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ご  挨  拶 

 

 

謹啓 貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご

厚情を賜り厚く御礼申し上げます。 

さてこのたび、第 44 回日本頭頸部癌学会を大阪国際会議場にて 2020 年（令和 2 年）6 月

5 日（金）～6 日（土）に開催することとなりました。 

本学会は、例年参加会員数は 1500 人を超え、とくに頭頸部癌の実地診療に従事している多

数の耳鼻咽喉科医、頭頸部外科医、歯口腔形成外科医、放射線腫瘍医などが一同に会する学

会であり、頭頸部腫瘍の関連学会中でもっと伝統ある学会の一つです。会員数は 3,500 名を

超え、現在も発展中の学会です。本学会では、大学病院をはじめ、がん専門施設、第一線病

院から、臨床的研究はもとより、 基礎的研究からトランスレーショナルリサーチにいたる研

究成果が、各診療科から多くの観点に基づいて発表がなされます。 

学会の開催に要する経費は、本来、参加登録費等個人で負担する収入で賄うべきところで

ございますが、施設や機器の利用費用、会議の運営費用、日本国内外から優れた研究者を招

聘するために費用を要し、諸費用の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ないのが実状でございます。会場

や機材類、その他の諸経費も節約を心掛けて参りますが、参加費だけで本会の運営経費を賄

うことは困難であり、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す。 

誠に恐れ入りますが本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。 

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。  

    

  

2019 年 6月吉日 

 

 

      

第 44回日本頭頸部癌学会 

会長 西村 恭昌 

       近畿大学医学部 放射線腫瘍学部門 教授  
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1. 学会の名称 

第 44回日本頭頸部癌学会 

 

2. 会長 

西村 恭昌（近畿大学医学部 放射線腫瘍学部門 教授） 

 

3. 開催期間 

 2020年 6月 5日（金）～6日（土）  

 

4. 開催場所 

大阪国際会議場 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 5丁目 3-51 

 

5. 学会ホームページ 

https://www.c-linkage.co.jp/jshnc44/ 

 

6. 開催計画の概要 

1. 学会の日程表 

開催日 午 前 午 後 

6月 5日（金） 

総会、シンポジウム 

パネルディスカッション 

一般演題 

特別講演、シンポジウム、 

一般演題、ポスター発表 

共催セミナー 

6月 6日（土） 

教育講演、シンポジウム、 

パネルディスカッション、一般演題 

共催セミナー 

教育講演、シンポジウム 

一般演題、ポスター発表 

共催セミナー 

 

2. 学会の主題 

『機能と形態の温存』 

 

3. 参加予定人員 

国内 1,500名 

 

7. 過去開催歴 

開催年 開催地 会長 

2019年 石川県 金沢市 吉崎 智一 

（金沢大学医学系耳鼻咽喉科・頭頸部外科 ） 

2018年 東京都 西新宿 林 隆一（国立がん研究センター東病院 副院長） 

2017年 京都府 京都市 大森 孝一 

（京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

2016年 埼玉県 さいたま市 中塚 貴志（埼玉医科大学 形成外科・美容外科） 

2015年 兵庫県 神戸市 丹生 健一 

（神戸大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野） 

 

開催概要 
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8. プログラム委員 

会長     西村 恭昌 （近畿大学医学部放射線腫瘍学部門） 

委員長    家根 旦有 （近畿大学奈良病院耳鼻咽喉科） 

副委員長  石川 一樹 （近畿大学医学部放射線腫瘍学部門） 

委員      秋元 哲夫 （国立がんセンター東病院放射線治療科） 

稲田 正浩 （近畿大学医学部放射線腫瘍学部門） 

大森 孝一 （京都大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科） 

加賀美 芳和 （昭和大学医学部放射線治療科） 

北野 睦三 （近畿大学医学部耳鼻咽喉科） 

  清田 尚臣 （神戸大学医学部 付属病院腫瘍センター） 

桐田 忠昭 （奈良県立医科大学口腔外科） 

         古平   毅 （愛知県がんセンター放射線治療部） 

  

