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会⻑挨拶 

 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、当学会の運営に格別のご⾼配を賜り、 

厚く御礼申し上げます。  

1991 年、「目の前の 1 例を良くする」ことを目標に、本学会の前身である整形外科リハビリテーション

研究会が産声を上げました。以来、整形外科のリハビリテーションの知識と技術を求める者が集い、情報

と知恵を集め、新たな評価や治療法を考え、発信できる学会へと成⻑してまいりました。幾人もの著名な

医師を顧問に迎え、学術誌の発行、学術集会、シンポジウム、技術研修会の開催などと共に、若者の成⻑

のための道標となる人材育成プランを構築してまいりました。そして今年、本学会は時代の変化に対応

し、また自ら流れを作る者たちの集団へと成⻑しながら、30 年の節目を迎えることになりました。 

創立 30 周年記念大会では特別講演、特別企画、パネルディスカッション、ランチョンセミナー、一般

演題など密度の⾼い企画を準備しております。特別講演および特別企画の講師には皆川洋至先生（城東

整形外科）、山田睦雄先生（流通経済大学スポーツ健康科学部）、吉田雅人先生（名古屋市立大学大学院医

学研究科 運動器スポーツ先進医学講座）、笹原潤先生（帝京大学スポーツ医科学センター）、宮武和馬先

生（横浜市立大学整形外科）、林典雄先生（運動器機能解剖研究所）などこの領域を牽引されている著名

な先生を予定しております。さらに、パネルディスカッションの演者には朴基彦先生（ぱくペインクリニ

ック）、臼井要介先生（水谷痛みのクリニック）、岩本 航先生（江戸川病院）、山崎哲也先生（横浜南共済

病院）、瀬戸口芳正先生（みどりクリニック）、土屋篤志先生（名鉄病院）、井上泰博先生（行岡病院）な

ど最先端でご活躍されている先生を予定しております。また、その他の企画についてもそれぞれの領域

の第 1 人者にご登壇頂き、充実した大会になるよう準備を進めております。 

  本学会を遂行するにあたりましては経費削減に努めて参りますが、昨今の経済情勢を考えますと大変

厳しい状況にあります。誠に恐縮ではございますが、各種協賛の申込みに対し、是⾮とも貴社・貴院の 

ご⽀援とご協⼒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、本書⾯を借りましてご⾼配とご⽀援

の程、衷⼼よりお願い申し上げます。末筆ながら貴社・貴院の益々のご発展を祈念申し上げます。 

 

 謹⽩ 

 

 2020 年 10⽉吉⽇ 
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1. 開催概要 

（1） 名  称    整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会  

（2） 会     ⻑    浅野 昭裕（中部学院大学 看護リハビリテーション学部）  

（3） 会  期   2021 年 9⽉19⽇（⽇）〜20⽇（⽉・祝）  

（4） テ  ー マ    回顧 ＆ 革新  

（5）プログラム（案） 

 

1 日目 2 日目 

9:00-12:00 特別講演 1 

9:00-9:45 一般演題 3 

9:50-10:50 特別講演 2 

10:55-12:25 パネルディスカッション 2 

12:10-12:55 一般演題 1 

12:40-13:40 ランチョンセミナー 2 

13:10-14:10 ランチョンセミナー 1 

13:50-14:35 一般演題 4 

14:15-15:00 一般演題 2 

14:40-16:10 パネルディスカッション 3 

15:05-16:35 パネルディスカッション 1 

16:10-17:00 閉会＆撤収 

16:45-18:15 特別企画 

  

 

   

   

       

19:00-21:00 記念式典 
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（6） 会  場   ウインクあいち 大ホール（愛知県産業労働センター）     

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38     

TEL︓ 052-571-6131    FAX：052-571-6132 

（7）参加予定者    約 500 名  

（8）U R L         http://www.seikeireha30th.jp 

（9）収⽀予算書 

    

