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会   期：2022 年 9 月 16 日（金）・17 日（土） 

会   場：コングレススクエア日本橋 

当番世話人：青木 武士 

（昭和大学医学部 外科学講座  

消化器・一般外科部門 主任教授） 



ご 挨 拶 

 

謹啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたび、日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会の当番世話人を拝命いたしました、昭和大学

消化器・一般外科の青木武士でございます。第 5 回という節目の回を拝命いたしましたことに身の引

き締まる思いでございます。  

  初めにこのたびの新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々、またそのご家族様

に心よりお悔やみを申し上げます。  

  新型コロナウイルス感染症により、これまで多くの学術会議、研究会が中止ないしは延期を余儀な

くされてきましたが、感染症対策の徹底、ワクチンをはじめとする抗ウイルス対策などにより、また

web 会議やハイブリッド会議など多様な会議スタイルが創出され、新しい医学・医療の発信や情報共

有が可能となってまいりました。第 5 回となります本研究会も感染対策を強化し、多くの参加者に安

心・安全に会議にご参加いただけますよう教室員一同鋭意準備を整えてまいります。  

 “見えないものを可視化する”技術の導入により医療は大きな転換期にあります。手術時に目視では

確認できない腫瘍やリンパ節、組織構造物について、蛍光ガイドを用いることによりそれらを明瞭に

識別することが可能となり、より安全で精緻な手術の実現が可能となってまいりました。  

 蛍光ガイド手術はリアルタイム手術ナビゲーションの領域を牽引してきた最先端技術であり、今後

も臨床における様々な課題に対し改良・改善を積み重ねていくことで、未来のあらゆる外科手術には

“must- have” な医療技術となることが容易に想像できます。本研究会では未来を見据えた新規技術

の情報共有も強く期待しており、bench side to bed side to bench side の熱い discussion が実現でき

る場をご提供できるようプログラム構成に努めてまいります。本研究会のテーマを「光が繋ぐ匠の技

と科学の粋」とさせていただきました。各領域の外科手術の匠の技や使用経験、そして独創的科学技

術が結集した技と知を科学し深化できる研究会を目指してまいりたいと思っております。  

  本研究会は第 1 回が東京大学 石沢武彰先生、第 2 回は京都大学 戸井雅和先生、第 3 回は国際医療

福祉大学 吉田昌先生、第 4 回は高知大学 花﨑和弘先生が当番世話人として多くの参加者が集った盛

況で熱い研究会を開催されました。第 5 回もこれまでの研究会に倣い全国からの多くの参加者により

まさに“匠の技と科学の粋”を集積し、今後の蛍光ガイド手術の発展に寄与できることを願っており

ます。  

  本来、開催にともなう費用は参加登録費で賄われるべきものであり、本会でもこの原則に従って極

力経費を切り詰めるように努力しておりますが、当会を充実させるために、関係各位にご支援をお願

いする次第でございます。本研究会の趣旨をご賢察の上、何卒応分のご協力を賜りたく、伏してお願

い申し上げます。 

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 
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日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会 

当番世話人  青木 武士 

昭和大学医学部 外科学講座 消化器・一般外科部門 主任教授 



Ⅰ 開催概要 
 

 
1. 会議の名称 

 日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会 

 

2. テーマ 

 光が繫ぐ匠の技と科学の粋  

〜蛍光可視下手術が導く外科手術のパラダイムシフト〜 

 

3. 主催団体の名称 

 日本蛍光ガイド手術研究会 

 

4. 当番世話人 

 青木 武士（昭和大学医学部 外科学講座 消化器・一般外科部門 主任教授） 

 

5. 開催期間 

    2022 年 9 月 16 日（金）・17 日（土） 

 

6. 開催場所 

 コングレススクエア日本橋 

 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-3-13 東京建物日本橋ビル 2 階 

 TEL：03-3275-2090 FAX：03-3275-2089 

 

7. 会議計画の概要（予定） 

 ①会議日程 

       特別講演、シンポジウム、一般演題、共催セミナー他 

 ②参加者数 

 約 150 名 

 

8. 主催事務局 

 昭和大学医学部 消化器・一般外科学教室 

〒142-8666 東京都品川区旗の台 1-5-8 

TEL・FAX:03-3784-8677 

 