（五十音順、 2019年 6月 7日現在） 

9. 学会事務局 

近畿大学医学部 放射線腫瘍学部門 内 

〒589-8511 大阪狭山市大野東 377 番地 2   

TEL：072-366-0221 (代表)  / FAX: 072-368-2388 

E-mail：radiol_2@med.kindai.ac.jp 

 

10. 運営事務局 （版下送付先およびお問い合わせ先） 

株式会社コンベンションリンケージ 

〒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：jshnc44@c-linkage.co.jp
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1. 募金名称 

 第 44回日本頭頸部癌学会 

        

2. 募集期間 

2019年 6月 15日（土）～2020年 6 月 6日（土） 

 

3. 募金目標額 

2,000,000円 

 

4. 募金対象先 

企業・団体・個人 

 

5. 寄付金の使途 

第 44回日本頭頸部癌学会の開催、運営費に充当する 

 

6. 寄付金募集責任者 

西村 恭昌  第 44回日本頭頸部癌学会 会長 

（近畿大学医学部 放射線腫瘍学部門 教授） 

 

7. 寄付金振込口座 

学会 HP よりお申し込みいただき、下記口座にお振込み下さい。 

HP：https://www.c-linkage.co.jp/jshnc44/ 

入金の確認後、領収証を発行・郵送いたします。 

 銀 行 名 ：三井住友銀行 

 支 店 名 ：金剛支店 

 口座番号 ：（普）4124311 

 口座名義 ：第 44回日本頭頸部癌学会 大会長 西村 恭昌 

 フ リ ガ ナ ：ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲﾆﾎﾝﾄｳｹｲﾌﾞｶﾞﾝｶﾞﾂｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾏｻ 

 

8. その他 

寄付金に対する税制上の優遇措置はございませんのでご了承ください。 

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」に基づき、 

学会等の会合開催費用の支援としての学会寄付、学会共催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 44回日本頭頸部癌学会に関する 

費用について公表されることを了承いたします。 

 

 

寄付金募集要項 
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学会期間中、共催セミナーを下記要領にて開催いたします。 

日程、会場については、共催企業様のご希望をお伺いさせていただきますが、 

最終的には事務局にて決定いたしますので、ご了承ください。 

 

1. 開催日時（予定） 

  ＜ランチョンセミナー＞ 

  2020年 6月 5日（金） 12：10～13：10 

  2020年 6月 6日（土） 12：10～13：10 

 

  ＜モーニングセミナー＞ 

  2020年 6月 6日（土） 7：45～8：45 

 

  ＜イブニングセミナー＞ 

  2020年 6月 5日（金） 17：00～18：00 

 

2. 開催会場 

大阪国際会議場 

 

3. 共催金額（予定）   ※下記金額は税込となります。 
 

セミナー枠 開催日 収容人数 共催金額（税込） 枠数 

ランチョン 

セミナー 

6月 5日(金) 

400～500名 2,750,000円 1 

300～350名 2,200,000円 2 

100～250名 1,650,000円 2 

6月 6日(土) 

400～500名 2,750,000円 1 

300～350名 2,200,000円 2 

100～250名 1,650,000円 2 

モーニング 

セミナー 
6月 6日（土） 

400～500名 2,750,000円 1 

100～250名 1,650,000円 1 

イブニング 

セミナー 
6月 5日（金） 100～250名 1,650,000円 2 

 

※2019年 6月現在、消費税 10％にて計上しております。 

※座席は全てシアター形式を予定しております。 

※プログラム編成の状況により、開催時間・セミナー数については、変更する場合があります。 

 

4. 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。 

HP：https://www.c-linkage.co.jp/jshnc44/ 

 

