
  

 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 

 

 

 

           

 

総合趣意書 
 

 

 

 

 

 

会 期：2022年 6月 24日(金) ～ 6月 26日(日) 

会 場：京都府立京都学・歴彩館/稲盛記念会館 

 

会 長：伊東 恭子(京都府立医科大学大学院医学研究科 分子病態病理学) 

副会長：水野 敏樹(京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経内科学) 

    橋本 直哉(京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経機能再生外科学) 

 

 



 

1 

ご挨拶 
 

第 63 回日本神経病理学会総会学術研究会を 2022 年(令和 4 年)6 月 24 日(金)から 26 日(日)

までの 3 日間、京都府立京都学・歴彩館/稲盛記念会館(JR 京都駅より京都市営地下鉄【烏丸線】

北山駅南へ徒歩 4 分)にて開催させていただきます。日本医学会分科会の一つとして、日本に 

おける神経病理学の研究を担い発展させてきた歴史と伝統のある本学術研究会の会長を拝命し、

身に余る光栄と存じます。 

さて、京都の地では過去に 4 度本学術研究会が開催されておりますが、前回は伏木信次教授

(京都府立医科大学大学院分子病態病理学)が会長を務められました 2011 年の第 52 回学術研究

会であり、今回はそれから 11年ぶりとなります。 

2020 年 1 月以来、パンデミックとなって猛威を振るってきた COVID-19 の感染拡大の影響を

受け、多くの国内外の学会が Web 開催を余儀なくされ、特に本学会で最も特徴的な、顕微鏡を

みながら対面で議論するという機会が失われてきました。また、この間、京都に訪れる人が 

減少し、街角の様子は少しばかり変貌をとげましたが、平安京以来長きにわたり培われました

文化の薫りはそこここに保たれ、魅力あるまちとして、皆様のお越しをお待ちしております。 

翻りまして、神経病理学の世界におきましては、人工知能を駆使した脳科学研究のめざまし

い発展の中で、今後進むべき方向が議論される時代を迎えております。そこで、第63回学術研

究会では『ニューロパソミクス時代を切り拓く』をテーマとし、国内外の著名な講師をお招き

したプログラムを企画いたします。ゲノミックスに端を発し、遺伝子から個体としての表現型

に至るまでの大きな流れが分子の言葉で記載できるようになったオミクス時代から、次の時代

への動きが加速されようとしています。即ち、ヒト脳の解析において、形態学を重視する神経

病理学を基盤とし、single cell-seqなどから得られる分子生物学的データ、fMRI等の神経画像、

疫学を含む臨床情報に加え、遺伝子改変動物や患者由来iPSCsを用いた実験的研究から得られる

情報等、様々なビッグデータを総合的に解析することによって、個々人のprecision medicine

に還元し得るような神経病理学の未来像が期待されているのではないでしょうか。    

 

脳神経系の病理学の研究に基盤を置く本学会が、ポストオミクス研究がはなばなしく展開 

される中でどのような役割を果たすべきか、神経科学の中に位置付けられる学問領域としての

神経病理学の未来を会員の皆様とともに活発に論じあえる3日間にできればと願っております。

COVID-19の終息がまだ見通せない中ではありますが、豊かな文化の薫るまちである京都におき

まして神経病理学の学術研究会を開催できますこと、多くの参加者がこの京都の地で活発な 

議論を交わすことができますことを心より願っております。何卒よろしくご支援賜りますよう 

お願い申し上げます。 

なお、各社から拠出賜りました第63回日本神経病理学会総会学術研究会への協賛金を   

各社が公表されますことに同意いたします。 

2021年6月 吉日 

第 63回日本神経病理学会総会学術研究会 

会長 伊東 恭子 
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第63回日本神経病理学会総会学術研究会 

開催概要 

 
1. 会 議 の 名 称 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 

The 63rd Annual Meeting of the Japanese Society of Neuropathology 

2. テ ー マ ニューロパソミクス時代を切り拓く 

～Pioneering the new era of Neuropathomics～ 

3. 会 期 2022年6月24日(金)～2022年6月26日(日) 

