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第 39 回日本顎顔面補綴学会総会・学術大会 

 

ご協賛のお願い 
 

謹啓  

時下ますますご清栄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、誠に

ありがとうございます。 

 このたび、令和 4 年度 6 月 23-25 日に第 39 回日本顎顔面補綴学会総会・学術大会

（大会長；山下 善弘、主催；日本顎顔面補綴学会、後援；宮崎県歯科医師会）を、宮

崎にて開催する運びとなりました。 

 つきましては、誠に恐縮ではございますが、日本顎顔面補綴学会の趣旨をご理解いた

だき、ご協賛を賜りたく、ここにお願い申し上げる次第でございます。 

 なお、開催内容につきましては、下記のとおりとさせていただきますので、なにとぞ

よろしくお願い申し上げます。この趣旨に御賛同いただき、下記のとおり協賛に御協力

賜りますようお願い申し上げます。なお、開催方法は、現地開催もしくはハイブリッド

開催を検討しております。 

謹白 
2021 年 11 月吉日 

 



 

第 39 回日本顎顔面補綴学会総会・学術大会 

 

開催概要 
 

〇2022（令和4）年6月23日（木）委員会・理事会・社員総会 

会場 ニューウェルシティー宮崎（関之尾、雲海、松竹） 

 〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1丁目2番地8 TEL.0985-23-3311／FAX.0985-25-1262 

 

参加者数 約250名 

〇2022年（令和4）年6月24日（金）学術大会（9:00-17:45） 

大会内容 

会場：ニューウェルシティー宮崎（大ホール） 

08：40～10：30 開会の辞、シンポジウムⅠ 

10：40～11：30 一般口演（１） 

11：40～12：10 会員総会 

12：20～13：20 ランチョンセミナー 

13：30～14：30 特別講演 

14：40～15：30 一般口演（２） 



15：40～16：30 ポスター討論 

会場：ニューウェルシティー宮崎（アンジェラス） 

9：00～15：40 ポスター展示 

15：40～16：30 認定医ケースプレゼンテーション 

 

〇2022年（令和4）年6月25日（土）学術大会（9:00-17:45） 

会場：ニューウェルシティー宮崎（大ホール） 

09：00～11：00 シンポジウムⅡ 

11：10～11：50 一般口演（３） 

12：00～13：00 ランチョンセミナー 

13：10～14：00 一般口演（４） 

14：10～16：10 教育研修会 

16：20～16：30 閉会の辞 

会場：ニューウェルシティー宮崎（アンジェラス） 

9：00～16：30 ポスター展示 

 

  



機器展示募集要項 
 
名 称：39 回日本顎顔面補綴学会総会・学術大会 医薬品・医療機器展示会 
 
会 期：2022(令和 4)年 6 月 24 日(金)~25 日(土)09：00～17：45[時間予定] 
 
展示会場：ニューウェルシティー宮崎 
 
出展対象：医療機器、検査機器、医療情報機器、システム、医薬品 
 
出展物：出展対象に記載された範囲のもの、及び準備委員の認めたものとします。 
 
本学術集会の展示としてふさわしくないもの、また本学術集会の趣旨にそぐわないと判断
した場合は、出展をお断りする場合がございますので、予めご了承下さい。 
 
出展料金：70,000 円(税込) 
 
小間割：準備委員で協議の上、決定致します。 
 
薬事法未承認品の展示については未承認展示許可証を運営事務局にご提出下さい。 
 
説明会：事前の出展者説明会は行いません。小間割、搬入、装飾、管理等についての詳細は、
改めてご担当者にご連絡いたします。 
 
展示中止：申込時と実際の出展物の内容が大幅に違う場合、また参加者や他の出展者の皆様
方に迷惑になるような行為を行ったと準備委員が判断した場合、出展後であっても出展を
中止していただく場合があります。この場合、出展料の返金は一切いたしません。 
 
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、
その他の不可抗力による事故、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 
準備委員は責任を負いません。 
 