9. 運営事務局 

 日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会 運営事務局 

 株式会社インタープラン・コーポレーション 

 〒150-0046  東京都渋谷区松濤 1-28-4  松濤六番館 4 階 

 TEL：03-5422-3301  FAX：03-3461-8181 

 E-mail：jsfgs2022@c.inter-plan.co.jp 



Ⅱ  収支計画 

 

（単位：円） 

  
項　　　　目 単価 数量 金　　額 項　　　　目 金　　額

１ 参加料収入 300,000 １ 会場費 4,597,540

参加費 3,000 100 300,000 （１）会場関係費 2,895,950

参加費（学会年会費支払済） 0 50 0 （２）機材費 1,107,590

（３）看板･装飾費 93,500

２ セミナー共催料収入 7,700,000 （４）展示会設営費 500,500

ランチョンセミナー 2,200,000 2 4,400,000

イブニングセミナー 1,650,000 1 1,650,000 ２ 運営費 2,235,273

スポンサードセミナー 1,650,000 1 1,650,000 （１）事前準備費 308,000

（２）スタッフ費 1,112,100

３ 展示料収入 660,000 （３）業務管理費 507,173

基礎小間 220,000 3 660,000 （４）演題処理関係費 308,000

４ 広告料収入 759,000 ３　会議費 1,411,960

表2 165,000 1 165,000

表3 110,000 1 110,000 ４　印刷費 1,577,290

表4 220,000 1 220,000

後付１頁 88,000 3 264,000 ５　消耗品費 13,750

５ 寄付金収入 500,000 ６　通信費 51,000

６ 補助金収入 300,000 ７　雑費 5,000

７ 雑収入 0 小　　計 9,891,813

予 備 費 327,187

合　　　　計 ¥10,219,000 合　　計 ¥10,219,000

収　入　の　部 支　出　の　部



Ⅲ  共催セミナー 

 

1. 募集セミナーおよび共催費 

 

開催日 セミナー種類 予定席数 共催費（税込） 企画数 

9月 16日(金)  

ランチョンセミナー1 190席 \2,200,000.- 1枠 

イブニングセミナー 190席 \1,650,000.- 1枠 

9月 17日(土) 
ランチョンセミナー2 190席 \2,200,000.- 1枠 

スポンサードセミナー 190席 \1,650,000.- 1枠 

 

※ 複数企業での共同共催も可能です。 

※ プログラムの状況により、開催日・開催会場数・セミナー・講演数は変更する場合があります。 

 

【共催費用に含まれるもの】 

基本的な講演機材費（ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ１台、ｽｸﾘｰﾝ１面、座長・演者表示灯１式、座長・演者用モニ

ター、計時回線１式、ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀｰ１本、卓上ﾗｲﾄ 3台、演者用 PC（Windows）、映写台、控室会場費 

【共催費用に含まれないもの】  

座長・講師招聘にかかる諸経費（宿泊費・交通費・謝金等）、控室内でのケータリング代、参加者用

弁当代、セミナー運営人員（アナウンス、進行、照明、お弁当・資料配布係等）、会場前看板費、チ

ラシ印刷費 等 

 

2. セミナーの割り当て 

開催日とセミナー種別については、共催企業のお申込み後、主催事務局にてプログラムとの調整や

セミナーの内容等を考慮の上、決定いたします。あらかじめご了承ください。 

 

3. 座長・演者への依頼について 

テーマおよび座長・演者は主催事務局と共催企業との相談で決定させていただきますため、座長・

演者への内諾はお取りいただかないようお願いいたします。なお、貴社でのご希望やご提案などあ

りましたら、お申込みの際にお知らせください。 

 

4. キャンセルについて 

お申込後のキャンセルは、当番世話人が不可抗力と認めた場合以外にはできませんので、予めご了

承ください。 

 

  



5. 透明性ガイドラインに基づく学会共催セミナー費用の開示について 

本大会は、日本製薬工業協会が示す「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「加盟企業と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」 に従い、学会等の会合開 

催にかかる費用を「学会名」「共催セミナー名」の通りに、加盟企業のウェブサイト上に公開するこ 

とに同意いたします。 

 

6. 今後のスケジュール 

「申込書」締切 2022年 3月 16日（水） 

日時の調整 2022年 5月末 

日時の決定及び通知 2022年 5月末 

座長及び演者・演題調整 

 ※講演依頼は各社で行ってください。 
2022年 5月～6月 

共催セミナー内容最終決定 2022年 6月上旬 

飲食・オプション機材受付 2022年 7月 

同上 締切 2022年 8月 

                           ※上記は予定です。若干前後することがあります。 

 

