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会      期： 2022年 6月 7日（火）～11日（土） 

会      場： 虎ノ門ヒルズフォーラムおよび CIC Tokyo 

組織委員長 (CARS2022)：  

村垣 善浩（東京女子医科大学 先端生命医科学研究所） 

 大会長 (31st JSCAS):  

   正宗 賢  （東京女子医科大学 先端生命医科学研究所） 
  



ご 挨 拶 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

さて、このたび、第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS2022）およ

び市民公開講座を 2022年 6月 7日（火）～11日（土）の 5日間、虎ノ門ヒルズ（東京）におい

て開催する運びとなりました。また第 31回日本コンピュータ外科学会大会も同時に開催され

ることになりました。 

本会議は、コンピュータ支援放射線医学および外科学分野において最も歴史のある国際

会議であります。情報科学の利用を更に活性化し、診断精度を上げるとともに精密・精緻な

手術を行い、治療成績を上げるために 1985年より 36年間開催されてまいりました。この会議

の目標と期待される成果は、まさしく正確な病気の診断と高い精度の治療です。特に最近は

AIやロボット技術なども含めたコンピュータ支援なくしてはできない外科手術と放射線治療が

あり、徐々に普及しつつあるこれらを更に発展させ、普及せしめることを目的としております。

日本での開催は 8年ぶり、3回目の開催となります。 

 本会議を日本で開催できる機会を得たことは、日本の医工学分野全体の大きな喜びで、医

学、工学の全ての分野に大きな影響を及ぼすものと考えます。この機会を活かして、日本の

工学、医学、そしてそれぞれの分野がうまく融合した医工学の研究レベルの高さを国際的に

アピールし、今後の我が国におけるこの分野の発展に大きく貢献できるよう、日夜研鑽に努め

ております。 

 本会議の運営につきましてはできるだけ簡素で、しかも内容が充実したものを旨といたした

いと考えております。COVID-19の感染が未だ収束に向かわない中で、新しい国際会議のあ

り方が模索されておりますが、本会議はまさに新しい時代変容のタイミングの時期に開催され

ることから、新しい様式で開催する国際会議の試金石となり得ます。そのため、参加者の見積

もりも難しく、会費だけでは賄いきれないのが現状でございます。つきましては、皆様からのご

支援を賜りたく存じます。諸費ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、本会を実り多きものにす

るため、格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 本来ならば参上し、拝眉の上お願いすべきことではございますが、本書面を借りてご高配と

ご援助の程、衷心よりお願い申し上げます。 

 末筆ながら、貴社の一層のご発展を祈念いたしております。 

謹白 

2021年 7月吉日 

日本コンピュータ外科学会 

理事長   光石 衛 

(東京大学大学院工学系研究科 教授) 

第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議 

組織委員会委員長   村垣 善浩 

(東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 教授) 

第 31回日本コンピュータ外科学会大会 

大会長  正宗 賢 

(東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 教授) 



開 催 概 要 

 

1. 会議の名称とテーマ 

 （1）名 称 

    和 文 名 :  第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議 

    英 文 名 :  Computer Assisted Radiology and Surgery 

36th International Congress and Exhibition 

 （2）テーマ 

    「ＡＩ×ロボット×医療の最前線：未来と展望」 

 

2. 開催機関の名称 

   主  催 ：  日本コンピュータ外科学会 

日本学術会議（予定） 

   共  催 ：  第 31回日本コンピュータ外科学会大会 

   後  援 ：  東京都観光財団 

 

   運  営 ：  第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議運営委員会 

第 31回日本コンピュータ外科学会大会 

 

3. 開催期間 ：  2022年 6月 7日（火）～11日（土） 

            ※6 月 11日（土）市民公開講座（予定） 

 

4. 開催地 ：  虎ノ門ヒルズフォーラム 

〒105-6390 東京都港区虎ノ門１－２３－３ 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階 

 

5．会議の公用語 ： 英語、 一部 日本語 

 

6. 責任者 ：  

    第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議 (CARS2022) 

    組織委員会委員長  村垣 善浩 （東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 教授） 

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1  

東京女子医科大学先端生命医科学研究所 TWIns 

 

