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ご 挨 拶 

謹啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染が世界中で猛威を振るっております。国内での感染者数も再増加してい

る現状で、ご尽力いただいている医療関係者の皆様方に敬意を表したく思います。 

2020 年 10 月 29 日（木）から 31 日（土）に大阪国際会議場で開催を予定しておりました第 82

回日本臨床外科学会総会は、往来される先生方の健康と安全を考慮し、5,000 人以上の参加者を見込

んだ大規模イベントとなるため、現地での総会を取りやめて完全 Web 開催とさせていただきます。 

今回のメインテーマは「外科学のパラダイムシフト 継承と創造」としました。諸先輩が築かれ

た外科手技を継承して、次世代で斬新なエビデンスを創造することを期待したものです。従来から、

外科医は、See one, Do one, Teach one（熟達者の手技を見、自ら体験して、それを次世代に引き継

ぐ）としていました。しかし専門化・多様化する外科手術の進歩や医療を取り巻く急激な社会概念の

変化により、働き方改革、外科医の減少、女性外科医共同参画など大きな課題が迫っています。そこ

で、総会特別企画として「外科医減少に対する具体的な戦略」「外科医の働き方改革」「男女共同参画

社会の実現」の３つのテーマを取り上げました。 

また現況でわれわれを最も悩ましている Covid-19については「COVID-19を経験して -各施設か

らの提言」として最前線で活動されている施設から、現状と課題、今後の対策などを配信します。外

科領域のロボット支援下手術、５G遠隔医療、Minimally invasive surgery、トランスレーショナル

研究ほか、外科領域の主題を Live 配信します。残念ながら現況では海外招聘講演は中止せざるを得

ず、Web開催上にお迎えするのは厳しい状況のため、特別講演も中止としました。 

Web プログラムは 10 月 29 日（木）から 31 日（土）の 3 日間に一部の上級演題と企業共催セミ

ナーなどの Live 配信を、その後約 3 週間にわたるオンデマンド配信を予定しております。一部の上

級演題と主題関連演題、要望演題、一般演題、研修医セッションの発表は、前もって提出して頂いた

データを配信します。開催方式の急な変更のため、縮小せざるを得ませんが、詳細は WEB開催プログ

ラムをご参照願います。大阪の地で直接先生方のお顔を拝見できないのは大変残念ではございますが、

是非とも心に残る学会になりますようにご指導をよろしくお願い致します。 

本来であれば、学会総会の開催経費は参加者が負担する会費で賄われるべきであります。本学会

総会の規模や会議費などは会費収入のみでは不足することが予想されています。本総会および当分野

に関連されます企業の皆様におかれましては、諸事ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、本総会の開

催の趣旨にご賛同いただき、格別のご配慮をお願い申し上げる次第でございます。ご理解のほど、何

卒、宜しくお願い申し上げます。 

末尾ながら、貴社のますますのご発展および皆様のご多幸を心からお祈り申し上げます。 

謹白 

 

2020年 8月吉日 

 

第 82回日本臨床外科学会総会 

会長  内山 和久 

（大阪医科大学 外科学講座 一般・消化器外科 教授） 
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 開催概要  
 

1、会の名称   第 82回日本臨床外科学会総会 

 

2、会長     内山 和久 

（大阪医科大学 外科学講座 一般・消化器外科 教授） 

 

3、会期（予定）     2020年 10月 29日（木）～31日（土）ライブ配信 

10月 29日（木）～11月 30日（月）オンデマンド配信 

 

4、開催方式       Web開催 

 

5、総会テーマ   外科学のパラダイムシフト 継承と創造 

 

6、参加人数（予定）   約 3,000名 

 

7、学会ホームページ  http://www.c-linkage.co.jp/jsa82/ 

 

8、プログラム（予定） 教育講演、シンポジウム、ビデオシンポジウム、 

パネルディスカッション、ワークショップ、 

主要関連演題、一般演題、学術セミナー等 

 

9、総会事務局   大阪医科大学 外科学講座 一般・消化器外科 

            〒569-8686 高槻市大学町 2番 7号      

 

10、スポンサー事務局     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：sp_jsa82@c-linkage.co.jp 
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学術セミナー 募集要項 