7. その他注意事項 

共催セミナーについての詳細、基本仕様以外のオプション備品は、別途「共催セミナーの 

ご案内」にて後日改めてご案内いたします。 

 

8. お申込・お支払い期限 

 申込締切：2022 年 3 月 16 日（水） 

 支払期日：2022 年 7 月 28 日（木） 

※ お申込みをいただいてからセミナー日時決定後、運営事務局より請求書をお送りします。 

振込先； 

銀行名： 三井住友銀行 渋谷駅前支店（店番号：234） 

口座番号： 普通 5345580 

口座名： 日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会 

当番世話人 青木 武士 

ニホンケイコウガイドシュジュツケンキュウカイ 

ダイゴカイガクジュツシュウカイ 

トウバンセワニン アオキ タケシ 

 

 

9. お申込方法について 

 「Ⅶ  申込要領」をご参照ください。 

 

 

 

 



Ⅳ  広告掲載 

 

1) 広告媒体名称 日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会  プログラム・抄録集 

 

2) 発行部数（予定） 250 部（A4：表紙カラー、本文モノクロ） 

 

3) 媒体制作費（予定） 1,012,000 円（税込） 

 

4) 広告総額              759,000 円（税込）（募集数：8 枠） 

 

5) 広告掲載費 

広告スペース 募集枠 掲載費（税込） 

表 4（カラー） 

A4 サイズ／1 頁 

1 枠 220,000 円 

表 2（モノクロ） 1 枠 165,000 円 

表 3（モノクロ） 1 枠 110,000 円 

後付（モノクロ） 3 枠 88,000 円 

 

6) 原稿版下について 

版下データを 2022年 5月 30日（月）までに、運営事務局までお送りください。 

 

7) 申込期限 

2022 年 3 月 21 日（月） 

 

8) 申込方法について 

 「Ⅶ  申込要領」をご参照ください。 

  



Ⅴ  企業展示 

 

1. 展示会場 コングレススクエア日本橋 3F ホワイエ 

  ※申込状況により会場変更の可能性がございます。 

あらかじめご了承ください。 

2. 日程（予定） 

 ＊搬入 2022 年 9 月 15 日（木）  18：00～20：00 

 ＊展示 2022 年 9 月 16 日（金）   8：30～16：00 

  2022 年 9 月 16 日（金）   8：30～16：00 

 ＊搬出 2022 年 9 月 17 日（土）  16：00～18：00 

 

 ※搬入・搬出スケジュール等詳細は「出展者へのご案内」で改めてお知らせします。 

 

3. 出展料 

種類 単位 出展費用（税込） サイズ 募集枠 

基礎小間 1 小間 220,000 円 W1800 x D900 x H2100 3 小間 

 

 

 

  

3. 小間の割り当て 

 ＊申込締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数等を考慮のうえ、主催者が決定し、出展者に 

 通知します。（出展者説明会は行いません。） 

 また、出展者はこの決定に対する申し立てはできません｡ 

 ＊出展者が主催者の許可なく小間の全部あるいは一部の譲渡や交換を行うことはできません。 

 

 

【基礎仕様に含まれるもの】 

 ① バックパネル 

   （W1800×H2100） 

 ② 展示台 

   （W1800×D900×H700）x1台 

  ③ 白布＋腰巻 

④ 社名板（W900×H200） 

   統一書体（ゴシック体）にて表記 

   白ベース、黒文字 

※仕様は変更になる可能性があります。 



4. 出展の取消 

 出展者は原則として出展を取り消すことはできません｡ 

 

5. 変更・中止 

 主催者は不可抗力、またはやむを得ない事由により､本展示会の開催期間および開催時間の変更､ 

 または開催の中止等を行う場合もあります｡中止の場合、出展料は返金いたしますが､出展者側で 

 それまでに要した費用は各社の負担となります｡ 

 

6. 出展物の管理 

 出展物の管理は各出展者が責任を負うものとし､盗難､紛失、損傷については、主催者は補償を含め 

 た一切の責任を負いかねますので､各社にて保険に加入する等の措置を取ってください｡また、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｡ 

 