 （共催）第 31回日本コンピュータ外科学会大会 (31st JSCAS) 

 大会長 正宗 賢 （東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 教授） 

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1  

東京女子医科大学先端生命医科学研究所 TWIns 

 

 

 

 



7. 日本開催の経緯 (CARS2022) 

 

国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会(CARS)の日本開催の要望は 1995年よ

り強まり、1998年の第 12回大会が東京で開催されました。その後、日本からの参加

者が増加し日本開催の要望が依然強いため、後の 2006年に大阪で開催、2014年

に福岡で開催され、それぞれ成功をおさめてきました。その後は欧米を中心に開催

されていましたが、やはり日本発の成果を世界に発信すべきとする要望も強まり、

2019年7月に IFCARSの委員会にて開催候補地を決める投票がなされ、その結果、

2022年に東京開催が決定しました。直近 5年間の開催地を下記に示します。2020

年度，2021年度は COVID-19禍によりハイブリッド形式でドイツのミュンヘンで開催

いたしました。 

 

2018年（第 32回）  ベルリン（ドイツ） 

2019年（第 33回）  レンヌ（フランス） 

2020年（第 34回）  ミュンヘン（ドイツ） （ハイブリッド開催） 

2021年（第 35回）  ミュンヘン（ドイツ） （ハイブリッド開催） 

2022年（第 36回）  東京（日本）    

 

 

8. 日本開催の目的と意義 (CARS2022) 

 

この会議の目標と期待される成果は、より正確な病気の診断と、より高精度・緻密な

治療の実現によって得られる医療の質向上、患者の生活の質向上であります。特に

近年は高度科学技術の発展に伴い、コンピュータやロボット技術、AI支援による高

度診断や外科手術・放射線治療が徐々に普及しつつあり、これらを更に発展させ、

普及せしめることを目的としています。2022年 6 月には COVID-19感染拡大がある

程度収まることが期待でき、診断・治療の新しい様式に資する新潮流を含めたテー

マを軸として研究発表と討論を行う予定です。 

日本開催は、我が国で発展著しい先端技術による革新医療機器の開発基盤を全世

界の研究者にアピールするだけでなく、高度な知見の世界への拡散、特に発展途

上国支援を念頭にしたアジア諸国の多くの研究者の参画を促す絶好の機会となりま

す。特に近隣アジア諸国中心に渡航活発化が期待でき、日本のイニシアチブを示

す良い機会です。そのため、途上国支援として参加費軽減を予定しています。また、

本分野の若手研究者を含め、我が国の科学者が世界の多くの科学者と直接交流す

る機会を得ることは、我が国のコンピュータ支援放射線医学・外科学に関する研究を

より一層発展する契機となります。 

 

 

 

 

 



9. 会議計画の概要 

（1）日程表 

会議日程 午前 午後 夜 

6月 7日 

（火） 

CARS2022 

セッション、チュートリアル、 

ポスター発表 

CARS2022 

チュートリアル、 

パネルディスカッション、 

ポスター発表 

開会式 

レセプション 

6月 8日 

（水） 

CARS2022 

特別企画、チュートリアル、 

一般口演、ポスター発表 

CARS2022 

パネルディスカッション、 

ワークショップ、 

一般口演、ポスター発表 

社交行事 

6月 9日 

（木） 

CARS2022 

特別企画、チュートリアル、 

一般口演、ポスター発表 

31st JSCAS 

CARS2022 

特別企画、 

パネルディスカッション、 

一般口演、ポスター発表 

31st JSCAS 

社交行事 

6月 10日 

（金） 

CARS2022 

特別企画、ワークショップ、 

一般口演、ポスター発表 

31st JSCAS 

CARS2022 

合同シンポジウム、 

ワークショップ、 

31st JSCAS、閉会式 

 

6月 11日 

（土） 

 市民公開講座 

会場：CIC Tokyo 

 

 

（2）主要トピックス  

➢ 医用画像（CT, MR,超音波、新しいモダリティ）の生成・処理 

➢ 心臓血管系画像診断 

➢ 口腔・上顎顔面画像診断 

➢ 画像処理と表示 

➢ 手術支援ロボット 

➢ スマート治療室、手術環境 

➢ 遠隔治療、情報通信・管理システム・セキュリティ 

➢ 診断・治療機器のレギュラトリーサイエンス 

➢ その他 

 