会場等の変更：やむを得ない事情により会場及び開場時間を変更する場合があります。 
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。またこれにより 
生じた損害は準備委員では一切補償しません。 



 
講演会場にご入場の場合は、受付で参加証をご購入下さい。 
 
搬入・設営：6 月 23 日(木)13：00～17：00(予定) 
 
※装飾についても上記時間内に行って下さい。上記の搬入・設営時間以外に、会場内に搬入・
設営することは一切禁止いたします。 
※会場の都合により、各出展社の搬入・設営時間の割り当てをさせていただく場合が 
あります。 
 
展示時間：6 月 24 日(金)-25 日(土) 09：00～17：45(予定) 
 
搬出・撤去：6 月 25 日(土) 09：00～17：45(予定) 
 
小間規格 間口 W1800mm×奥行 D600mm のテーブルを準備いたします。 
 
1 バックパネルは基本準備しません。必要な際はご連絡ください。 
 
2 社名板は準備いたしません。テーブルに社名板を張るなどしてください。 
※小間内装飾は、出展者が行って下さい。 
特別装飾 特別装飾については、お受けいたしません。 
 
注意事項 装飾物、展示物の高さは、2.1m に制限します。 
 
2.1m を越える場合は、事前に事務局の承認が必要となります。 
 
照明器具・コンセントを必要とする場合は、ご連絡ください。 
 
【ご注意】 電源異常及び事故による停電、または電圧降下の為、実演出展物等を損傷した
場合、準備委員はその責任を負いません。出展社は予め事故防止の為の十分な保護措置をと
って下さい。 
 
お申込み方法 下記メールアドレスへお申込み下さい。 
 
申込締切： 2022 年 5月 31 日 
 



申込先： 

宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野 金氏 毅 

 TEL（0985）85-3786 FAX（0985）85-7190 

 E-mail: gakuganmenhotetsu@med.miyazaki-u.ac.jp 

 
出展料の支払い 申込書受領後、出展内容を確認の上、事務局より請求書をお送りします。 
請求書がお手元に届きましたら指定口座にお振込みいただきます。会期前日までに入金が
確認できない場合は、事務局は出展を許可しない場合がございます。 
申込取り消し 出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできませんので、 
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 
  



共催セミナー（ランチョンセミナー）協賛募集要項 
 
名 称：39 回日本顎顔面補綴学会総会・学術大会 共催セミナー 
 
会 期：2022(令和 4)年 6 月 24 日(金)  12：20～13：20 

2022(令和 4)年 6 月 25 日(土) 12：00～13：00 
 
展示会場：ニューウェルシティー宮崎 
 
本学術集会の展示としてふさわしくないもの、また本学術集会の趣旨にそぐわないと判断
した場合は、出展をお断りする場合がございますので、予めご了承下さい。 
 
共催費：300,000 円(税込) 
 
場所：ニューウェルシティー宮崎（大ホール、アンジェラス、松、竹） 
 
共催費に含まれるもの： 
会場費、演台、椅子、テーブル等の舞台備品、標準的な映像設備（スクリーン、プロジェ
クター、PC、ポインター等） 

 
共催費に含まれないもの： 
演者や座長にかかる費用（謝礼、旅費等）、参加者や演者、座長の弁当代（運営事務局に
ご相談ください）、共催セミナー用の看板類作成費、追加の映像音響資材 

 
プログラム内容： 
 演者、座長、テーマについては事前にご相談くださいますようお願い申し上げます。 
 最終決定については大会長に一任とさせていただきます。 
 
説明会：事前の出展者説明会は行いません。小間割、搬入、装飾、管理等についての詳細は、
改めてご担当者にご連絡いたします。 
 
情報の開示： 
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」、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
「貴社との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」に従って、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、貴社のウェブサイト上に公
開することに同意します。 
 
展示中止：申込時と実際の出展物の内容が大幅に違う場合、また参加者や他の出展者の皆様
方に迷惑になるような行為を行ったと準備委員が判断した場合、出展後であっても出展を
中止していただく場合があります。この場合、出展料の返金は一切いたしません。 
 