4. 会 場 京都府立京都学・歴彩館  

〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町1-29 

稲盛記念会館 

〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町1−5 

5. 会 長 伊東 恭子(京都府立医科大学大学院医学研究科 分子病態病理学) 

6. 副 会 長 水野 敏樹(京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経内科学) 

橋本 直哉(京都府立医科大学大学院医学研究科 脳神経機能再生外科学) 

7. 準 備 委 員 会 伊東 秀文(和歌山県立医科大学 脳神経内科) 

望月 秀樹(大阪大学大学院 医学系研究科・神経内科学) 

秋元 治朗(東京医科大学病院 脳神経外科) 

相澤 仁志(東京医科大学 神経学分野) 

岩崎  靖(愛知医科大学 加齢医科学研究所) 

山田 光則(信州大学 神経難病学講座 分子病理学) 

 

2021年6月現在、順不同 

7. 参加予定者数 約600名 

8. 対 象 者 日本神経病理学会会員および医師他 

9. プ ロ グ ラ ム 

( 予 定 ) 

招聘講演、特別講演、会長講演 

シンポジウム、ワークショップ、 

一般演題(口演、示説)、 

モーニングセミナー、ランチョンセミナー 

機器・書籍展示 

その他 

10. 問い合わせ先 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 

 ※学会の収支予算書が必要な企業様は運営事務局までお申し出ください。 

 

mailto:jsnp63@c-linkage.co.jp
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ランチョンセミナー(パッケージ） 募集要項 

 
1. パッケージ料金 

1,500,000円（税込） 

 

2. 募集枠数 

2社 

 

3. パッケージ料金に含まれる項目 

項目 金額に含まれる内容等 

ランチョンセミナー：1セミナー 
ランチョンセミナー募集要項に準ずる 

（6-8ページ参照） 

ホームページバナー広告掲載：1枠  

データ提出要領等は 

ホームページバナー広告募集要項に準ずる

（15ページ参照） 

講演会場スクリーン幕間広告 

動画広告 A-1(60秒以内)  ：1枠 

動画広告データ提出要領等は 

講演会場スクリーン幕間広告に準ずる 

（16-17ページ参照） 

  

4. セミナーテーマ・開催日程等の調整について 

開催日時・テーマ・座長演者等のご希望について、パッケージ申込企業と、ランチョンセミ

ナー単独申込企業からのご希望が重複する場合には、パッケージ申込企業からの希望を優先

し調整させていただきます。 

 

5. 申込方法 

総会ホームページの「協賛申込システム」より「共催セミナー」の「ランチョンセミナー

（パッケージ）」をご選択の上、申し込みください。 

システム上での登録を持ちまして正式な申込とさせていただきます。 

 

6. 申込期限 

2022年(令和4年)2月28日(月) 

 

7. 支払方法 

貴社セミナー枠決定後、運営事務局より請求書をお送りいたします。請求書発行日より1ヶ

月以内に所定の口座にお振込みください。また、入金後のキャンセルによる返金は一切お受

けできませんので、予めご了承ください。 

 

銀 行 名 ： 京都銀行 

店 番 号 ： 出町支店 

口座番号 ： 3793701 

口座名  ： 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 会長 伊東恭子 

(ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹｲﾋﾞﾖｳﾘｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｹﾝｷﾕｳｶｲ） 

 

※請求書到着後1ヶ月以内に指定口座へのお振込をお願いいたします。 

※金融機関発行の振込控をもって、領収書にかえさせていただきます。 

※振込手数料は各社にてご負担ください。 

※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 
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8. 取消 

主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。 

現時点では通常通り、現地でのセミナー開催を予定しておりますが、今後のCOVID-19の国内

での感染状況によりましては、オンラインセミナーのみの実施に変更の可能性もございます。

開催方法が変更となる場合、現在のお申し込み内容をそのまま、オンラインセミナー枠に移

動させていただきます。変更に伴い、貴社事由によりセミナーを辞退する場合にもキャンセ

ル料として規定の全額を申し受けます。あらかじめご了承ください。 

 

9. 申し込み・問い合わせ先 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 

 

10. その他 

各社から拠出賜りました共催金につきまして、各社が公表することに同意します。 
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共催セミナー 募集要項 