5. 申込締切  

2019 年 11 月 29 日（金） 

 ※会場に限りがございますため、セミナー開催数に達し次第締め切らせていただきます。 

共催セミナー募集要項 
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6. 注意事項  

1） 演題、座長、演者は、共催企業様のご希望を伺った上で、事務局で 

大会プログラムと調整し、最終決定いたします。 

座長及び演者には主催より許可が出るまで依頼を行わないでください。 

 2) 会場につきましては、数に限りがあるためにご希望に添えない場合もあります。 

   予めご了承ください。 

3） 複数企業との共同開催も可能です。 

4） 申込受理後の解約は、原則として認めかねます。 

 

※上記の費用には以下のものは含まれておりません。 

・座長、演者への謝礼、交通費など 

・参加者への弁当、及び控室での飲食 

・運営要員、看板、ポスター・チラシ等の印刷物 

・会場内既設以外の機材、備品の費用 

 

7. 共催金の振込について 

共催枠確定後、請求書をご担当者様宛に送付いたします。 

 【振込口座】 

 銀 行 名 ：三井住友銀行 

 支 店 名 ：金剛支店 

 口座番号 ：（普）4124311 

 口座名義 ：第 44回日本頭頸部癌学会 大会長 西村 恭昌 

 フ リ ガ ナ ：ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲﾆﾎﾝﾄｳｹｲﾌﾞｶﾞﾝｶﾞﾂｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾏｻ 

  

 ※請求書発行後、1 ヶ月以内に指定の口座へお振込みください。 

 ※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。 

 

8. 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」に基づき、 

学会等の会合開催費用の支援としての学会寄付、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 44回日本頭頸部癌学会に関する 

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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学会期間中、共催ハンズオンセミナーを下記要領にて開催いたします。 

日程、会場については、共催企業様のご希望をお伺いさせていただきますが、 

最終的には事務局にて決定いたしますので、ご了承ください。 

 

1. 開催日時（予定） 

  2020年 6月 5日（金） 午前/午後 

  2020年 6月 6日（土） 午前/午後 

 

2. 開催会場（予定） 

大阪国際会議場 

 

3. 共催金額（予定）   ※下記金額は税込となります。 
 

開催日 収容人数 共催金額 枠数 

2020年 6月 5日（金） 

2020年 6月 6日（土） 

午前/午後 いずれか 

30名 550,000円 1 

※2019年 6月現在、消費税 10％にて計上しております。 

 

4. 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。 

HP：https://www.c-linkage.co.jp/jshnc44/ 

 

5. 申込締切  

2020 年 2月 28 日（金） 

   

6.  注意事項 

1） 日程及び開催会場は、共催企業様のご希望を伺った上で、事務局で 

大会プログラムと調整し、最終決定いたします。 

2） 複数企業との共同開催も可能です。 

3） 申込受理後の解約は、原則として認めかねます。 

4） ハンズオンセミナー開催に必要な機材・備品につきましては各社での費用負担, 

ご手配をお願い致します。 

 

7.  共催金の振込について 

 【振込口座】 

 銀 行 名 ：三井住友銀行 

 支 店 名 ：金剛支店 

 口座番号 ：（普）4124311 

 口座名義 ：第 44回日本頭頸部癌学会 大会長 西村 恭昌 

 フ リ ガ ナ ：ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲﾆﾎﾝﾄｳｹｲﾌﾞｶﾞﾝｶﾞﾂｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾏｻ 

  

 ※請求書発行後、1 ヶ月以内に指定の口座へお振込みください。 

 ※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。 

 

 

共催ハンズオンセミナー募集要項 
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8. 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」に基づき、 

学会等の会合開催費用の支援としての学会寄付、学会共催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 43回日本頭頸部癌学会に関する 

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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1. 出展資格 

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、書籍などを製造又は 

取り扱う企業・団体 

 