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、
その他の不可抗力による事故、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 
準備委員は責任を負いません。 
 
会場等の変更：やむを得ない事情により会場及び開場時間を変更する場合があります。 
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。またこれにより 
生じた損害は準備委員では一切補償しません。 
 
講演会場にご入場の場合は、受付で参加証をご購入下さい。 
 
搬入・設営：2022(令和 4)年 6 月 24 日(金)  12：20～13：20 

2022(令和 4)年 6 月 25 日(土)  12：00～13：00 
 
※装飾についても上記時間内に行って下さい。上記の搬入・設営時間以外に、会場内に搬入・
設営することは一切禁止いたします。 
※会場の都合により、各出展社の搬入・設営時間の割り当てをさせていただく場合が 
あります。 
 
【ご注意】 電源異常及び事故による停電、または電圧降下の為、実演出展物等を損傷した
場合、準備委員はその責任を負いません。出展社は予め事故防止の為の十分な保護措置をと
って下さい。 
 
お申込み方法 下記メールアドレスへお申込み下さい。 
 
申込締め切り： 2022 年 5 月 31 日 
 
申込先： 

宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野 金氏 毅 



 TEL（0985）85-3786 FAX（0985）85-7190 

 E-mail: gakuganmenhotetsu@med.miyazaki-u.ac.jp 

 
共催費料の支払い 申込書受領後、出展内容を確認の上、事務局より請求書をお送りします。 
請求書がお手元に届きましたら指定口座にお振込みいただきます。会期前日までに入金が
確認できない場合は、事務局は出展を許可しない場合がございます。 
申込取り消し 出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできませんので、 
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEB バナー広告募集要項 
募集対象： 
  医療機器、医薬品、検査機器、病院等 
 
掲載料・募集数： 

  募集枠 サイズ 掲載料（税込） 募集口 

WEB バナー 横 200ｐx×縦 60px ￥33,000 10 社 

 
入稿方法： 
  バナーサイズは「横 200px × 縦 60px」、ファイル形式は「jpg」、「png」もしくは「gif」

にて作成し、リンク先 URL とともに E-mail 事務局までお送りください。 
  ※データ受領後随時大会ホームページへ掲載いたします。 
  ※バナーの制作が別途必要な場合は運営事務局へご相談ください。 
 
申込締切 ： 2022 年 5 月 31 日（火） 

 
入金先： 

ゆうちょ銀行 店番：738 普通預金 口座番号：2194830 
記号：17360 番号：21948301  
宮崎大学医学部附属病院顎顔面補綴研究会 

 

情報開示： 

拠出いただきました広告料につきまして、各社が公表することを了承いたします。 

 

申込先 ： 

宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野 金氏 毅 
  TEL（0985）85-3786 FAX（0985）85-7190 
  E-mail: gakuganmenhotetsu@med.miyazaki-u.ac.jp  



器械展示・WEB バナー広告 申込書 
 
 
申込み日 平成  年  月  日 

 
 

フリガナ  

御社名  

電話番号 
（連絡先） 

 

担当者様  

住所 
〒    － 
 

 
電話  
FAX  

メールアドレス  

※申込書に記載された個人情報に関して、運営管理の目的のためにのみ利用させていただ
きます。 
 
 
ご質問等ございましたらお書きください 

 

 

 

 

 
  



展示・協賛・寄付金の使途 

展示・協賛・寄付の責任者 宮崎大学医学部感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野 

                              金氏 毅 

 
収支予定 
 

     

収入 支出 

参加費 8,000×300 2,400,000 会場費 600,000 

WEB バナー 33,000×10 330,000 抄録制作費（PDF） 550,000 

機器展示 70,000×５ 350,000 通信費 150,000 

ランチョンセミナー 300,000×２ 600,000 講師謝礼 300,000 

助成金 

（県、学会） 

1,000,000 

300,000 
 1,300,000 

運営費 

（ハイブリッド開催） 
3,380,000 

合計  4,980,000   4,980,000 

 