■ 収入 ■ 支出

単価 数量 単位 金額 項目 主催者経費 委託見積 合計

3,351,871 1,423,400 4,775,271

500 名 3,950,000 1. 旅費交通費 377,664 0 377,664

　会員（事前） 7,000 325 名 2,275,000 2. 事務用品費・消耗品費 40,292 0 40,292

　会員（当日） 8,000 60 名 480,000 3. 会議費 118,800 0 118,800

　非会員（事前） 10,000 70 名 700,000 4. 接遇業務費 58,500 0 58,500

　非会員（当日） 11,000 45 名 495,000 5. 招請者関係費 2,631,581 0 2,631,581

   メーカー（事前） 10,000 名 0 6. 企業協賛活動業務費 8,500 0 8,500

   メーカー（当日） 11,000 名 0 7. 広報・渉外業務費 0 657,800 657,800

   学生（当日） 2,000 名 0 8. 製作費 100,000 765,600 865,600

1,000 100 名 100,000 9. 通信費 3,174 0 3,174

7,000 100 名 700,000 10. プログラム編成業務費 0 0 0

11. 事前登録業務費 10,000 0 10,000

12. 事務局人件費 3,360 0 3,360

26 社 715,000

　表2(カラー) 88,000 1 社 88,000 2,339,470 1,005,818 3,345,288

　表3(カラー) 88,000 1 社 88,000 1. 会場関係費 858,880 0 858,880

　表4(カラー) 110,000 1 社 110,000 2. 映像機材費 21,840 309,540 331,380

    後付1 55,000 3 社 165,000 3. 看板関係施工費 0 84,238 84,238

    後付1/2 33,000 8 社 264,000 4. 運営要員関係費 19,800 176,000 195,800

55,000 12 社 660,000 5. 展示会場関係費 1,200 436,040 437,240

6. 飲食・会合関係費 57,750 0 57,750

7. 記念式典費 1,180,000 0 1,180,000

198,000 2 小間 396,000 8. 事務局人件費 150,000 0 150,000

110,000 3 小間 330,000 9. 諸雑費 50,000 0 50,000

16,200 4 本 64,800

60,241 0 60,241

1. 事務局人件費 12,500 0 12,500

330,000 1 社 330,000 2. 旅費交通費 21,840 0 21,840

110,000 1 社 110,000 3. 印刷関係費 5,282 0 5,282

3. 特別企画 165,000 1 社 165,000 4. 通信費 819 0 819

220,000 1 社 220,000 5. 会計報告関係費 0 0 0

220,000 1 社 220,000 6. 会議費 19,800 0 19,800

110,000 1 社 110,000

110,000 1 社 110,000

5,751,582 2,429,218 8,180,800

式 0

0

0 1 式 0

3. 書籍展示

790,800

1,265,000Ⅳ. 共催セミナー

2. 特別講演2

1. 特別講演1

4.ランチョンセミナー1

5.ランチョンセミナー2

6.パネルディスカッション2

7.パネルディスカッション3

Ⅰ. 事前準備関係費

Ⅱ. 当日運営関係費

Ⅲ. 事後処理費

Ⅳ. 消費税（10%）

4,750,000

1,375,000

3. 記念式典参加費（事前）

2. 日整会単位申請費

1. 学会参加費

内

 

訳

項目

1. プログラム・抄録集広告

内

 

訳

2. スペース小間

1. 基礎小間

2. スライド広告(20秒以内)

Ⅲ. 商業展示出展料

Ⅰ. 参加費収入

Ⅱ. 広告関係費

合計 8,180,800

合計

0

Ⅴ. 予備費

1. 関係企業、研究会等

1. 学会本体拠出金

Ⅴ. 寄付金・助成金

Ⅵ. その他

0

http://www.seikeireha30th.jp/
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（10）本学術集会に関するお問い合わせ先  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 運営事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・中川宏樹 

〒466-0845 名古屋市昭和区藤成通 3-5 

TEL：052-859-1233 FAX：052-859-1266 

E-mail：2020-jimukyoku@seikeireha30th.jp 
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  2. 共催セミナーのご案内 

1．共催セミナーについて 

 （1）名 称    共催：整形外科リハビリテーション学会学術集会 -創立 30 周年記念大会 

             貴社 

              （複数社にて共催の場合は、○○株式会社/△△株式会社） 

 （2）開催⽇程  

◆ 9 ⽉ 19 ⽇（⽇） 

ⅰ. 特別講演 1 『運動器診療における極意に迫る』 9:00〜12:00（予定）  

座⻑： 杉本勝正 先生         講師：皆川洋至 先生 

（名古屋スポーツクリニック）     （城東整形外科） 

吉田眞一 先生            林 典雄   先生   

（よしだ整形外科クリニック）     （運動器機能解剖学研究所） 

青木隆明  先生            浅野昭裕  先生 

（岐阜大学医学部附属病院）      （中部学院大学リハビリテーション学部） 

ⅱ. ランチョンセミナー 1   13:10〜14:10（予定） 

ⅲ. 特別企画  16:45〜18:15（予定） 

『教科書では決して学べない解剖学 -新たに刻まれる臨床所見との接点-』 

    座⻑： 岩本 航 先生（江戸川病院）/ 岸田敏嗣 先生（運動器機能解剖学研究所） 

    講師： 吉田雅人 先生（名古屋市立大学大学院医学研究科 運動器スポーツ先進医学講座） 

         笹原 潤 先生（帝京大学スポーツ医科学センター） 

              宮武和馬 先生（横浜市立大学整形外科） 

 