 
1. 主催 

第63 回日本神経病理学会総会学術研究会 

※本研究会および貴社の共催とします。 掲載表記は以下の通りでお願いいたします。 

 

共催： 第63 回日本神経病理学会総会学術研究会 

○○○ 株式会社 

 

種類 開催日 会場名 
収容人数 

（予定） 

共催費 

(消費税込) 

募集

枠数 

モーニング

セミナー 

6/25(土) 

6/26(日) 
稲盛記念会館 講義室 100～120席 

880,000円 2 

ランチョン

セミナー 

6/24(金) 

6/25(土) 

6/26(日) 

歴彩館 小ホール/ 

稲盛記念会館 講義室 
100～120席 1,320,000円 
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※2021年6月現在、消費税は10％で計上しています。 

※6/24(金)のランチョンセミナーは「歴彩館 小ホール」のみで開催します。 

※席数は予定です。新型コロナウイルス感染症対策等の事由により変更する場合がございます。 

※ランチョンセミナーの募集枠数は、パッケージでの申込とランチョンセミナー単独申込を合わ

せて最大5枠予定です。協賛パッケージでの申込と単独申込が重複した場合、パッケージでの

申し込みを優先して開催枠を調整させていただきます。予めご了承ください。 

 

2. 共催費用に含まれる項目 

1）会場費 

2）会場付帯設備費(机、椅子、ステージ、音響設備、照明など) 

3）講演機材費(プロジェクター、スクリーン等の学会手配の機材) 

4）運営費用(オペレーター等運営人件費) 

 

3. 共催費用に含まれない項目として貴社にご負担いただきたい内容 

1）座長・演者への渡航費・国内旅費 

2）座長・演者への宿泊費 

3）座長・演者への謝金・接遇費(貴社規定によりお支払いください) 

4）配布用チラシ、資料等印刷制作物、配布要員等(貴社製作のものに限る) 

5）控室での接遇飲食費 

6）運営費用(学会使用以外の追加機材費/看板装飾費/運営人件費など) 

7）参加者用弁当代 

※詳細は後日配布致します共催セミナー実施要項にてお知らせ致しますが、以下の費用は共

催費に含まれていないため、お申し込みされる場合は共催企業のオプション申込となります。 

 

＜オプション項目例＞ 

1) 食事代：参加者用弁当(お茶込み)、演者・座長打合せ食事等 

2) 看板・表示物：会場表示看板、氏名掲示(演者・座長)等 

3) 追加機材：収録、控室の機材・備品等 

4) 運営要員 
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4. 開催日時について 

セミナーの開催時間は60分です。 

各社からのご希望を基に主催者にて調整の上、決定いたします。事前にご連絡いただいた希

望と異なる日程にて開催をお願いする場合がございます。予めご了承ください。 

 

5. プログラムの決定について 

  各社からの希望を基に、主催者にて調整の上、決定させていただきます。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、必ず運営事務局までご連絡ください。 

 

6. 座長・演者とのコンタクトに関して 

貴社セミナーの座長演者候補者の決定後、先生方へのコンタクトは貴社にてお願いいたしま

す。また、海外招聘者の渡航・宿泊手配につきましても各社にて行ってください。 

海外招聘者の現地参加がある場合、必ず滞在スケジュールを運営事務局にご連絡ください。

学会からの招聘状が必要な場合、運営事務局までお知らせください。 

 

7. 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ください。 

変更する場合には貴社にて原状復帰をお願いします。 

※会場・日程の割当てなどは申込締め切り後、講演内容、演者の予定等を考慮し、主催者に

て決定いたしますので、ご一任願います。 

 

8. 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。 

 

9. 申込方法 

総会ホームページの「協賛申込システム」よりお申し込みください。  

システム上での登録を持ちまして、正式な申込とさせていただきます。 

 

10. 申込期限 

2022年(令和4年)2月28日(月) 

 

11. 支払方法 

貴社セミナー枠決定後、運営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ヶ月以内に所定の口座にお振込みください。また、入金後のキャンセルによる返金は

一切お受けできませんので、予めご了承ください。 

 

