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ご挨拶ならびにお願い 

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のご理解とご協力

を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、第69回日本医学検査学会は、一般社団法人福島県臨床検査技師会が担当し、東日本震災

から10年の節目を迎え次の10年に向かうべく、メインテーマを「Jump to the Next Decade」、

サブテーマを「臨床検査の新たな道を切り拓く」と掲げ、2020年 4月 25日(土)～26日(日)の両

日、宮城県仙台市での開催を目指しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

会期・会場を変更し、また現地会場＋Webでの併用開催とさせていただくことになりました。 

 昨今の医療の多様化を背景に、臨床検査技師のフィールドも検査室から病棟・在宅へと広がり、

また医師の業務軽減の為のタスク・シフティングが推進される中、新たな業務移管も見据えた意識

改革の重要性を感じる学会となるよう企画構成を進めてきており、この点は新たな併用開催学会に

も反映してまいります。 

この併用開催形式に変更するにあたり、演題の発表を予定している全国の会員に確認いたしまし

たところ、想定以上の前向きな意向が示されましたことから、現地開催においても一定の参加者が

見込まれると判断しております。また今般多くの学会がWeb学会に開催形式を変更しております

が、総じて参加者増加の傾向にあり、本学会においても残念ながら現地に赴けない多く会員等が、

現地開催終了後のWeb開催に参加するものと考えております。 

一方、全国から参加者・企業の皆様を安心・安全に現地にお迎えするために、学会としての綿密

なガイドラインを策定するとともに、会場となる幕張メッセと連携し、新型コロナウイルス感染防

止の万全な対策を、徹底していく所存です。 

 このような状況下ではございますが、貴社におかれましても、臨床検査の更なる進化や発展に向

けて、引き続き本学会へのご支援・ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 

謹白 

2020年 7月吉日 

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会 

代表理事 会長 宮島 喜文 



ご挨拶 

謹啓 時下、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格別

のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、第 69回日本医学検査学会を、一般社団法人福島県臨床検査技師会の担当で宮城県仙台市

において開催させていただく予定でしたが、このたびの新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り、会期・会場を変更し、また現地会場＋Webでの併用開催とさせていただくことになりました。 

福島県の担当は1989年の郡山市における開催以来となりますので、まさに31年ぶりとなりま

す。2020年は未曽有の東日本大震災から10年目の節目の年にあたることから、学会のメインテー

マは「Jump to the Next Decade」としました。「次の 10年に向かおう」と言う意味になります。  

このメインテーマには、まだまだ続いていく震災からの復興への思いを込めておりましたが、今

回、新たに始まった新型コロナウイルスとの戦いにおいても、臨床検査の現場や日々の日常の中で

希望を見出していきたいとの願いも込めて、鋭意準備を進めてまいります。 

この 10年の間に医療情勢も変化し、医師の業務負担軽減のためにタスクシフティングが推進さ

れるようになりました。そして私たち臨床検査技師も、検査室から外来や病棟・在宅へと向かう必

要性が出てきました。そのためにサブテーマは「臨床検査の新たな道を切り拓く」とし、現状維持

に留まらず、前に進もうとする意識改革の重要性を認識できる学会にしたいと考えております。 

日本医学検査学会は日本臨床衛生検査技師会会員が中心となり、毎年多数の会員が参加する学術

集会です。また、日頃の研究の成果を発表するとともに、日々進化を遂げる臨床検査の最新の知識

や情報を得るために欠かすことのできない場となっています。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、本学会の趣意と意義をご理解いただき、是非ともご

支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、忌憚のないご意見も拝聴しながら、貴社

におかれましても大きな成果が得られるよう配慮のうえ、本学会の盛会を目指してまいりたく存じ

ます。 

末筆ではございますが、貴社の今後益々のご繁栄を心より祈念申し上げます。 

謹白 

2020 年 7月吉日 

                          第 69 回日本医学検査学会

                           学会長  山寺 幸雄

（公立大学法人福島県立医科大学附属病院 検査部）



開催概要

1.学会名 

 第69 回日本医査検査学会 

2.テーマ

Jump to the Next Decade  ～臨床検査の新たな道を切り拓く～

3．会期

【現地開催】2020 年 9月 5日(土)～6日(日) 

【Web開催】 2020 年 10月 1日(木)～31日(土) 