◆ 9 ⽉ 20 ⽇（⽉・祝） 

ⅳ. 特別講演 2  9:50〜10:50（予定） 

『ラグビーワールドカップ 2019 に向けての医療体制の構築について』   

   座⻑： 浅野昭裕 先生（中部学院大学リハビリテーション学部） 

    講師： 山田睦雄 先生（流通経済大学スポーツ健康科学部） 

 

 



8 

 

ⅴ. パネルディスカッション 2   10:55〜12:25（予定） 

『外傷性肩関節不安定症のアプローチ』 

    座⻑： 鵜飼建志 先生（中部学院大学リハビリテーション学部） 

 山本昌樹 先生（明舞中央病院） 

    講師： 土屋篤志   先生（名鉄病院整形外科） 

         山崎哲也   先生（横浜南共済病院整形外科） 

              瀬戸口芳正 先生（みどりクリニック） 

       井上泰博  先生（行岡病院リハビリテーション科） 

ⅵ. ランチョンセミナー 2   12:40〜13:40（予定） 

ⅶ. パネルディスカッション 3   14:40〜16:10（予定） 

『拘縮肩-あなたならどう攻める？』 

    座⻑： 宮武和馬 先生（横浜市立大学整形外科） 

 林 典雄 先生（運動器機能解剖学研究所） 

    講師： 岩本 航 先生（江戸川病院） 

         朴 基彦  先生（ぱくペインクリニック） 

              臼井要介 先生（水谷痛みのクリニック） 

       松本正知 先生（桑名市総合医療センター） 

       中川宏樹 先生（名古屋スポーツクリニック） 

 

＊『ランチョンセミナー1』・『ランチョンセミナー2』のテーマ、座⻑、演者につきましては、 

可能な限り貴社のご希望を伺いますが、プログラムとの調整の上、ご相談させて頂く場合が 

ございますので予めご了承ください。 

2．共催費について 

（1）各種共催費について 

     ⅰ. 共催費一覧 

⽇程 セミナー名 席数 時間 共催費（税込） 

1 ⽇目 

特別講演 1 800 席 180 分 330,000 

ランチョンセミナー 1 800 席 60 分 220,000 

特別企画 800 席 90 分 165,000 

2 ⽇目 

特別講演 2 800 席 60 分 110,000 

パネルディスカッション 2 800 席 90 分 110,000 

ランチョンセミナー 2 800 席 60 分 220,000 

パネルディスカッション 3 800 席 90 分 110,000 
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（2）共催費に含まれる項目 

共催費には以下の費⽤が含まれます。 

 ①会場費 ②会場付帯設備費（机、椅⼦、ステージ、⾳響、照明等） ③会場付帯機材費（プロジェ

クター、スクリーン、PC 等） ④各種⽂具 ⑤座⻑および演者への謝金、交通費、宿泊費 ⑥控室使

⽤料および控室での飲⾷費、機材費（プロジェクター、スクリーン、PC 等） 

（3）共催費に含まれない項目 

以下の費⽤につきましては、共催企業様にてご負担をお願いいたします。  

① 参加者への飲⾷費（ランチョンセミナーのみ） ②運営費⽤（進行スタッフ、アナウンス 

スタッフ、誘導スタッフ等） ③ポスター、チラシ等印刷製作物 ④看板（会場前看板、控室前看板

等）⑤会場設置済みの機材以外に別途ご⽤意する機材（録⾳機材、同時通訳機材等）  

   

3．お申込みについて 

（1）お申込み方法・お申込み期間 

オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、下記 URL より必要事項を 

⼊⼒の上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールを共催セミナー事務局より

お送りさせていただきます。 

お申込み多数の場合、採⽤企業の決定につきましては運営事務局（名古屋スポーツクリニック）の

一任となりますので予めご了承ください。 なお、お申込み期間につきましては 2020 年 12⽉1⽇

（火）〜2021 年 6⽉30⽇（水）とさせていただきます。  

また、ランチョンセミナーにおけるテーマ、座⻑、演者につきましては、お申込み時点の予定で 

構いませんので必ずご記⼊ください。  

 【お申込み URL】 http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html 

 