 

1. 開催日時 （予定） 

●WEB開催配信期間 

ライブ配信    2020年 10月 29日(木)～10月 31日(土) 

オンデマンド配信 2020年 10月 29日(木)～11月 30日(月) 

 

2. 募集枠  

●学術セミナー 

セミナータイプ セッション時間 共催費（税込） 募集枠数 

学術セミナー 50分 1,540,000円 30枠 

   ※最大 10枠/日 (予定) 

 

ライブ配信日は、「2020年 10月 29(木)～10月 31日(土)」の中で調整となります。 

また、参加者にとってよりご視聴いただきやすい時間にて配信もしくは中継を行いたく 

検討しておりますので、下記よりご希望の時間帯をご選択ください。 

① 昼頃（11:00～14:00頃） 

② 夕方（16:00～20:00頃） 

 

※配信日につきましては、既お申込みのご希望に合わせて予定しております。 

配信時間は、お申し込みいただいたご回答をもとに編成いたします。 

   

(1) 共催費： 

以下の費用が共催費に含まれます。 

① Web開催において学会視聴サイトを使用し講演を放映する権利 

② Web学会視聴サイトの使用料 

③ 抄録集及びプログラム集への概要掲載 

④ 大会ホームページへのセミナーチラシ掲載 

⑤ 商品 PR動画掲載 （最大 3分まで） ※ご希望に応じて 

⑥ バナー掲載             ※ご希望に応じて 

 

以下の費用は共催費に含まれておりません。必要に応じて各社でご手配、 

もしくは別途オプションとして学会手配とさせていただきます。 

① 講演収録（ライブ撮影）会場 

② 講演動画収録（ライブ撮影）に関する必要機材 

③ インターネット回線 

④ 貴社共催セッションのポスター･チラシ等の印刷制作費 

⑤ 座長・演者への謝礼等接遇経費 
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     共催セミナー特典 

     お申込みの開催企業様には、下記の特典をご用意いたします。 

① ライブ配信の閲覧権 

② 抄録集    1 冊 

③ プログラム集 1 冊 

 

(2)開催方式：開催方式は以下よりご選択頂きます。 

① オンデマンド配信（事前収録動画、期間中常時配信） 

② 日時指定配信（事前収録動画、指定日時のみ配信） 

③ ライブ配信（中継で配信） 

④ ライブ配信、オンデマンド配信（中継での配信後、データを期間中配信） 

 

※上記いずれの場合も、総会に参加登録した参加者に、視聴用ログイン ID・パスワードが 

発行され、大会ホームページの専用サイトにて視聴が可能となります。 

 

(2)-①オンデマンド配信（事前収録動画） 

・配信期間は、10月 29日（木）～11月 30日（月）の Web配信期間中、 

繰り返し再生可能となります。 

・配信用動画は、各社でご用意ください。 

・動画の形式は、mp4といたします。 

・動画コンテンツは、音声付パワーポイント発表スライド、もしくは、撮影動画をご用意ください。 

・座長の有無は、共催社一任とさせて頂きます。 

 

(2)-②日時指定配信（事前収録動画） 

・配信期間は、10月 29日（木）～11月 30日（月）の Web配信期間中、 

指定日時に指定の回数再生いたします。 

※配信日時は、共催が決定した後、各社の希望を調整し決定いたします。 

・動画の形式は、mp4といたします。 

・動画コンテンツは、音声付パワーポイント発表スライド、もしくは、撮影動画をご用意ください。 

・座長の有無は、共催社一任とさせて頂きます。 

 

(2)-③ライブ配信 

・配信期間は、10月 29日（木）～10月 31日（土）の Web配信期間中、日時指定で配信いたします。 

※配信日時は、各社の希望を調整し決定いたします。 

・配信に際し、形式は、動画の埋め込みコード、もしくは、外部サイトの URL をご用意ください。 

※その他 Zoom等のウェブ会議システム経由での配信をご希望の場合は、ご相談ください。 

・撮影環境は、各社でご手配ください。 

・座長の有無は、共催社一任とさせて頂きます。 

 



- 6 - 

 

 

 

 