（3）参加予定者数 

    国外 600名 

    国内 800名             

    計  1,400名 （同伴者 100名含む） 

 

 

 



（4）参加予定国 (41カ国/地域) 

     オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ブラジル、 

カナダ、中国、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エジプト、フィンランド、 

フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イラン、イスラエル、イタリア、日本、韓国、 

オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、パレステイナ、ポーランド、ポルトガル、 

カタール、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スぺイン、スウェーデン、スイス、 

台湾、タイ、チュニジア、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国  

 

10. 組織委員会役員     

＜大会顧問＞ 

顧問  伊関 洋 老人介護保険施設「遊」施設長 

顧問  土肥 健純 東京大学名誉教授 

顧問  梅津 光生 早稲田大学名誉教授 

顧問  鈴木 直樹 東京慈恵会医科大学 

顧問  大西 公平 慶應義塾大学名誉教授 

顧問  藤江 正克 早稲田大学名誉教授 

顧問  谷下 一夫 医工ものづくりコモンズ 

顧問  渡辺 英寿 自治医科大学名誉教授 

 

＜組織委員会幹事会＞ 

組織委員長（大会長） 村垣 善浩 東京女子医科大学 

副委員長 光石 衛 東京大学 

副委員長 佐久間 一郎 東京大学 

委員  橋爪 誠 九州大学 

委員  森 健策 名古屋大学 

委員  佐藤 嘉伸 奈良先端科学技術大学院大学 

委員  鎮西 清行 産業技術総合研究所 

委員  小林 英津子 東京大学 

委員  正宗 賢 東京女子医科大学 

   

＜運営委員会＞     

委員長  正宗 賢 東京女子医科大学 

委員  家入 里志 鹿児島大学医学部 

委員  伊藤 雅昭 国立がん研究センター東病院 

委員  小野 稔 東京大学医学部 

委員  北川 雄光 慶應義塾大学医学部 

委員  北野 正剛 大分大学医学部 

委員  小林 英津子 東京大学工学部 

委員  佐久 間一郎 東京大学工学部 

委員  佐藤 嘉伸 奈良先端科学技術大学院大学 

委員  篠原 一彦 東京工科大学 

委員  島田 光生 徳島大学医歯薬学研究部 

委員  菅野 伸彦 大阪大学医学部 



委員  瀬戸 泰之 東京大学医学部 

委員  鎮西 清行 産業技術総合研究所 

委員  中郡 聡夫 東海大学医学部 

委員  中村 亮一 光産業株式会社 

委員  橋爪 誠 北九州古賀病院 

委員  花房 昭彦 芝浦工業大学システム理工学部 

委員  原田 香奈子 東京大学大学院 

委員  古川 俊治 慶應義塾大学 

委員  本郷 一博 伊那中央病院 

委員  松原 久裕 千葉大学医学部 

委員  三澤  裕 日本医療機器テクノロジー協会 

委員  光石 衛 東京大学工学部 

委員  村垣 善浩 東京女子医科大学 

委員  森 健策 名古屋大学 

委員  山内 康司 東洋大学理工学部 

委員  渡邊 昌彦 北里研究所病院 

≪五十音順≫ 

 

11．情報公開 

本学会では、各社が本会に要した費用（共催費、出展費、広告費等）に関して、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関する指針」及び日本医療機

器産業連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社

がウェブサイト等にて情報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。 

 

12．事務局 

第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS） 

第 31回日本コンピュータ外科学会大会  

事務局 

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野 

担当： 正宗 賢 

 

13．お問い合わせ先 

第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS2022）  

第 31回日本コンピュータ外科学会大会 運営事務局 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン ミーティング＆イベント第一事業局内 

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 

担当：田中・原・ハインズ 

E-mail: cars2022@jtbcom.co.jp  

※テレワークのため、お急ぎ以外はメールにてお問合せをお願いいたします。 

 

 