※アクセスに問題が生じた場合は、共催セミナー事務局までメールにてご連絡ください。    

 

 

http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html
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（2）お⽀払方法 

共催セミナー開催枠が決定後、共催セミナー事務局より共催費請求書をお送りいたしますので、

期⽇までに以下の指定口座にお振込みください。 

     ■銀  行  名 ︓ ゆうちょ銀行 二〇八⽀店（店番号︓208） 

■口 座 番 号︓ 普通 0615004  

■口 座 名 義︓ 整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会  

会計 福吉正樹  

■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）︓ｾｲｹｲｹﾞｶﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｿｳﾘﾂｻﾝｼﾞｭｯｼｭｳﾈﾝｷﾈﾝ 

ﾀｲｶｲ ｶｲｹｲ ﾌｸﾖｼﾏｻｷ  

＊通帳や ATM 上では途中までの表⽰になります 

■振 込 期 限︓ 請求書に記載  

（3）キャンセルポリシー 

2021 年 6⽉30⽇（水）以降のキャンセルにつきましては、一切お受けできません。キャンセル

の場合は 100％キャンセル料が発生いたしますので予めご了承ください。 ただし、天災事変等 

主催者の責めによらない事由注)によって学会の開催を中止する場合には、当該共催セミナー費⽤

からその時点までの準備に要した合理的な経費を差し引き、残額をご返金いたします。 

注) 天災事変等主催者の責めによらない事由とは、大規模な地震等の自然災害、疫病、 戦争、テロ、

行政機関の指⽰・命令・規制などを指します。 

（4）透明性ガイドライン 

     製薬・医療機器関係企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療

機関および医療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の⽀出に関係する情報を、製薬・医療機器

関係企業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社が当学会に対して行う学会共催費⽤

の⽀払いに関し、貴社ウェブサイトで公開されること（開⽰形式例︓整形外科リハビリテーション

学会学術集会 創立 30 周年記念大会○○セミナー︓○○円）に同意します。  

  

4．その他 

（1）プログラム・抄録集 

      整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会のプログラム・抄録集を 1 部 

無償で提供させていただきます。（2 社共催の場合は代表企業様へお渡し） 

なお、完成は 2021 年 8⽉上旬を予定しております。  
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（2）お問い合わせ 

     共催セミナーに関するお問い合わせは以下にお願いいたします。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 共催セミナー事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・二村英憲 

〒466-0845 名古屋市昭和区藤成通 3-5 

TEL：052-859-1233 FAX：052-859-1266 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+kyousaiseminar@gmail.com 
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  3. 企業展⽰および書籍展⽰のご案内 

1．企業展⽰および書籍展⽰について 

（1）開催⽇程  2021 年 9⽉19⽇（⽇）〜20⽇（⽉・祝） 

（2）会 場  ウインクあいち（愛知県産業労働センター）大ホール ホワイエ 

（3）出展対象  医療機器、検査機器、医療情報機器、書籍等 

（4）募集概要 

    ⅰ. 企業展⽰   

種類 単位 小間サイズ 募集小間数 出展料（税込） 

基礎小間 1 小間 
W1,800mm×D900mm 

×H2,100mm 
2 小間 198,000 

スペース小間 1 小間 W1,800mm×D900mm 3 小間 110,000 

 

＊スペース小間でお申し込みの場合、床⾯に墨出しの上、お引き渡しいたします。 

（バックパネル、社名板、アームスポット、展⽰テーブル等は設置されません）  

    ⅱ. 書籍展⽰   

種類 単位 テーブル規格 募集数 出展料（税込） 

書籍展⽰ 1 本 W1,800mm×D450mm ４本 16,500 

 

（5）展⽰単位割の決定 

   展⽰事務局にて決定いたします。 

（6）出展物 

出展対象に記載された範囲のもの、および当方の認めたものといたします。  

（7）外国出展物 

展⽰場は、保税展⽰場にはいたしません。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。詳細は、展⽰事務局にお問い合わせください。  
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（8）出展者へのご案内 