 (2)-④ライブ配信、オンデマンド配信 

・③のライブ配信をいただいた後、撮影動画データを 10月 29日（木）～11 月 30日（月）の Web配

信期間中、配信いたします。 

※配信日時は、各社の希望を調整し決定いたします。 

・ライブ配信に際し、形式は、動画の埋め込みコード、もしくは、外部サイトの URLをご用意くださ

い。 

※その他 Zoom等の Web会議システム経由での配信をご希望の場合は、ご相談ください。 

※収録データのオンデマンド配信用変換については、各社でご手配ください。 

※またライブ配信後のオンデマンド動画の掲載期間につきましては、 

2週間より短くなる可能性がございますこと予めご了承ください。 

・撮影環境は、各社でご手配ください。 

・座長の有無は、共催社一任とさせて頂きます。 

 

 

3. 申込方法・締切日  

申込み締切日：2020年 8月 31日（月） 

※申込方法：申込書に必要事項をご記入の上、下記スポンサー事務局までメールもしくは FAXにて 

お申し込みください。申込書の提出をもって正式なお申込とさせて頂きます。 

 データ締切日：オンデマンド配信用データ 9月 24日(木) 

        ライブ配信接続用データ  10月 15日(木) 

 

4. ご請求について  

開催時間確定後、8月中にスポンサー事務局より請求書を発行いたします。 

 請求書発行日の翌月末までに共催費を指定銀行口座までお振込みください。 

 

5. 注意事項  

・プログラム内容については各企業のご希望をいただき、総会プログラムと調整、ご相談のうえ決定

させていただきます。 

・座長および演者への依頼は各共催企業様にて行ってください。 

・複数企業との共同開催も可能です。 

・申込受理後のキャンセルは、原則として認めかねます。 

 

6. 情報公開について 

日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会が設けた「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、学会等の会合開催費用の支援としての学会寄附、学会協賛費に関する情

報を各企業が自社のウェブサイト等を通じて公表することに伴い、第 82 回日本臨床外科学会総会

に関する費用について公表されることを了承いたします。 
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7. 今後の予定 

          学術セミナー申込み〆切 

 ～8月下旬   学術セミナー抄録集内、記載情報および配信方法の確定 

          請求書発行 

  9月上旬      プログラム集、記載内容の確認 

  9月 24日     オンデマンド配信用データ 受付、〆切 

 10月 15日   ライブ配信接続用データ   受付、〆切 
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 Web 展示会 募集要項  
 

1. 出展資格 

本学会の趣旨をご理解いただける、医療関連の機器・薬品・試薬・書籍・システム・サービスなど 

を製造・販売または取り扱う企業および団体 

 

2. 掲載期間（予定） 

Web展示会開催期間  2020年 10月 29日(木)～11月 30日(月) 

 

3. 出展料  

  220,000円/1社 （税込み） 

 

4. Web展示会仕様図 （予定） 

＜ご出展イメージ図＞ 

 
            ※画面はすべてイメージです。 

 

   【掲載コンテンツ】（予定） 

・連絡先 

・お問い合わせフォーム 

・出展品一覧（3 製品程度予定） 

  ・製品名称/一般名称 

  ・製品写真 

 

 

5. 申込方法・締切日 

申込み締切日：2020年 9月４日（金） 

※申込方法：申込書に必要事項をご記入の上、下記スポンサー事務局までメールもしくは FAXにて 

お申し込みください。申込書の提出をもって正式なお申込とさせて頂きます。 

 データ締切日：9月 24日（木） 
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6. ご請求について 

出展申し込み内容確認後、8月中にスポンサー事務局より請求書を発行いたします。 

請求書発行日の翌月末までに出展料を指定銀行口座までお振込みください。 

 

7. 情報公開について 

日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会が設けた「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、学会等の会合開催費用の支援としての学会寄附、学会協賛費に関する情

報を各企業が自社のウェブサイト等を通じて公表することに伴い、第 82 回日本臨床外科学会総会

に関する費用について公表されることを了承いたします。 

  



- 10 - 

 

 広告掲載 募集要項  
 

1. 広告媒体名 

●第 82回日本臨床外科学会総会 プログラム集 

●第 82回日本臨床外科学会総会 ホームページバナー 

 

2. 配布対象 

当日総会参加者、協賛企業、他 

 