収支予算書 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 【収入の部】 （単位：円）

1 参加費 25,000,000

3 東京観光財団 12,000,000

4 学術会議 8,000,000

5 共催セミナー 19,360,000 ランチョン８社、モーニング・イブニング各2社

6 ミニプログラム広告 935,000 表4/3/2各１、後付２社，後付1/2 4社

7 出展料（機器） 3,300,000 10コマ

8 寄附 15,000,000

収入計① 83,595,000

II 【支出の部】 （単位：円）

1 会場費・会場関連費 16,110,050

2 機材関連費 12,259,995 映像機器

3 展示ブース制作費 2,244,000 ブース制作、電気工事等

4 社交行事費用 9,845,000

5 事前準備費 1,592,000 事務局業務

6 印刷制作費 2,882,000

7 通信費 310,000

8 当日運営人件費 2,222,000

9 謝礼・記念品・宿泊交通費 8,061,370 アワード含む

10 その他費用 2,530,000

11 IFCARS費用 20,000,000

12 進行管理費 4,500,000

13 予備費 1,038,585

支出計② 83,595,000



寄付金募集要項 
    

1. 募金の名称 

第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS2022）寄付金 

 

2. 募金の目標額 

15,000,000円（総額 83,595,000円の内） 

 

3. 募金期間 

2021年 9月 1日 ～ 2022年 6月 6日 

（注：会議開催日前の銀行営業日まで） 

 

3. 寄付を必要とする理由 

本会議は海外から 600名、国内から 800名、計 1,400名の参加が予定され、準備運営等に関する

総経費は 83,595,000円が見込まれています。これらの諸経費は、本来参加登録費等でまかなうこ

とが建前でありますが、昨今の経済情勢や国際情勢の影響もあり、参加費、補助金等、展示会費

スポンサーシップを除く、不足額 15,000,000円を諸企業及び諸団体からのご援助に頼らざるを得

ないのが現状です。諸事御多端の折、誠に恐縮に存じますが、コンピュータ支援放射線治療と外

科手術の普及と発展のため、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

4. 寄付金の使途 

第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS2022）の準備並びに運営に関する

費用に充当します。 

 

5．寄付金申込先  （申請中） 

〒102-0074 東京都千代田区九段南３－５－６ スマイルビル３Ｆ 

公益財団法人 日本脳神経財団  

TEL 03-3262-8786  FAX 03-3262-8858 

 

6．寄付金振込方法 

寄付申込書に必要事項をご記入のうえ郵送あるいはファックスにて、日本脳神経財団宛にご返送

ください。領収書並びお礼状・公益認定書（写）を送付いたします。 

※寄付申込書をお送りいただけませんと、税の優遇措置申請のための領収書・公益認定書（写）を

お送りすることができませんので、ご返送をお願いいたします。 

 

7．寄付金の管理方法 

公益財団法人日本脳神経財団の会計規則により管理します。 

 

８．免税措置 

公益財団法人日本脳神経財団は本財団の公益性が顕著であると認められ、平成２３年１１月１日、

公益財団法人として認定されました。 

当財団への寄付金は税制の優遇措置を受けることが出来ます。 

 



共催セミナー募集要項 
 

第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS）および第 31回日本コンピュータ

外科学会大会開催中に「共催セミナー」を下記の要領にて開催します。 

 

1. 開催概要 

 （1）参加人数： 約 1,400名（予定） 

 （2）開催場所： 虎ノ門ヒルズフォーラム 

 （3）開催日時： 2022年 6月 7日（火）～10日（金）  (6月 11日は市民公開講座のみ) 

 （4）依頼社数： 約 100社 

 （5）費 用（消費税込）：  

セミナー種類 金額（税込） 時間（予定) 