開催の 1 ヶ⽉前までに小間割、搬⼊、装飾、管理等についての詳細をご連絡いたします。  

（9）出展物の販売禁止 

    会期中、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止いたします。但し、当方の認めたものは 

限定的に許可する場合がございます。  

（10）会場の管理 

会場およ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、天災その他の不可抗⼒に 

よる事故、盗難、紛失、および小間内における人的被害の発生については責任を負いません。  

（11）会期・開場時間・開催場所の変更 

やむを得ない事情により会期・開場時間・開催場所を変更する場合がございます。この変更を理由 

として出展申込みを取り消すことはできません。また、これによって生じた損害は補償いたしませ

ん。  

（12）本学術集会への参加資格について 

出展者に対しては、整形外科リハビリテーション学会 創立 30 周年記念大会の講演会場および 

記念式典の参加資格はございません。会議プログラムへの参加をご希望の方は、別途参加費を 

お⽀払いいただく必要がございます。但し、展⽰会場内への⼊場制限はございません。  

2．企業展⽰および書籍展⽰の設置概要について 

（1）搬⼊・設置（予定）   2021 年 9⽉18⽇（土）     18:00〜20:00 

（装飾についても上記時間内に行ってください） 

（2）展 ⽰ 時 間 （ 予 定 ）    2021 年 9⽉19⽇（⽇）      9:00〜18:00 

9⽉20⽇（⽉・祝）  9:00〜16:00 

（3）搬出・撤去（予定）    2021 年 9⽉20⽇（⽉・祝） 16:00〜17:00 

（4）小間規格 

    ⅰ. 基礎小間 ︓  1小間 ＝ 間口1,800mm×奥行900mm×⾼さ 2,100mm 

・バックパネル（グレー）、社名板（W900mm×H150mm）、アームスポット（1 灯）、 

展⽰テーブル （W1800mm×D600mm×H700mm）、⽩布は展⽰事務局で設置致します。 

上記以外の小間内装飾は出展者が行ってください。 
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    ⅱ. スペース小間（スペース渡し）︓  1小間 ＝ 間口1,800mm×奥行900mm 

・床⾯に墨出しを実施の上、お引き渡しいたします。  

・装飾物、展⽰物の⾼さは 2.1m に制限します。2.1m を超える場合は、事前に展⽰事務局の 

承認が必要となります。また、延⻑コード等はご持参いただくとともに、社名表⽰や最低限の

特別装飾も行ってください。  

    ⅲ. 書籍展⽰︓  1 テーブル ＝ ⻑さ 1,800mm×奥行450mm 

・テーブルは展⽰事務局で⽤意いたしますが、社名表⽰および延⻑コード等はご持参ください。  

（5）禁止事項 

装飾物、展⽰物の⾼さは 2.1m に制限します。また、水、プロパンガス、圧縮空気の使⽤および

床⾯への直接⼯作（ガムテープ、アンカー等）も原則的には禁止いたします。  

（6）電気 

特殊電源等が必要な場合に関しては、事前に事務局までご相談ください。    

3．お申込みについて 

（1）お申込み方法・お申込み期間 

オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、下記 URL より必要事項を 

⼊⼒の上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールを展⽰事務局よりお送り 

させていただきます。 

お申込み多数の場合、採⽤企業の決定につきましては運営事務局（名古屋スポーツクリニック）の

一任となりますので予めご了承ください。 なお、お申込み期間につきましては 2020 年 12⽉1⽇

（火）〜2021 年 6⽉30⽇（水）とさせていただきます。  

ただし、募集小間数に達した時点でお申込みを締め切らせていただきますので、予めご了承くださ

い。  

 【お申込み URL】 http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html  

※アクセスに問題が生じた場合は、展⽰事務局までメールにてご連絡ください。    

（2）お⽀払方法 

お申込み締め切り後、展⽰事務局より出展料請求書をお送りいたしますので、期⽇までに以下の

指定口座にお振込みください。 

    

http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html
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  ■銀  行  名 ︓ ゆうちょ銀行 二〇八⽀店（店番号︓208） 

■口 座 番 号︓ 普通 0615004  

■口 座 名 義︓ 整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会  

会計 福吉正樹  

■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）︓ｾｲｹｲｹﾞｶﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｿｳﾘﾂｻﾝｼﾞｭｯｼｭｳﾈﾝｷﾈﾝ 