銀 行 名 ： 京都銀行 

店 番 号 ： 出町支店 

口座番号 ： 3793701 

口座名  ： 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 会長 伊東恭子 

(ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹｲﾋﾞﾖｳﾘｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｹﾝｷﾕｳｶｲ） 

 

※請求書到着後1ヶ月以内に指定口座へのお振込をお願いいたします。 

※金融機関発行の振込控をもって、領収書にかえさせていただきます。 

※振込手数料は各社にてご負担ください。 
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※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 

 

12. 取消 

・主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。 

・現時点では通常通り、現地でのセミナー開催を予定しておりますが、今後のCOVID-19の国

内での感染状況によりましては、オンラインセミナーのみの実施に変更の可能性もござい

ます。開催方法が変更となる場合、現在のお申し込み内容をそのまま、オンラインセミナ

ー開催枠に移動いたします。変更に伴い、貴社事由によりセミナーを辞退する場合、キャ

ンセル料として規定の全額を申し受けます。あらかじめご了承ください。 

 

13. 申し込み・問い合わせ先 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 

 

14. その他 

各社から拠出賜りました共催費につきまして、各社が公表することに同意します。 

  

mailto:jsnp63@c-linkage.co.jp
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企業展示 募集要項 

 

1. 会場  

稲盛記念会館 

   

2. 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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 出展資格 

学会及び展示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 

 

4. 小間料金・仕様 

 
  

種類 
金額 

(消費税込) 

募集 

枠数 

  

仕 様 （予定） 

スペース小間 165,000円/小間 3 W1,980mm×D900mm×H2,400mm 

基礎小間 165,000円/小間 
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・バックパネル(システムパネル)：W1,980mm×H2,400mm 

・ ・社名板 1枚：W900ｍm×H200ｍm(文字のみ、全角、スミ 1色) 

・蛍光灯 1灯：40W 

・展示用テーブル(白布付)1台：W1,800mm×D900mm×H700mm 

書籍・展示 55,000円/式 3 
・展示用机(白布付)2台：W1,800mm×D600mm×H700mm 

・パイプ椅子2脚 

オーディオ 22,000円/式 1 
・展示用机(白布付)1台：W1,800mm×D600mm×H700mm 

・パイプ椅子2脚 

※2021年6月現在、消費税は10％で計上しています。  

 日 付(予定) 時 間(予定) 

搬入・設営 6月24日(金) 夕方～夜間 

展 示 
6月25日(土) 9:00～16:00 

6月26日(日) 9:00～16:00 

搬出・撤去 6月26日(日) 16:00～18:00 
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5. 基礎小間 仕様図(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 基礎小間の出展料に含まれないもの（オプション） 

以下項目の手配をご希望の場合、オプションとして各社にて費用をご負担ください。 

・社名板にロゴ掲載をご希望の場合は、別途料金となります。 

・電気、コンセントが必要な場合は、別途料金となります。 

※詳細は後日、展示事務局より改めてご案内します。 

 

7. 出展場所の設定について 

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、申込締切

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。 

 

8. 注意事項 

1）薬事法未承認品については運営事務局にお問い合わせください。 

2）外国出展物：展示場は保税展示場にはしません。海外からの出展物は、国内貨物として

出展するか、またはATAカルネの制度をご利用ください。 

3）出展物の販売の禁止：会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。

但し、当方の認めたものは、限定的に許可する場合があります。 

4）会場の管理：会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天

災その他の不可効力により、事故、盗難、紛失、及び小間内における人的災害の発生につい

ては責任を負いません。 

※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・損傷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ので、ご了承ください。 
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9. 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）本総会、展示会の品位を下げるような行為。 

 

10. 申し込み方法  

総会ホームページの「協賛申込システム」よりお申し込みください。  

システム上での登録を持ちまして、正式な申込とさせていただきます。 

 

11. 申し込み締切 

2022年3月31日(木) 

※予定小間数に達した場合は、期限前でも申し込みを締め切ることがございます。 

 

12. 出展料のお支払い方法 

出展者は請求書受領後、請求書発行日より1ヶ月以内に総小間料を指定口座へお振込みくだ

さい。入金後のキャンセルによる返金は一切お受けできませんので、予めご了承ください。 

 