ランチョンセミナー（会場大） ¥2,200,000 60分 

ランチョンセミナー（会場小） ¥1,650,000 60分 

モーニングセミナー（会場大） ¥1,100,000 40分 

モーニングセミナー（会場小） ¥880,000 40分 

イブニングセミナー（会場大） ¥1,100,000 40分 

イブニングセミナー（会場小） ¥880,000 40分 

2. 共催費内訳 

 （1）会場使用料 

 （2）基本機材使用料（以下参照） 

   ①映像機材：液晶プロジェクター1面投影（機材、スクリーン、オペレーター等一式） 

   ②音響機材：座長席･演者席のマイク各 1本、質疑応答用フロアマイク 

   ③備品：卓上ライト、レーザーポインター、USB キーボード・マウス、 

液晶モニター2台（座長・演者）、弁当配布テーブル 

 （3）共催費に含まれないもの 

   ①参加者食費：各セミナーとも共催企業負担とし、日替り（ランチョンのみ）にて 

    同一金額とします。 

    ご手配については運営事務局が集約し、一括にて行います。 

    ランチョンセミナーお弁当代金：\1,500～2,000消費税別（予定） 

    形式：お弁当形式 / 数量：会場隻数の最低 7割目途 

   ②運営スタッフ：進行係、セミナー整理券配布係、お弁当＆資料配布係、 

     アナウンス係、照明係等 

   ③接遇費：演者･座長の交通費（渡航費用含む）、謝金、宿泊費等 

   ④看板･チラシなど制作物費用： 

各社にて作成されたチラシ等は、総合受付付近にデスクを用意しますので、 

各社にて設置ください。 

   ⑤控室料金：控室利用料および控室での飲食、機材等 

    開催 1～2 ヶ月前頃に送付予定の“セミナー運営要項”にてお伺いします。 

 



3. セミナー枠決定・注意事項 

 （1）会場と開催日の割り振りの最終決定につきましては、主催者にご一任ください。 

 （2）申込社が主催者の許可無くセミナー枠の全部または一部を第三者に譲渡、貸与、 

もしくは申込社同士において交換することはできません。 

4. 座長・演者・講演内容 

  座長・演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に貴社に 

一任します。 

  またセミナーの内容や座長および演者の選出についても貴社に一任しますが、 

  企画内容や講師が重複している場合は、主催者側より調整をお願いする場合が 

  ございます。あらかじめご了承ください。 

5. プログラム編成について 

テーマ、座長、演者の選定については、各社と協議の上で決定することといたします。 

6. 共催名称 各企業名／第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS2022） 

7. 申込期限  2022年 1月 14 日（金）必着 

  ※座長、講演者、演題名は、決まり次第お知らせください。  

 

8. 共催費の支払い 

共催セミナー決定後に請求書をお送りいたしますので、期日までに下記の銀行口座にお振込み 

ください。また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をもって領収証

に代えさせていただきます。なお、早目に必要な場合は運営事務局までお知らせくださいますよう

お願い申し上げます。 

 

9. 振込口座  

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 （銀行番号 0005） 

支 店 名：四谷支店（店番 051） 

口座番号：普通 0494447 

口座名義：第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議組織委員会   

委員長 村垣善浩 

     または 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 （銀行番号 0005） 

支 店 名：四谷支店（店番 051） 

口座番号：普通 0514186 

口座名義：第 31回日本コンピュータ外科学会大会 大会長 正宗 賢 

 

10. 申込み後のお取り消しについて 

申込み以降は、不可抗力と判断出来る事項以外のお取り消しは出来ませんので、予めご了承 

ください。 

 

11. 個人情報の利用目的 

申込み時にご記入いただきましたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本学会の運営に 

関する目的以外には利用いたしません。また、第三者への開示はいたしません。 

 

 



 

医療機器出展募集要項 
 

第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議（CARS）および第 31回日本コンピュータ

外科学会大会開催中に「医療機器展示会」を下記の要領にて開催します。 

 

１． 開催時間 （予定）：    

6月 7日（火）  16:00〜19:00 

6月 8日（水）  09:00〜18:00 

6月 9日（木）  09:00〜18:00 

6月 10日（金） 09:00〜18:00 

※搬入は、6月 7日（火）午後を予定しております。 

※当日のプログラムによって、時間を変更することもございますので予めご了承ください。 

 

2.  募集小間数 ： 10小間 

 

3.  出展料 ： 1小間あたり  ￥330,000（税込） 

※スペースのみの場合でも同料金です。 

 

4. 小間仕様 ：  展示スペース：間口 1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,100mm 

 

5. 基礎小間 ：  テーブル、テーブルクロスは、主催者にて準備設置いたします。 

後壁、社名板、蛍光灯、電源、スポットライトその他備品につきましては個別に別途申し受けます。 

 