ﾀｲｶｲ ｶｲｹｲ ﾌｸﾖｼﾏｻｷ  

＊通帳や ATM 上では途中までの表⽰になります 

■振 込 期 限︓ 請求書に記載  

（3）キャンセルポリシー 

2021 年 6⽉30⽇（水）以降のキャンセルにつきましては、一切お受けできません。キャンセル

の場合は 100％キャンセル料が発生いたしますので予めご了承ください。 ただし、天災事変等 

主催者の責めによらない事由注)によって学会の開催を中止する場合には、当該展⽰費⽤からその

時点までの準備に要した合理的な経費を差し引き、残額をご返金いたします。 

注) 天災事変等主催者の責めによらない事由とは、大規模な地震等の自然災害、疫病、 戦争、テロ、

行政機関の指⽰・命令・規制などを指します。 

（4）透明性ガイドライン 

     製薬・医療機器関係企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療

機関および医療関係者等に対する研究費、寄附、交流等の⽀出に関係する情報を、製薬・医療機器

関係企業が自社のウェブサイトで公開することに伴い、貴社が当学会に対して行う企業展⽰・書籍

展⽰費⽤の⽀払いに関し、貴社ウェブサイトで公開されること（開⽰形式例︓整形外科リハビリテ

ーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会企業展⽰︓○○円）に同意します。  

4．その他 

（1）プログラム・抄録集 

      整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会のプログラム・抄録集を 1 部 

無償で提供させていただきます。 

なお、完成は 2021 年 8⽉上旬を予定しております。  
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（2）お問い合わせ 

     企業展⽰および書籍展⽰に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 展⽰事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・松本裕司 

〒466-0845 名古屋市昭和区藤成通 3-5 

TEL：052-859-1233 FAX：052-859-1266 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+tenji@gmail.com 
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  4. プログラム・抄録集広告のご案内 

1．プログラム・抄録集広告の掲載について 

（1）掲載媒体    整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 

         プログラム・抄録集（A4 判） 

（2）発行部数  1,000 部(予定） 

（3）発行時期   2021 年 8 ⽉上旬（予定） 

（4）作成費⽤  800 円×1,000 部=880,000 円（税込み） 

（5）広告掲載費   

    広告掲載⾯     広告掲載料（税込み） 募集数 

表 2 カラー1 頁 88,000 1 

表 3 カラー1 頁 88,000 1 

表 4 カラー1 頁 110,000 1 

後付 1 モノクロ 1 頁 55,000 3 

後付 1/2 モノクロ 1/2 頁 33,000 8 

広告掲載料合計 715,000 円（税込み） 

＊ 表 2~ 4 に関して複数のお申込みがあった場合、大会事務局（名古屋スポーツクリニック）にて

決定後に改めてご連絡いたします。  

（6）広告原稿 

   広告版下は、データのみの⼊稿としております。お申込み完了後、広告版下データを以下の 

広告事務局宛にメール添付にてお送りください。ご送付の際は、学会名・貴社名・ご担当者名・ 

申込み内容を明記してください。（使⽤後、広告版下データは返却いたしません） 

 

≪データ送付先≫  

  

 

 

 

 

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 抄録集広告事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・齊藤正佳 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+abstractkoukoku@gmail.com 
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≪データ送付期限≫  

広告版下データの送付期限は 2021 年 6⽉30⽇（水）までとさせていただきます。  

 

≪データ⼊稿の際の諸注意≫ 

 ・Adobe Illustrator（⽂字のアウトライン化済）または PDF データにてお願いいたします。  

・使⽤OS を明記してください。（Mac もしくは Win（バージョン含む）） 

 ・Illustrator で⼊稿の際は必ず画像を埋め込んで、出⼒見本（PDF、JPG、PSD）も一緒にお送り

ください。  

・編集を要しないデータで⼊稿してください。編集を要する原稿でお預かりする場合は、指⽰ 

内容により実費相当額をご請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。  

2．お申込みについて 

（1）お申込み方法・お申込み期間 

オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、下記 URL より必要事項を 

⼊⼒の上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールを抄録集広告事務局より 

お送りさせていただきます。 

お申込み多数の場合、採⽤企業の決定につきましては運営事務局（名古屋スポーツクリニック）の

一任となりますので予めご了承ください。 なお、お申込み期間につきましては 2020 年 12⽉1⽇

（火）〜2021 年 6⽉30⽇（水）とさせていただきます。  

【お申込み URL】 http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html  

※アクセスに問題が生じた場合は、抄録集広告事務局までメールにてご連絡ください。    

（2）お⽀払方法 

お申込み締め切り後、展⽰事務局より出展料請求書をお送りいたしますので、期⽇までに以下の

指定口座にお振込みください。 

  ■銀  行  名 ︓ ゆうちょ銀行 二〇八⽀店（店番号︓208） 

■口 座 番 号︓ 普通 0615004  

■口 座 名 義︓ 整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会  

会計 福吉正樹  

■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）︓ｾｲｹｲｹﾞｶﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｿｳﾘﾂｻﾝｼﾞｭｯｼｭｳﾈﾝｷﾈﾝ 

