信確認のため送信直後にお電話をお願いいたします． 

7．申込締め切り 2019 年 6月 20日（木） 

8．出展の取り消し (1）申込書提出後の取消しは，原則として受けかねます．ただしやむを得ない理由で 

出展の取消を希望される場合は文書にて事情を説明し，主催者の承認を受けてく

ださい． 

(2) 出展を取消された場合，下記の規定に基づきキャンセル料を申し受けます． 

期日 キャンセル料 

2019年 9月 24日（火）まで 

2019年 9月 25日（水）以降 

出展料の 50％ 

出展料の全額 
 

 

9．変更・中止 

 

主催者は不可抗力またはやむを得ない事情により，会期・開催時間などを変更，または

開催を中止する場合があります． 

中止の場合，出展料は返金いたしますが，それまでに要した主催者側の費用は，申込

テーブル数に応じて出展者に分担していただきます．なお，出展者側でそれまでに要

した費用は，各社のご負担となりますのでご了承ください． 

 

10．申 込 先 第 53回日本てんかん学会学術集会  運営事務局 

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

（株）コンベンションリンケージ内  

TEL：06-6377-2188  FAX：06-6377-2075  E-mail：jes53@c-linkage.co.jp 

  



 

 