4.会場 

 【現地開催】 幕張メッセ 国際会議場・国際展示場 8ホール 

5.学会長

山寺 幸雄（公立大学法人福島県立医科大学附属病院  検査部）

6.実行委員長

柴田 昭浩（社団医療法人養生会 かしま病院 医療技術部）

7.主催  

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 

8.担当  

一般社団法人福島県臨床検査技師会

9.参加数（予定） 

約 3,500 名（Web参加含む） 

10.プログラム内容（予定） 

 招待講演、基調講演、教育講演、学会長講演、シンポジウム、日臨技企画、特別企画、 

一般演題、共催セミナー、招待講演等 

11.学会事務局  

福島県立医科大学附属病院  検査部 

〒960-1295  福島県福島市光が丘1番地

12.運営事務局（お問合せ先）  

株式会社幕張メッセ・事業企画課 

〒261-8550  千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 

TEL：043-296-0623 FAX：043-296-0529 

E-mail：unei@jamt69.jp

※本学会では、貴社が本学会に支払う寄付金・共催費等および、別途支払う開催に関連する費用に

ついて、各社の「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」に基づいて

情報を公開されることに同意致します。

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、ご了承ください。



共催セミナー 募集要項

共催セミナーは「ランチョンセミナー」「スイーツセミナー」として、第69 回日本医学検査学会

と協賛企業との共催で開催されるセミナーです。 

1.開催概要

◇日程 2020 年 9月 5日(土)・6日(日)

◇時間 ランチョンセミナー 12:00～13:00の 1時間(予定)

スイーツセミナー  午後の時間帯で1時間(予定)

※開催時間はプログラム編成のうえで最終確定いたします。

◇会場 【現地開催】幕張メッセ 国際会議場

2.申込締切・申込方法

◇申込締切  2020年 7月 31日(金) 

