
第27回日本婦人科がん検診学会
総会・学術講演会

婦人科検診受検率の向上のために
～新しいグランドデザインを考える～

開催趣意書

講演抄録集・広告掲載募集のご案内

附設企業展示募集のご案内

ランチョンセミナーのご案内

共催セミナー等募集のご案内
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会長：梁　善光（帝京大学ちば総合医療センター産婦人科）
会期：平成30年9月8日（土）・9日（日）
会場：帝京大学板橋キャンパス本部棟　臨床大講堂および会議室
主催：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
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御挨拶

謹啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
貴会におかれましては、平素より本学会の活動へ深いご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
我が国の「がん」による死亡数は昭和56年より第1位となり、総死亡数の約3割を占め、依
然として増加傾向が続いています。このなかで当学会に関連する婦人科がん（子宮がん、卵巣
がん、乳がん）による死亡は全女性がん死亡数の16.3％にのぼり、女性のおよそ6人に1人が
これらの病気で亡くなっていることになります。
子宮頸がんに関しては、ワクチンの出現により今後の発症数の減少が期待されましたが、日

本特有の副作用の問題から現在のところ接種率が低迷しています。乳がんについても、治療法
は進歩したものの女性の8人に1人が罹患するという発症率の高さは如何ともしがたいものが
あります。卵巣がんは依然として発見時には進行例が多く、予後は必ずしも良好とはいえませ
ん。このような現状を鑑みると、婦人科がん死亡を減少させるには可能な限り早期に発見して
治療することが最も重要となります。
本学会は1992年に第1回が開催され、すでに来年は27回を迎えます。この間一貫して婦人
科検診の普及、方法、精度管理といった問題を毎年討議し、婦人科がんの撲滅に寄与してきま
した。平成30年度は9月8日・9日の2日間に帝京大学板橋キャンパス内の本部棟臨床大講堂
と会議室を会場として開催いたします。
本学会ではテーマを「婦人科検診受検率の向上のために～新しいグランドデザインを考える

～」とし、250～ 300名の婦人科がん検診に係る医師をはじめとした医療関係者の参加を予定
しております。
貴会におかれましては、本学会総会主催の趣旨にご賛同いただき、協賛等につきまして、何

卒、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

　謹　白

平成29年10月吉日

一般社団法人 日本婦人科がん検診学会 
第27回総会　大会長　梁　善光
（帝京大学ちば総合医療センター　副院長・産婦人科教授）
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1. 名　称： 第27回 日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
  テーマ「婦人科検診受検率の向上のために
  　　　  ～新しいグランドデザインを考える～」

2. 会　期： 平成30年 9月8日（土）・9日（日）

3. 会　場： 帝京大学板橋キャンパス本部棟　臨床大講堂および会議室

4. 主　催： 一般社団法人日本婦人科がん検診学会
　　　
5. 会　長： 梁　善光（帝京大学ちば総合医療センター副院長・産婦人科教授）

6. 予想参加数： 約300名（医師170名、細胞検査士130名）

7. 学会の概要（予定）：　
  1）特別講演 2題
  2）教育講演 2～ 4題
  3）シンポジウム 2件
  4）ランチョンセミナー 2題
  5）共催セミナー 1題
  6）一般演題　口演
  7）企業展示 最大10社予定

8. 事務局： 第27回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
  〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F
  株式会社クバプロ内　
  Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
  E-mail  27th-meeting@jagcs.org
  HP  http://www.jagcs.org/soukai27/

開催概要
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講演抄録集・広告掲載募集要項

1. 掲載媒体： 第27回 日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会抄録集

2. 発行部数： 600部　

3. 配布対象： 日本婦人科がん検診学会会員および当日参加者

4. 掲載料金（募集口数）：A4版
  表4（1口）： 150,000円（税別）
  表3（1口）： 100,000円（税別）
  表2（1口）： 100,000円（税別）
  中項（全面）（2口）： 60,000円（税別）
  中項（半面）（4口）： 30,000円（税別）

5. 申込締切日： 平成30年4月30日（月・祝）

6. 原稿締切日： 平成30年6月30日（土）

7. 入稿形態： オフセット印刷のため、版下またはデータでご提出ください。
  また、プリントアウトした広告見本も同封してください。
  【サイズ：（全面）天地：255 mm、左右：175 mm／（半面）天地： 
  123 mm、左右：175 mm】

8. お振込先： 銀行名　：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：7396800
  口座種類：普通
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ )ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ
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1. 展示会場： 帝京大学医学部本館2F ロビー