銀 行 名 ： 京都銀行 

店 番 号 ： 出町支店 

口座番号 ： 3793701 

口座名  ： 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 会長 伊東恭子 

(ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹｲﾋﾞﾖｳﾘｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｹﾝｷﾕｳｶｲ） 

 

※請求書到着後1ヶ月以内に指定口座へのお振込をお願いいたします。 

※金融機関発行の振込控をもって、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。 

※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 

※会期中ご使用されました備品・電源仮設料金・電気使用料等のオプション費用は、会期終

了後にご請求いたします。 

※出展料およびオプション費用の消費税率は、御請求時の税率を適用いたします。 

 

13. 申し込みの保留・取消 

出展内容が本展示会の趣旨にそぐわない場合、主催者はその受付を保留・拒否する場合があ

ります。なお「協賛申込システム」からの正式申込後の取消しは、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しを希望される場合は文書にて事情を説明し、主催

者の承認を得てください。 

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。 

 

・2022年2月18日(木)まで：キャンセル料なし 

・2022年3月03日(木)まで：出展小間料の20% 

・2022年3月17日(木)まで：出展小間料の50% 

・2022年3月18日(金)以降：出展小間料全額 
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14. 展示会の中止・変更  

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。 

3）現時点では通常通り、現地での展示会開催を予定しておりますが、今後のCOVID-19の国

内での感染状況によりましては、オンライン出展のみの実施に変更の可能性がございます。 

開催方法が変更となる場合、お申し込み内容はオンライン展示会出展枠に移動させていただ

きます。出展枠の変更後、貴社事由により出展を辞退する場合にも既定のキャンセル料を申

し受けます。あらかじめご了承ください。 

 

15.申し込み・問い合わせ先 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 
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プログラム・抄録集広告 募集要項 
 

1. 媒体名 

第 63回日本神経病理学会総会学術研究 プログラム・抄録集 

 

2. 発行部数 

1,500部 

 

3 .  発行予定日 

2 0 2 2 年 4 月 (事前発送予定 )  

 

4 .  原稿サイズ 

A4 

 

5. 広告料総額 

1,804,000円(税込・予定) 

 

6. 媒体製作費用 

2,200,000円(税込・予定) 

 

7. 配布先 

日本神経病理学会 学会員、第 63回学術研究会 参加登録者等 

 

8. 掲載依頼社数 

23社 

 

9. 広告掲載料 

 種 類 タイプ 金額(消費税込) 募集枠数 

1 表2 モノクロ 1頁 132,000円 1 

2 表3 モノクロ 1頁 132,000円 1 

3 表4 モノクロ 1頁 165,000円 1 

4 後付け モノクロ 1頁 110,000円 5 

5 後付け モノクロ 1/2頁 55,000円 15 

※2021年6月現在、消費税は10％で計上しています。  

 

10. 申込締切日 

2022年 3月 31日(木) 

 

11. 原稿締切日 

2022年04月08日(金) 

 

12. 広 告 原 稿 

完全版下データを CD-Rまたは紙焼きにて、運営事務局までお送りください。データは A5版

(1/2 頁の場合 A6 版横長)とし、EPS データ(Illustrator、PhotoShop も可)で入稿ください。

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。 
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13. 申込方法 

総会ホームページの「協賛申込システム」よりお申し込みください。  

システム上での登録を持ちまして、正式な申込とさせていただきます。 

 

14. 掲載料振込 

請求書発行日より1ヶ月以内に所定の口座にお振込みください。 

入金後のキャンセルによる返金は一切お受けできませんので、予めご了承ください。 

 

銀 行 名 ： 京都銀行 

店 番 号 ： 出町支店 

口座番号 ： 3793701 

口座名  ： 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 会長 伊東恭子 

(ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹｲﾋﾞﾖｳﾘｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｹﾝｷﾕｳｶｲ） 

 

※請求書到着後1ヶ月以内に指定口座へのお振込をお願いいたします。 

※金融機関発行の振込控をもって、領収書にかえさせていただきます。 

※振込手数料は各社にてご負担ください。 

※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 

 