◇申込方法  別紙の申込書に必要事項を記載のうえ、FAXまたはメール添付にてお申し込み 

ください。 

3.セミナータイプ・共催費

申込

番号 開催日 セッション名 席数（予定） 共催費（税別）

1 9月 5日(土) ランチョンセミナーＡタイプ 300席以上 400,000 円

2 9月 5日(土) ランチョンセミナーＢタイプ 299席以下 350,000 円

3 9月 6日(日) ランチョンセミナーＡタイプ 300席以上 400,000 円

4 9月 6日(日) ランチョンセミナーＢタイプ 299席以下 350,000 円

5 9月 5日(土) スイーツセミナーＡタイプ 300 席以上 300,000 円

6 9月 5日(土) スイーツセミナーＢタイプ 299 席以下 250,000 円

7 9月 6日(土) スイーツセミナーＡタイプ 300 席以上 300,000 円

8 9月 6日(土) スイーツセミナーＢタイプ 299 席以下 250,000 円

※現地開催後の Web開催期間中を通して、セミナー録画映像の配信を希望される場合は、

その旨お申込書に記入してください。

なおその場合、収録・配信費用として別途 300,000 円(税別)を申し受けます。



【共催費に含まれるもの】

◇会場費

◇会場付帯設備費（演台、座長机、椅子、所定設置本数のマイク、照明設備）

なお客席は、新型コロナウイルス感染防止対策に取った席数となります。

◇会場付帯映像機材費（スクリーンや発表機材等の学会手配機材）

◇会場映像機材オペレーター1名

◇控室部屋代（時間制限あり）

【共催費に含まれないもの】

◇座長・講演者への謝金・旅費（貴社規定に一任いたします）

◇参加者用弁当代、スイーツ代

◇控室での飲食費ならびに機材費

◇運営要員人件費（資料・弁当配布係、接遇係など）

◇看板装飾費（会場前表示板、誘導板、氏名掲示など）

◇会場付帯映像機材以外の追加機材費

◇ポスター、チラシー等の印刷製作費

※参加者用弁当およびスイーツ内容は主催者が指定し、日程ごとに全セミナー統一とし

ます

※参加者用弁当およびスイーツ含め、当日の手配物に関しては運営事務局にて手配

を承ります。会期約1ヶ月前に運営事務局よりご案内書をお送りいたしますので、 

所定の手続きによりお申込みください。なお、手配管理料として合計金額の 15％を

申し受けます。

4.注意事項 

◇セミナーのテーマ・座長・演者は、共催企業様のほうで調整・打診してください。なお学会プロ

グラムとの兼ね合いから変更をご相談させていただく場合がございますので、あらかじめご了承

ください。 また、座長・演者への正式依頼は、学会事務局の承認後に行なってください。

◇日程・会場はご希望を最大限考慮いたしますが、お申込の状況により最終的に学会事務局一任と

させていただきます。

◇現地開催後のWeb開催期間中を通して、セミナー録画映像の配信を希望される場合は、その

旨をお申込書に記入してください。なおその場合、収録・配信費用として別途 300,000円

(税別)を申し受けます。

◇開催枠決定後に「共催費」の請求書をお送りいたします。（入金先口座は請求書に記載いたし

ます。）

◇確定のテーマ・座長・演者を 2020年 8月 7日(金)までに、運営事務局にご連絡ください。

なお、抄録提出の必要はございません。

◇共催費に含まれない当日手配物は、運営事務局にて手配を承ります。会期約 1ヶ月前頃にご

案内書をお送りいたしますので、所定の手続きによりお申込みください。なお、手配管理料

として合計金額の 15％を申し受けます。



企業展示 募集要項

現地開催の会期中、会場内での「企業展示コーナー」を企画しております。本展示コーナー

は、参加者により質の高い医療に関する情報を提供することにより、社会に貢献することを目的

としています。 

医療関連の機器・薬品・試薬などを製造または取り扱う企業・団体の出展を募集いたします。 

1.出展料（パッケージ小間・スペース小間 同額）

【現地開催】出展 ※追加【Web 開催】出展

当会賛助会員 1 小間：100,000 円（税別） 
小間数に関係なく一律 

＋200,000 円（税別） 

一般 1 小間：110,000 円（税別） 
小間数に関係なく一律 

＋200,000 円（税別） 

※スペース小間は、10 小間以上 のお申込みよりお受けします。

2.パッケージ小間の仕様

3.申込み方法

別紙の出展申込書に必要事項をご記入のうえ、2020 年 7月 31 日(金)までに FAX またはメール

添付にてお申し込みください。

※展示物等が本大会の趣旨にそぐわない場合は、出展をお断りすることがあります。

お申込書受領後、請求書を発行いたしますので、指定の期日までにお振込みください。 

なお、会期中ご使用されましたオプション備品・電源仮設料金・電気使用料などは、会期終了 

後に別途ご請求いたします。 

4.募集小間数

企業展示 550 小間

・バックパネル（押しピン・フック可）

・展示台（平机に白布）

・社名板（社名の字体は統一）

・袖パネル無し

《有料オプション備品：例》 

・PC 等用の電気、コンセント

・仮設電源工事費

・アームスポット

・カタログスタンド など



5.小間の割り当て

出展申込み締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数などを考慮のうえ、出展者にご案

内します。

※出展者説明会は行ないません。

※会場の規定により、スペース・高さなどに制約がありますので予めご了承ください。

6.展示会の変更・中止について

不可抗力またはやむを得ない事情が発生した場合、主催者は開催の中止を含め、会期・

開催時間等の変更などの対応を取る場合があります。開催中止の場合、出展料は全額返

金致しますが、それまでに出展者側で要した費用については出展者側の負担となります

ので、ご了承ください。

7.注意事項

本学会の開催にあたり、事前に主催者が定めるガイドラインを確認し、遵守徹底してく

ださい。

本大会における出展物の管理は出展者が責任を持つものとし、事務局は展示期間中の出

展物の盗難・紛失・火災・損傷など、不可抗力による出展物の損害に対しての補償など

の責任については一切負いません。

出展者で本学会のプログラムの聴講を希望される場合は、必ず学会の参加登録(有料)を

行なってください。

展示会場では必ず「出展者証」の着用をお願い致します。

8.搬入・搬出（予定）

日 パッケージ小間 スペース小間

搬入・準備 
9/4(金) 14:00～19:00 07:00～20:00 

9/5(土) 07:00～09:00 07:00～09:00 

展示会開催 
9/5(土) 09:00～17:00 

9/6(日) 08:30～15:30 

撤去・搬出 9/6(日) 15:30～21:00 

※上記は現時点での予定ですので、後日配布する出展マニュアルで確定の時間を必ずご確認

ください。



その他広告協賛 募集要項

1.募集内容 

  ①第 69 回日本医学検査学会ホームページバナー広告 

◇URL     https://www.jamt69.jp/

◇閲覧対象  日本臨床衛生検査技師会会員、その他学会参加者 

◇広告期間   お申込み後～2020 年 9月末日 

◇募集数   6 口 

◇規格    縦 70pixel×横 230pixel 

◇広告費   100,000 円(税別) 

◇入稿方法  画像データ(GIF・JPEG)を E-mail にて、運営事務局にお送りくだ 

さい。 

②フェイスシールド広告 

◇制作物   フェイスシールド 発表者・座長・関係者・スタッフ 600 名分

◇募集数   3 社 

◇広告費   500,000 円(税別) ※フェイスシールド制作費含む 

③アクリルボード広告 

◇制作物   参加受付デスク等の窓口仕切りアクリルボード 

◇募集数   2 社 

◇広告費   1,000,000 円(税別) ※アクリルボード制作・設置費含む 

2.申込み方法

別紙の広告申込書に必要事項をご記入のうえ、2020 年 7月 31 日(金)までに FAX またはメール添

付にてお申し込みください。

お申込書受領後、請求書を発行いたしますので、指定の期日までにお振込みください。



寄付金 募集要項 

1.寄付の目的

第 69 回日本医学検査学会開催運営のため

2.募集期間

2020 年 7 月 1 日(水)～10 月 31 日(土)

3.募集金額

3,000,000 円

4.申込み方法

趣意にご賛同賜りご協力いただける場合は、別紙の寄付金申込書に必要事項をご記入のうえ、

FAX またはメール添付にてお申し込みください。

5.寄付金振込先

【銀行名】ゆうちょ銀行

【店名】八二八（ハチニハチ）

【店番】828

【預金種目】普通預金

【口座番号】3963578

【口座名義】第 69回日本医学検査学会

ダイロクジュウキュウカイニホンイガクケンサガッカイ 

※寄付のお申し込みにつきましては、請求書の発行はございません。

入金確認後、領収書を発行させていただきます。