ﾀｲｶｲ ｶｲｹｲ ﾌｸﾖｼﾏｻｷ  

＊通帳や ATM 上では途中までの表⽰になります 

■振 込 期 限︓ 請求書に記載  

http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html
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（3）キャンセルポリシー 

2021 年 6⽉30⽇（水）以降のキャンセルにつきましては、一切お受けできません。キャンセル

の場合は 100％キャンセル料が発生いたしますので予めご了承ください。ただし、天災事変等 

主催者の責めによらない事由注)によって学会の開催を中止する場合には、当該広告費⽤からその

時点までの準備に要した合理的な経費を差し引き、残額をご返金いたします。 

注) 天災事変等主催者の責めによらない事由とは、大規模な地震等の自然災害、疫病、 戦争、テロ、

行政機関の指⽰・命令・規制などを指します。  

3．その他 

（1）プログラム・抄録集 

      整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会のプログラム・抄録集を 1 部 

無償で提供させていただきます。 

なお、完成は 2021 年 8⽉上旬を予定しております。  

（2）お問い合わせ 

     プログラム・抄録集広告に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 抄録集広告事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・齊藤正佳 

〒466-0845 名古屋市昭和区藤成通 3-5 

TEL：052-859-1233 FAX：052-859-1266 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+abstractkoukoku@gmail.com 
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  5. スライド広告のご案内 

1．スライド広告の掲載について 

（1）掲載媒体   整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 

         口演会場 幕間スライド 

（2）掲載期間  2021 年 9 ⽉ 19 ⽇（⽇）〜9 ⽉ 20 ⽇（⽉・祝）(会期中） 

（3）掲載方法   各セッションの幕間に会場内スクリーンで貴社・貴院の広告を順次投影 

（4）募集概要   

    ⅰ. スライド広告投影費︓  55,000 円（税込み） 

・Microsoft PowerPoint ファイルまたは avi、mp4 形式で 20 秒以内に収めてください。  

    ⅱ. 募集枠︓  12 枠 

（5）広告原稿 

   スライド広告は、データのみの⼊稿としております。お申込み完了後、スライド広告データを 

以下のスライド広告事務局宛にメール添付にてお送りください。ご送付の際は、学会名・貴社名・

ご担当者名・申込み内容を明記してください。（使⽤後、スライド広告データは返却いたしません） 

 

≪データ送付先≫  

  

 

≪データ送付期限≫  

広告版下データの送付期限は 2021 年 6⽉30⽇（水）までとさせていただきます。  

 

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 スライド広告事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・二村涼 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+slidekoukoku@gmail.com 
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≪データ⼊稿の際の諸注意≫ 

 ・スライド広告は、Microsoft PowerPoint でご作成の上、pptx、ppt 形式もしくは mp4 形式で 

⼊稿して下さい（フォントやレイアウトの相違を防止するため、動画はなるべく mp4 形式で

お願い致します）。 

・使⽤OS を明記してください。（Mac もしくは Win（バージョン含む）） 

 ・編集を要しないデータで⼊稿してください。編集を要する原稿でお預かりする場合は、指⽰ 

内容により実費相当額をご請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。  

2．お申込みについて 

（1）お申込み方法・お申込み期間 

オンラインでのお申込みとなります。上記内容をご確認いただき、下記 URL より必要事項を 

⼊⼒の上、お申込みください。登録完了後、お申込み内容の確認メールをスライド広告事務局より 

お送りさせていただきます。 

お申込み多数の場合、採⽤企業の決定につきましては運営事務局（名古屋スポーツクリニック）の

一任となりますので予めご了承ください。 なお、お申込み期間につきましては 2020 年 12⽉1⽇

（火）〜2021 年 6⽉30⽇（水）とさせていただきます。  

【お申込み URL】 http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html  

※アクセスに問題が生じた場合は、抄録集広告事務局までメールにてご連絡ください。    

（2）お⽀払方法 

お申込み締め切り後、展⽰事務局より出展料請求書をお送りいたしますので、期⽇までに以下の

指定口座にお振込みください。 

  ■銀  行  名 ︓ ゆうちょ銀行 二〇八⽀店（店番号︓208） 

■口 座 番 号︓ 普通 0615004  

■口 座 名 義︓ 整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会  

会計 福吉正樹  

■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）︓ｾｲｹｲｹﾞｶﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｿｳﾘﾂｻﾝｼﾞｭｯｼｭｳﾈﾝｷﾈﾝ 