15. 申し込み・問い合わせ先 

第63 回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 

 

  

mailto:jsnp63@c-linkage.co.jp
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ホームページバナー広告 募集要項 

 
1. 広告媒体名 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 ホームページ 

https://www.c-linkage.co.jp/jsnp63/ 

 

2. 閲覧対象 

日本神経病理学会会員、第63回学術研究会参加者、関連企業・団体等 

 

3. 掲載料及び募集数 

掲 載 料：￥110,000 

募集口数：2社 

※掲載箇所につきましては主催者にご一任ください。 

※2021年6月現在、消費税は10％で計上しています。 

 

4. 掲載期間 

データ入稿並びにご入金より約2週間後 ～ 学会終了時(予定) 

 

5. 広告仕様 

バナー広告データは貴社にてご準備ください。 

データは下記運営事務局までE-mailにて送付ください。 

※サイズ・形式・容量はお申し込み後に運営事務局よりご連絡いたします。 

 

6. 申込方法 

総会ホームページ内の「協賛申込システム」よりお申し込みください。 

システム上での登録を持ちまして、正式な申込とさせていただきます。 

 

7. 申込締切 

2022年3月31日(木) 

 

8. 掲載料の振込 

請求書発行日より1ヶ月以内に所定の口座にお振込みください。 

入金後のキャンセルによる返金は一切お受けできませんので、予めご了承ください。 

銀 行 名 ： 京都銀行 

店 番 号 ： 出町支店 

口座番号 ： 3793701 

口座名  ： 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 会長 伊東恭子 

(ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹｲﾋﾞﾖｳﾘｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｹﾝｷﾕｳｶｲ） 

※請求書到着後1ヶ月以内に指定口座へのお振込をお願いいたします。 

※金融機関発行の振込控をもって、領収書にかえさせていただきます。 

※振込手数料は各社にてご負担ください。 

※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 

 

9. 問い合わせ・バナーデータ送付先 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357  FAX：075-231-6354 E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 

mailto:jsnp63@c-linkage.co.jp
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講演会場スクリーン幕間広告 募集要項 

 
1. 広告媒体名 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 現地講演会場内メインスクリーン 

 

2. 広告放映期間・対象 

放映期間：2022年6月24日(金)～6月26日(日) 

対  象：第63回日本神経病理学会総会学術研究会 参加者(のべ約600名) 

 

3. 掲載料及び募集数 

※配信順等につきましては主催者にご一任ください。 

※2021 年 6月現在、消費税は 10％で計上しています。 

 

4. 広告仕様 

(ア) 動画広告：MP4ファイル形式動画データ 

(イ) スライド広告：PPTスライドデータ(画面比率16：9推奨) 

 

5. 申込方法 

総会ホームページの「協賛申込システム」よりお申し込みください。 

システム上での登録を持ちまして、正式な申込とさせていただきます。 

 

6. 申込締切 

2022年3月31日(木) 

 

7. 支払方法 

申込書受領後、運営事務局より請求書をお送りいたします。請求書発行日より1ヶ月以内に所

定の口座にお振込みください。また、入金後のキャンセルによる返金は一切お受けできませ

んので、予めご了承ください。 

 

銀 行 名 ： 京都銀行 

店 番 号 ： 出町支店 

口座番号 ： 3793701 

口座名  ： 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 会長 伊東恭子 

(ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹｲﾋﾞﾖｳﾘｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｹﾝｷﾕｳｶｲ） 

 

 

種類 配信時間帯(予定) 配信回数/長さ 掲載料(税込) 募集数 

動画広告 A-1 

(60秒以内) 
招聘講演・特別講演

の開催前後を含むセ

ッション幕間時間 

会期中 6回以上/ 

延べ 6分以上 
275,000円 1社 

動画広告 A-2 

(30秒以内) 

会期中 6回以上/ 

延べ 3分以上 
220,000円 1社 

動画広告 B-1 

(60秒以内) 

シンポジウム、一般

演題(口演)等の開催

前後を含むセッショ

ン幕間時間 

会期中 6回以上/ 

延べ 6分以上 
165,000円 1社 

動画広告 B-2 

(30秒以内) 