7. 未承認医療用具の展示 

 薬事法未承認医療用具等を出展する場合は、事前に、出展申請書を運営事務局迄ご提出ください。 

 

8. その他注意事項 

 ＊電力（100V）ご使用の場合、電源仮設 2 次配線工事費は出展者の負担になります。また、 

 コンセント設置ご希望の場合は、別途お申込が必要で、有料となります。 

 ＊その他、展示会場のついての詳細、基礎仕様以外のオプション備品、基本仕様内容の要・ 

 不要は、別途「出展者へのご案内」にて後日改めてご案内いたします。 

 

9. 申込期限 

 2022 年 5 月 25 日（水） 

 

10. 出展料のお支払いについて 

申し込み内容について主催者による承認の後､請求書を送付いたします｡ 

振込先； 

銀行名： 三井住友銀行 渋谷駅前支店（店番号：234） 

口座番号： 普通 5345580 

口座名： 日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会 

当番世話人 青木 武士 

ニホンケイコウガイドシュジュツケンキュウカイ 

ダイゴカイガクジュツシュウカイ 

トウバンセワニン アオキ タケシ 

 

11. 申込方法について 

 「Ⅶ  申込要領」をご参照ください。 

  



Ⅵ  寄付 募集要項 

 

1. 募金の名称 

日本蛍光ガイド手術研究会第 5回学術集会 

 

2. 募金の目標額 

500,000円（総経費：10,219,000円） 

 

3. 募金の対象先 

医学・薬学関係企業 他 

 

4. 募金期間 

2021年 11月 22日（月）から 2022年 9月 15日（木）までの間 

 

5. 募金の用途 

日本蛍光ガイド手術研究会第 5回学術集会の準備および運営の費用 

 

6. 募金の払込方法 

趣旨にご賛同賜り、ご協力いただけます場合は、「Ⅶ  申込要領」に記載の申込フォームより 

お申込みのうえ、下記口座へお振込みください。 

 

   <募金払込口座> 

振込先； 

銀行名： 三井住友銀行 渋谷駅前支店（店番号：234） 

口座番号： 普通 5345580 

口座名： 日本蛍光ガイド手術研究会第 5回学術集会 

当番世話人 青木 武士 

ニホンケイコウガイドシュジュツケンキュウカイ 

ダイゴカイガクジュツシュウカイ 

トウバンセワニン アオキ タケシ 

 

 

 



Ⅶ  申込要領 

 

1. 申込方法、申込先 

下記の申込サイトからオンラインでお申し込みください。 

募集内容 申込サイト 申込締切 

共催セミナー https://ws.formzu.net/fgen/S81597947/ 

 

2022 年 3 月 16 日（水） 

広告掲載 https://ws.formzu.net/fgen/S9182908/ 

 

2022 年 3 月 21 日（月） 

企業展示 https://ws.formzu.net/fgen/S76628244/ 

 

2022 年 5 月 25 日（水） 

寄付 https://ws.formzu.net/fgen/S71263641/ 

 

2022 年 9 月 15 日（木） 

 

お問い合わせ先 

【日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会 運営事務局】 

株式会社インタープラン・コーポレーション 

〒150-0046 東京都渋谷区松濤 1-28-4 松濤六番館 4 階 

TEL：03-5422-3301 FAX：03-3461-8181  E-mail：jsfgs2022@c.inter-plan.co.jp  

 

2. 請求について 

請求書到着後に下記の口座にお振込みください。 

なお、振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願いいたします。 

振込先； 

銀行名： 三井住友銀行 渋谷駅前支店（店番号：234） 

口座番号： 普通 5345580 

口座名： 日本蛍光ガイド手術研究会第 5 回学術集会 

当番世話人 青木 武士 

ニホンケイコウガイドシュジュツケンキュウカイ 

ダイゴカイガクジュツシュウカイ 

トウバンセワニン アオキ タケシ 

https://ws.formzu.net/fgen/S81597947/
https://ws.formzu.net/fgen/S9182908/
https://ws.formzu.net/fgen/S76628244/
https://ws.formzu.net/fgen/S71263641/


3.「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」について 

本会は、日本製薬工業協会が示す「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

「加盟企業と医療機関および医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開

催にかかる費用を「学会名」「協賛内容」のとおりに、加盟企業のウェブサイト上に公開すること

に同意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