2. 展示料金： 1小間：長机1台（H 1,800 mm×W 1,200 mm）、背面パネル板
  150,000円（税別）

3. 申し込み締切日： 平成30年5月31日（木）

4. 搬入・搬出： 搬入；平成30年9月7日（金）16:00頃 予定
  搬出；平成30年9月9日（日）16:00頃 予定

5. 御請求・お支払いについて：
  お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。
  請求書に記載いたします支払日までに指定口座へお振込下さい。
  また、振込手数料は貴社にてご負担下さい。貴社事情により支払い日 
  までにお振込みできない場合は、必ずご連絡下さい。

6. お申し込み解約について：
  申込書受領後の解約は原則お受けできません。ただし、申込解約を
  書面にてお送りいただいたうえで、やむをえず主催者が解約を認めた 
  場合は、以下の解約料金をお支払いいただきます。
  解約料金：解約書面をお送りいただいた日を基準として、
  平成30年6月末日までに受領……請求書の50％をお支払いいただきます
  平成30年7月1日以降……請求書の全額をお支払いいただきます

7. お振込先： 銀行名　：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：7396800
  口座種類：普通
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ)ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ

企業展示募集要項
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講演抄録集広告申込書 ・ 展示申込書

平成　　年　　月　　日

  講演抄録集に広告掲載を申し込みます。

  表4： 150,000円（税別）

  表3： 100,000円（税別）

  表2： 100,000円（税別）

  中項（全面）：   60,000円（税別）

  中項（半面）：   30,000円（税別）

  企業展示に申し込みます。　　　　　　　小間

　　　　　　　　　　　（※1小間150,000円（税別））

貴　社　名

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

申込先： 第27回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F
 株式会社クバプロ内　
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  27th-meeting@jagcs.org
 HP  http://www.jagcs.org/soukai27/
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1. 開催日程： 平成30年9月8日（土）・9日（日）

2. 会　場： 帝京大学医学部本館4F　大講堂、会議室01

3. 講演形式： PCプレゼンテーション形式で最大60分
＊） プログラムの都合により、時間帯が多少変更になる場合もあります
のでご承知下さい。

＊） 講演内容・司会・演者の選定については貴社と学会事務局との合意
のうえで決定させていただきます。特に司会選定は必ず事務局にご
相談ください。

4. ランチョンセミナー、イブニングセミナー

5. 参加費： 1,000,000円（税別）　
  参加費には会場使用費、映像・音響機材費及びスタッフ人件費（PCオ 
  ペレータ、照明係、進行係）を含んでいます。

＊） 参加費には、参加者への昼食または軽食の費用、講演者、座長・司
会等への謝金、旅費交通費、宿泊費、講演関連資料費、運営要員等
人件費は含まれておりません。

6. 申込締切日： 平成30年3月31日（土）

7. その他： 演題・講演概要を抄録集に掲載いたしますので7月上旬までにお知らせ 
  ください。
   ・版型：A4版
   ・印刷方法：モノクロ1色印刷
   ・原稿締切日：平成30年7月15日（日）
   ・入稿方法：PDFにてお送り下さい。
  ＊）申込締切日以降、プログラムが確定後に詳細を連絡します。

8. お振込先： 銀行名　：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：7396800
  口座種類：普通
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ)ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ

ランチョンセミナー募集要項
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平成　　年　　月　　日

  下記セミナー参加を申し込みます。

  ランチョンセミナー　1,000,000円（税別）

  イブニングセミナー　1,000,000円（税別）

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご担当部署：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご連絡先住所　〒

 

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

ランチョンセミナー等申込書

申込先： 第27回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F
 株式会社クバプロ内　
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  27th-meeting@jagcs.org
 HP  http://www.jagcs.org/soukai27/
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共催セミナー・スポンサードシンポジウム募集要項