会期中 6回以上/ 

延べ 3分以上 
88,000円 1社 

 

スライド広告 

(1枚 5秒) 
指定なし 延べ 1分程度 88,000円 5社 
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※請求書到着後1ヶ月以内に指定口座へのお振込をお願いいたします。 

※金融機関発行の振込控をもって、領収書にかえさせていただきます。 

※振込手数料は各社にてご負担ください。 

※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 

 

8. 問い合わせ・データ送付先 

  第63回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp  
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ネックストラップ提供 募集要項 

 
1. 学会名：  

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 

 

2. 会 長：  

京都府立医科大学大学院医学研究科 分子病態病理学 教授 伊東恭子 

  

3. 会 期：  

2022年6月24日(金)～6月26日(日) 

 

4. 会 場：  

京都府立京都学・歴彩館  

〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町 1-29 

TEL: 075-723-4831 

稲盛記念会館 

〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町 1−5 

TEL: 075-703-4925 

 

5. 配布対象：  

第 63回日本神経病理学会総会学術研究会 参加者・医局運営スタッフ等（700名） 

 

6. 募集数： 

2社 

 

7. 必要個数：  

700本予定 (2社合計) 

 

8. 申込方法： 

総会ホームページの「協賛申込システム」よりお申し込みください。 

システム上での登録を持ちまして、正式な申込とさせていただきます。 

 

9. 申込締切： 

2022年3月31日(木) 

 

10. 申し込み・問い合わせ先 

第 63 回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 

 

  

mailto:jsnp63@c-linkage.co.jp
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コングレスバッグ提供 募集要項 

 
1. 学会名：  

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 

 

2. 会 長：  

京都府立医科大学大学院医学研究科 分子病態病理学 教授 伊東恭子 

  

3. 会 期：  

2022年6月24日(金)～6月26日(日) 

 

4. 会 場：  

京都府立京都学・歴彩館  

〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町 1-29 

TEL: 075-723-4831 

稲盛記念会館 

〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町 1−5 

TEL: 075-703-4925 

 

5. 配布対象：  

第 63回日本神経病理学会総会学術研究会 参加者他（600名） 

 

6. 募集数： 

2社 

 

7. 必要個数： 600 個(2社合計) 

 

8. 申込方法： 

総会ホームページの「協賛申込システム」よりお申し込みください。 

システム上での登録を持ちまして、正式な申込とさせていただきます。 

 

9. 申込締切： 

2022年3月31日(木) 

 

10. 申し込み・問い合わせ先 

第 63 回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町 634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 
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寄附金 募集要項 

 
1. 寄附の名称 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 

 

2. 寄附の目的 

第63回日本神経病理学会総会学術研究会 開催準備および運営費用に充当 

 

3. 寄附目標額 

3,000,000円 

 

4. 代表者 

京都府立医科大学大学院医学研究科 分子病態病理学 教授 伊東恭子 

 

5. 寄附期間 

2021年6月～2022年6月末日 

 

6. 寄附金申込先および振込先 

総会ホームページの「協賛申込システム」よりお申し込みください。 

申込後、ご登録いただいた金額を下記の指定口座にお振込みください。 

 

銀 行 名 ： 京都銀行 

店 番 号 ： 出町支店 

口座番号 ： 3793701 

口座名  ： 第63回日本神経病理学会総会学術研究会 会長 伊東恭子 

(ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｶｲﾆﾎﾝｼﾝｹｲﾋﾞﾖｳﾘｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｹﾝｷﾕｳｶｲ） 

 

※金融機関発行の振込控をもって、領収書にかえさせていただきます。 

※振込手数料は各社にてご負担ください。 

※手形等によるお支払いはご遠慮ください。 

 

7. 申し込み・問い合わせ先 

第63 回日本神経病理学会総会学術研究会 運営事務局 
〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 

株式会社コンベンションリンケージ内 

TEL：075-231-6357 FAX：075-231-6354 

E-mail：jsnp63@c-linkage.co.jp 

 

8. その他 

各社から拠出賜りました寄附金につきまして、各社が公表することに同意します。 
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