6. 小間割の決定 ：  小間割は主催者にて決定させて頂きます。特にご希望があれば申込書に 

ご記入ください。 

 

7. 申込方法及び締切日 ： 

同封の申込書に必要事項をご記入の上、2022年１月 14日までに運営事務局へ e-mailまたはファ

ックスにてお送りください。なお、お申込みが募集小間数に達した場合は、その時点にて締め切ら

せていただきます。 

 

8. 出展料のお支払い ：  

お申込み後に請求書をお送りいたしますので、期日までに下記の銀行口座にお振込み 

ください。また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をもって

領収証に代えさせていただきます。なお、早目に必要な場合は運営事務局までお知らせくだ

さいますようお願い申し上げます。 2022年 5 月末日までにご入金をお願いいたします。 

 

９. 振込口座  

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 （銀行番号 0005） 

支 店 名：四谷支店（店番 051） 

口座番号：普通 0494447 

口座名義：第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議組織委員会   



委員長 村垣善浩 

     または 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 （銀行番号 0005） 

支 店 名：四谷支店（店番 051） 

口座番号：普通 0514186 

口座名義：第 31回日本コンピュータ外科学会大会 大会長 正宗 賢 

 

10. 個人情報の利用目的 

申込み時にご記入いただきましたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本学会の運営に 

関する目的以外には利用いたしません。また、第三者への開示はいたしません。 

 

11. そ の 他 ： 

1） 会期 1ケ月前までに、「小間割図」、「出展社マニュアル」をお送りいたします。 

実施に関する詳細をご確認ください。 

2） ご不明点等ございましたら、運営事務局にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
広告掲載募集要項（ミニプログラム） 

 

1. ミニプログラム広告（来場者への配布） 

・広告規格： Ａ５ 版/50ページ（予定） 

・作成部数： 1,400部 

・2022年 5月末日発行予定（広告掲載企業には、テキストを１部進呈いたします。） 

・制 作 費：  1,100,000 円（税込） 

・広告料総額：  935,000円（税込） 

・広告料金： 

①  表 4 （裏表紙、カラー）  165,000 円（税込） ※募集 1 社 

②  表 2 （表紙裏、モノクロ）   132,000 円（税込） ※募集 1 社 

③  表 3 （裏表紙裏、モノクロ）  132,000 円（税込） ※募集 1 社 

④  後付 1 頁（モノクロ）    99,000 円（税込） ※募集 2 社 

⑤ 後付 1/2 頁（モノクロ）    77,000 円（税込） ※募集 4 社 

※先着でのお申し込みとなります。 

2. 広告原稿 

・表 4：カラー、表 2・3・後付：モノクロ 

・広告原稿：データで、申込書送付後に運営事務局宛にご提出をお願いします。なお、郵

送にてお送りいただきました版下は本会議終了後に各社にご返却をさせていただきます。 

3. スケジュール 

※申込期限  2022年 1月 14 日（火）必着 

※原稿提出締切  2022年 3月 31 日（木）必着 

 

4. 広告料の支払い 

掲載ページ決定後に請求書をお送りいたしますので、期日までに下記の銀行口座にお振込み 

ください。また、領収証は発行いたしません。「振込票控え」または「振込明細記録」をもって領収証

に代えさせていただきます。 

 

5. 振込口座  

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 （銀行番号 0005） 

支 店 名：四谷支店（店番 051） 

口座番号：普通 0494447 

口座名義：第 36回国際コンピュータ支援放射線医学・外科学会議組織委員会   

委員長 村垣善浩 

または 

銀 行 名：三菱 UFJ銀行 （銀行番号 0005） 

支 店 名：四谷支店（店番 051） 

口座番号：普通 0514186 

口座名義：第 31回日本コンピュータ外科学会大会 大会長 正宗 賢 

 

6. キャンセル 

お申込み後の取り消しは、原則としてできません。やむを得ず広告を取り消される場合は、お支払



い済みの広告料のご返金はいたしかねますので、予めご了承ください。 

7. 個人情報の利用目的 

申込み時にご記入いただきましたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本学会の運営に 

関する目的以外には利用いたしません。また、第三者への開示はいたしません。 

 