1. 開催日程： 平成30年9月8日（土）・9日（日）

2. 会　場： 帝京大学医学部本館4F　大講堂、会議室01

3. 講演形式： PCプレゼンテーション形式で最大60分
＊） プログラムの都合により、時間帯が多少変更になる場合もあります
のでご承知下さい。

＊） 講演内容・司会・演者の選定については貴社と学会事務局との合意
のうえで決定させていただきます。特に司会選定は必ず事務局にご
相談ください。

4. 共催セミナー

5. 参加費： 800,000円（税別）　
  参加費には会場使用費、映像・音響機材費及びスタッフ人件費
  （PCオペレータ、照明係、進行係）を含んでいます。

＊） 参加費には、参加者への昼食または軽食の費用、講演者、座長・司
会等への謝金、旅費交通費、宿泊費、講演関連資料費、運営要員等
人件費は含まれておりません。

6. 申込締切日： 平成30年3月31日（土）

7. その他： 演題・講演概要を抄録集に掲載いたしますので7月上旬までにお知らせ
ください。

   ・版型：A4版
   ・印刷方法：モノクロ1色印刷
   ・原稿締切日：平成30年7月15日（日）
   ・入稿方法：PDFにてお送り下さい。

＊） 申込締切日以降、プログラムが確定後に詳細を連絡します。

8. お振込先： 銀行名　：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：7396800
  口座種類：普通
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ)ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ
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平成　　年　　月　　日

  下記セミナー参加を申し込みます。

  共催セミナー　　　　　　　800,000円（税別）

  スポンサードシンポジウム　800,000円（税別）

貴　社　名

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

共催セミナー・スポンサードシンポジウム申込書

申込先： 第27回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F
 株式会社クバプロ内　
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  27th-meeting@jagcs.org
 HP  http://www.jagcs.org/soukai27/
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総会協賛募集要項

1. 協賛料金： 1口：￥30,000（税込）
  口数は2口以上で随意

2. 特典： 抄録集および総会ホームページに貴社名を掲載

3. 応募締切日： 平成30年6月30日（土） 

4. 御請求・お支払いについて：
  お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。
  請求書に記載いたします支払日までに指定口座へお振込下さい。
  また、振込手数料は貴社にてご負担下さい。貴社事情により支払い日ま

でにお振込みできない場合は、必ずご連絡下さい。

5. お振込先： 銀行名　：ゆうちょ銀行（店番008）
  口座番号：7396800
  口座種類：普通
  口座名義：一般社団法人日本婦人科がん検診学会
  　　　　　ｼｬ )ﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝｶｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲ
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平成　　年　　月　　日

  協賛に申込みます。　　　　　　　　口

　　　　　　　　　　　（※1口：税込￥30,000（口数は2口以上で随意））

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※抄録集・ホームページへの社名記載を希望しない場合は、以下にチェック✔を入れてください。

　   社名記載を希望しない

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

総会協賛申込書

申込先： 第27回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
 〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F
 株式会社クバプロ内　
 Tel  03-3238-1689 / Fax  03-3238-1837
 E-mail  27th-meeting@jagcs.org
 HP  http://www.jagcs.org/soukai27/
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第27回日本婦人科がん検診学会
総会・学術講演会　収支予算（案）

項　目 予算額 内訳・備考

収
　
入

参加費 1,880,000 
　当日参加費：医師・一般 8,000 円× 170 名 = 1,360,000 
　当日参加費：細胞検査士、臨床検査技師 4,000 円× 130 名 = 520,000 
抄録販売費 30,000 1,000 円× 30 部 = 30,000 
開催補助金 400,000 
広告掲載費 572,400 
　表4 162,000 円× 1 社 = 162,000 
　表3 108,000 円× 1 社 = 108,000 
　表2 108,000 円× 1 社 = 108,000 
　中項（全面） 64,800 円× 1 社 = 64,800 
　中項（半面） 32,400 円× 4 社 = 129,600 
展示ブース費 486,000 162,000 円× 3 コマ = 486,000 
セミナー共催費 3,024,000 
　ランチョンセミナー 1,080,000 円× 2 社 = 2,160,000 
　共催セミナー 864,000 円× 1 社 = 864,000 
寄付金 300,000 30,000 円× 10 口 = 300,000 

収入合計 6,692,400 

支
　
出

会議準備関係費
　1. 大会専用HP関係 250,000 
　2. ポスター及びチラシ制作関係 400,000 
　3. 要旨集制作関係 700,000 
　4. 参加証等印刷費 80,000 
　5. 事務諸経費（通信費を含む） 200,000 
会議準備関係費
　1. 当日運営スタッフ人件費 800,000 
　2. 機材費 400,000 
　3. 看板費 200,000 
　4. 備品及び消耗品費 200,000 
　5. 展示関係費 200,000 
　6. 会場費関係 500,000 
　7. 会議費 1,000,000 
　8. 招聘関係費 700,000 
　9. 交通費 250,000 
　10. 業務連絡調整管理費 500,000 
　11. 予備費 312,400 

支出合計 6,692,400 

（単位；円）