2. 小間タイプ・出展料 
 

小間タイプ 
出展料 

（消費税込） 
小間仕様 

医療機器・ 

医薬品等 

展示小間 

165,000円 

／小間 

全体仕様 ： W1980mm×H2100mm×D900mm 

バックパネル ： W1980mm×H2100mm 

社名板 ： W900mm×H200mm （文字のみ、スミ 1色） 

蛍光灯 ： 40W 

展示台 ： W1800mm×H700mm×D900mm（白布付） 

スペース小間 
165,000円 

／小間 
間口 2000 mm×奥行 2000mm×高さ 2500mm（予定） 

書籍展示小間 
33,000円 

／小間 

全体仕様 ： W1800mm×D600mm（予定） 

机：5本含む 

※2019年 6月現在、消費税 10％にて計上しております。 
 

下記については、別途運営事務局へお問い合わせください。 

※ 社名版にロゴ掲載をご希望の場合は、別途料金となります。 

※ 展示テーブルが不要な場合は、予め事務局へ机不要の旨をご連絡ください。 

※ 特別装飾、電源工事などは別途料金となります。 

※ 上記以外のリース備品につきましては、お申込受付後にご案内させていただきます。 

 

3. 展示小間仕様図（予定） 

①＜医療機器・医薬品等展示小間＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示募集要項 

【イメージ図】 

】 

 

 

 

W1980mm 

H2100mm 

社名板 

蛍光灯 

D900mm 

W1800mm 
展示机 (白布付き) 
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②＜スペース小間＞ 

1小間あたり、間口 2000 mm×奥行 2000mm×高さ 2500mm を予定しております。 

   ※出展場所の割当などは申込締め切り後、主催者にて決定いたしますので、ご一任願います。 

     会場のスペース上、小間数の変更をお願いする場合がございますのでご了承ください。 

 

③＜書籍展示小間＞ 

長机（W1800×D600予定）をご用意いたします。 

テーブルクロス、バックパネル等の施工はいたしません。 

※出展場所の割当などは申込締め切り後、主催者にて決定いたしますので、ご一任願います。 

 

4. 申込枠数 

医療機器・医薬品展示小間 28小間 

スペース小間   10小間 

書籍展示小間   10小間 

 

5. 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。 

HP：https://www.c-linkage.co.jp/jshnc44/ 

 

申込内容を確認後、追って請求書を郵送いたします。 

入金確認後、正式なお申込みとさせていただきます。 

 ※出展内容が本学会の趣旨にそぐわないと判断した場合は、出展をお断りすることがあります。 

 

6. 申込締切 

2019 年 12 月 20 日（金） 

※予定小間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、 

お早めにお申込みください。 

 

7. 出展料のお支払い 

出展申込書受領後、事務局より請求書をお送りさせていただきます。 

請求書発行日より 1 ヶ月以内に小間料金を所定の口座にお振込みください。 

 

8. 小間の割当て 

1）小間位置の決定は出展物の種類、小間数、小間構成、実演の有無などを考慮し、 

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ご了承ください。 

※グループ会社間や協力・協同会社間での小間隣接希望がございましたら、 

オンライン登録内の「備考」欄にご記入ください。 

2）出展者が主催者の承諾なく小間の全部あるいは一部の譲渡・交換はできません。 

 

9. 出展の取消し 

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取消しをご希望の場合は、事務局までご連絡ください。 

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。 

 

 

 

 

 

■2019年 11月 29日（金）まで 出展料の 20％ 

■2019年 12月 20日（金）まで 出展料の 50％ 

■2019年 12月 21日（土）以降 出展料全額 
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10. 変更・中止 

1）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。 

2）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。 

 

 

11. 搬入・搬出時の諸注意 

1） 運搬・開梱・展示作業などで、他の出展者の妨げにならないようご注意ください。

特に、搬入出口での開梱作業などはご遠慮ください。 

2） 搬入・出の作業には、必ず出展責任者が立ち会ってください。 

3） 搬入後の展示会場での装飾又は出展物の開梱などの際に生じた 

廃材・梱包資材類は、各出展者の責任において必ず撤去してください。 

4） 撤去の際は、廃材処理等を含めて完全に撤去してください。 

 