3. 発行部数/発行日/掲載期間 

・プログラム集広告    3,000部（予定）/ 2020年 10月 29日発行（予定） 

・ホームページバナー  申込およびデータ受領後より総会終了時まで掲載 

 

4. 原稿サイズ 

●プログラム集広告   1頁 （B5・縦型）、1/2頁（B5・横型） 

●ホームページバナー   原稿サイズは別途、スポンサー事務局よりご案内いたします。 

 

5. 媒体製作費用（予定） 

●プログラム集広告   3,300,000円（税込） 

●ホームページ    550,000円（税込） 

 

6. 広告掲載料 

●プログラム集 広告 （総額：1,925,000円） 

№ 種 類 タイプ 掲載料（税込） 募集数 

1 表 4（裏表紙) カラー 1頁 275,000円 1 

2 表 2（表紙の裏） カラー 1頁 220,000円 1 

3 表 3（裏表紙の裏） カラー 1頁 220,000円 1 

4 後付 1頁（記事中） モノクロ 1頁 110,000円 5 

5 後付 1/2 頁（記事中） モノクロ 1/2頁 66,000円 10 

 

●ホームページバナー広告 （総額：440,000円） 

種 類 タイプ 掲載料（税込） 募集数 

ホームページバナー（Link） 企業バナー 220,000円 2 

 

7. 申込方法 

学会 HPよりオンライン登録をお願いいたします。 

http://www.c-linkage.co.jp/jsa82/ 
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8. 申込締切日 

●プログラム集 広告        2020 年 8月 31日（月） 

●学会ホームページ バナー    2020 年 9月 30日（水） 

※予定数に達した場合には、締切日前でも申込受付を終了することもございますので、 

予めご了承ください。 

 

9. 広告原稿 

下記期日までにスポンサー事務局までご送付ください。 

●プログラム集 広告      2020 年 8月 31日（月） 

●ホームページ バナー      2020 年 9月 30日（水） 

 

10. 原稿送付方法 

＜プログラム集広告＞ 

完全版下データを CD-R または紙焼きにて、データは B5 版タテ型（1/2 頁の場合は B5 版横長） 

とし、EPS データ（Illustrator、Photoshop も可）でスポンサー事務局までお送りください。 

なお、フォント崩れを防ぐため、文字は必ずアウトライン化をお願いいたします。 

※プログラム集の広告掲載の場合は、広告掲載見本を 1冊進呈いたします。 

＜ホームページバナー広告＞ 

バナーデータ（PNG、JPEG、ai、psdのいずれか）とリンクを貼る URLを E-mailまたは CD-R、      

大容量ファイル送信サービス等でスポンサー事務局までご送付ください。 

※CD-Rの配送に際しては十分な保護処置をとり、宅配または郵送でご送付ください。 

 

11. ご請求について 

申込締切後、スポンサー事務局より請求書を発行いたします。 

請求書発行日の翌月末までに広告掲載料を指定銀行口座までお振込みください。 

 

12. その他 

日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会が設けた「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、学会等の会 

合開催費用の支援としての学会寄附、学会協賛費に関する情報を各企業が自社のウェブサイト等を 

通じて公表することに伴い、第 82回日本臨床外科学会総会に関する費用について公表されること 

を了承いたします。 
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 指定銀行振込口座  

 

各種協賛費用のお振込みは、下記の銀行口座へお振込みをお願いいたします。 

 

銀 行 名：みずほ銀行 

支 店 名：高槻支店 

口座番号：（普）3010653 

口座名義：ダイ 82カイニホンリンシヨウゲカガツカイ カイチヨウ ウチヤマ カズヒサ 

（第 82 回日本臨床外科学会 会長 内山 和久） 

 

※ 請求書発行日の翌月末までに指定銀行口座までお振込みください。 

※ 振込手数料は、お申込者負担でお願いいたします。 

※ なお、金融機関発行の振込書控えを持って、領収書に代えさせていただきます。 

領収書が必要な場合には、申込書にその旨ご記入願います。 

 

 各種お問合せ先  

 

株式会社コンベンションリンケージ内 スポンサー事務局 

〒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：sp_jsa82@c-linkage.co.jp  