ﾀｲｶｲ ｶｲｹｲ ﾌｸﾖｼﾏｻｷ  

＊通帳や ATM 上では途中までの表⽰になります 

■振 込 期 限︓ 請求書に記載  

 

 

http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html
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（3）キャンセルポリシー 

2021 年 6⽉30⽇（水）以降のキャンセルにつきましては、一切お受けできません。キャンセル

の場合は 100％キャンセル料が発生いたしますので予めご了承ください。 ただし、天災事変等 

主催者の責めによらない事由注)によって学会の開催を中止する場合には、当該広告費⽤からその

時点までの準備に要した合理的な経費を差し引き、残額をご返金いたします。 

注) 天災事変等主催者の責めによらない事由とは、大規模な地震等の自然災害、疫病、 戦争、テロ、

行政機関の指⽰・命令・規制などを指します。 

3．その他 

（1）プログラム・抄録集 

      整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会のプログラム・抄録集を 1 部 

無償で提供させていただきます。 

なお、完成は 2021 年 8⽉上旬を予定しております。  

（2）お問い合わせ 

     スライド広告に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 スライド広告事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・二村涼 

〒466-0845 名古屋市昭和区藤成通 3-5 

TEL：052-859-1233 FAX：052-859-1266 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+slidekoukoku@gmail.com 
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6. その他の協賛に関するご案内 

    整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会の開催・運営に必要となる経費の

一部をスポンサーとしてサポートしていただき、その旨をプログラム、あるいは会場内掲⽰等に明記

いたします。 

1．寄附金のご案内 

（1）寄附金の名称   整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会  

           協賛金 

（2）寄附金の使途  整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会の

準備および運営費⽤の一部として 

（3）目 標 募 金 額   200,000 円 

（4）協 賛 の 規 模  1 口 10,000 円とし、1 口以上 

（5）募 集 期 間  2021 年 9 ⽉ 10 ⽇（金）まで 

（6）お 振 込 方 法 

上記内容をご確認いただき、下記 URL より必要事項を⼊⼒の上、募集期間内に下記の口座に 

お振込をお願い申し上げます（振込手数料はご負担下さい）。なお、銀行発行の振込控えをもって 

当方の領収書に代えさせていただきます。 

また、税法上の取り扱い（減免措置）は特にございませんので、予めご了承下さい。 

【お申込み URL】 http://www.seikeireha30th.jp/sponsor.html  

※アクセスに問題が生じた場合は、協賛金事務局までメールにてご連絡ください。    
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  ■銀  行  名 ︓ ゆうちょ銀行 二〇八⽀店（店番号︓208） 

■口 座 番 号︓ 普通 0615004  

■口 座 名 義︓ 整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会  

会計 福吉正樹  

■口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）︓ｾｲｹｲｹﾞｶﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｿｳﾘﾂｻﾝｼﾞｭｯｼｭｳﾈﾝｷﾈﾝ 

ﾀｲｶｲ ｶｲｹｲ ﾌｸﾖｼﾏｻｷ  

＊通帳や ATM 上では途中までの表⽰になります 

 

（7）お問い合わせ 

     協賛金に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 寄附金事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・二村涼 

〒466-0845 名古屋市昭和区藤成通 3-5 

TEL：052-859-1233 FAX：052-859-1266 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+kifukin@gmail.com 



25 

 

2．ノベルティ等のサポートに関するご案内 

     参加証ストラップや参加者に配布するノベルティ等にご協⼒をお願い申し上げます。詳細につい

ては、下記のノベルティ事務局までお問い合わせ下さい。 

■ 募集期間：2021 年 6 ⽉ 30 ⽇（水）まで 

  
整形外科リハビリテーション学会学術集会 創立 30 周年記念大会 ノベルティ事務局 

名古屋スポーツクリニック リハビリテーション科 

【担当】福吉正樹・二村涼 

〒466-0845 名古屋市昭和区藤成通 3-5 

TEL：052-859-1233 FAX：052-859-1266 

E-mail：seikeireha.30th.jimukyoku2+novelty@gmail.com 