12. 搬入出スケジュール（予定）  

搬入・搬出、展示は下記のとおり予定しておりますが、正式なスケジュールは後日配布 

いたします出展者マニュアルにてお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 禁止事項 

下記の項目に抵触する事項を禁止いたします。 

1）消防法、建築法、その他関係法令、会場規定により禁止されている項目に抵触する行為。 

2）小間外での展示活動、参加者、他の出展者に対して危険または迷惑をかける行為。 

3）本学会、展示会の品位を下げるような行為。 

 

14. 出展物の管理および事故 

1）各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損害等について、 

主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねます。 

各社にて保険に加入する等の措置をお取りください。 

2）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 日 付 時 間 （予定） 

搬入・設営 6月 4日（木） 午後 

展 示 
6月 5日（金） 9：00～18：00 

6月 6日（土） 9：00～17：00 

搬出・撤去 6月 6日（土） 17：00～ 
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15. 振込口座 

 銀 行 名 ：三井住友銀行 

 支 店 名 ：金剛支店 

 口座番号 ：（普）4124311 

 口座名義 ：第 44回日本頭頸部癌学会 大会長 西村 恭昌 

 フ リ ガ ナ ：ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲﾆﾎﾝﾄｳｹｲﾌﾞｶﾞﾝｶﾞﾂｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾏｻ 

 

 ※請求書発行後、1 ヶ月以内に指定の口座へお振込みください。 

 ※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。 

 

16. 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」に基づき、 

学会等の会合開催費用の支援としての学会寄付、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 44回日本頭頸部癌学会に関する 

費用について公表されることを了承いたします。 



 14 

 

 
1. 媒体名 

日本頭頸部癌学会 学会誌総会号 

 

2. 発行部数 

3,800部 

 

3. 配布先 

学会員、関係者、協賛企業ほか 

 

4. 原稿サイズ 

A4版 

 

5. 媒体製作費用（予定額） 

2,684,000円 

 

6. 広告料総額（予定額） 

770,000円 

 

7. 広告掲載料  
 

 種 類 タイプ 金額（消費税込） 募集枠数 

1 後付 A （記事中） モノクロ 1頁 110,000円 2 

2 後付 B （記事中） モノクロ 1/2頁 55,000円 10 

※2019年 6月現在、消費税 10％にて計上しております。 

 

 

8. 申込締切日 

2019 年 12 月 20 日（金） 

 

9. 原稿締切日 

同上 

 

10. 広告原稿 

版下データ・紙焼きのいずれか 

※可能な限り電子データ（PDF、aiデータ）でお願いいたします。 

 

11. 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。 

HP：https://www.c-linkage.co.jp/jshnc44/ 

申込内容を確認後、追って請求書を郵送いたします。 

ご入金確認後、正式なお申込みとさせていただきます。 

 

12. 掲載料のお支払い 

申込書受領後、事務局より請求書をお送りさせていただきます。 

請求書発行日より 1 ヶ月以内に掲載料を所定の口座にお振込みください。 

 

広告募集要項 

https://www.c-linkage.co.jp/jshnc44/
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13. 振込口座 

 

          銀 行 名 ：三井住友銀行 

 支 店 名 ：金剛支店 

 口座番号 ：（普）4124311 

 口座名義 ：第 44回日本頭頸部癌学会 大会長 西村 恭昌 

 フ リ ガ ナ ：ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾖﾝｶｲﾆﾎﾝﾄｳｹｲﾌﾞｶﾞﾝｶﾞﾂｶｲ ﾀｲｶｲﾁﾖｳ ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾏｻ 

 

 ※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。 

 

14. 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」に基づき、 

学会等の会合開催費用の支援としての学会寄付、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 44回日本頭頸部癌学会に関する 

費用について公表されることを了承いたします。 

 


