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ご挨拶 

謹啓 

皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
このたび、2022 年９月 10 日（土）に宮崎市のニューウェルシティ宮崎において「第 51 回日本消化器がん検

診学会九州地方会」を開催させて頂くこととなりました。 
 日本消化器がん検診学会は、1959 年に「胃がん研究連絡会」として発足し、1964 年に日本胃集団検診学会、
1982 年に日本消化器集団検診学会へと領域を広げながら発展し、2006 年に現在の名称に変更されています。九
州支部は 1971 年に発足し、現在の会員数は 1,100 名を超え、当地域における消化器がん検診の向上と地域住⺠
の健康と福祉に寄与することを目的として活動を続けています。また、放射線技師を中心とする放射線研修委員
会や保健師を中心とする保健衛生部会も所属し、コメディカルとの円滑なコミュニケーションをつくり、高いレ
ベルの消化器がん検診が実施できるように努力を続けています。 
 日本人の死因のトップは癌であり、近年の統計では胃、大腸、膵臓は男女ともにトップ５にはいる原因臓器で
あることから、消化器がん検診の役割は大きいと思います。近年、検査キットや医療機器の進歩に伴い多くの癌
が早期に発見され、治療後の予後も大いに期待されるようになりました。癌の早期発見・早期治療には、バリウ
ムの改良や X 線装置のデジタル化、内視鏡診断技術の向上、超音波装置の高解像度化など、医療機器メーカーの
技術的な改良・進歩も大きく貢献していると実感しています。そこで、本学会のテーマを「これからの消化器が
ん検診」と掲げ、新しいがん検診の今後の展開について考え、最新の技術や情報を習得する機会にしたいと考え
ています。 
 コロナ感染収束を切に願い、現地開催予定で参加者を 250 名と見込んでおります。本来、会議の諸費用は参加
費を以て賄うべきでありますが、昨今の諸費用高騰のため、参加費のみの運用は困難を極めます。つきましては、
このような事情にご理解いただき、学会運営費の一部としてご協賛を賜りたくお願い申し上げます。 
  
 末筆ながら、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。 
 

謹白 

 
2021 年 12 月吉日 

 
第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会 

会⻑ 尾上耕治 
（宮崎市郡医師会病院 健診センター⻑） 

 
 
 

 



学会開催概要 
 
１．名称：第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会 

 
２．テーマ：これからの消化器がん検診 
 
３．会⻑：尾上耕治（宮崎市郡医師会病院 健診センター⻑） 
 
４．開催期間：2022 年 9 月 10 日（土） 
 
５．開催場所：ニューウェルシティ宮崎  〒880-0879 宮崎市宮崎駅東 1-2-8 

TEL: 0985-23-3311 FAX：0985-25-1267 
６. 後援： 宮崎県医師会、宮崎県医師協同組合、宮崎県観光協会、宮崎県健康づくり協会、 

宮崎市郡医師会、宮崎大学医学部放射線医学教室同門会、宮崎木曜会 
 
7. 学会の目的と開催意義：本学会は、年に 1 度、九州、沖縄地区で消化器がん検診に携わる医師、放射線技
師、検査技師、保健師および医療事務職が一堂に会し、日頃の診療・研究の成果を発表するとともに消化器が
ん検診に関する最新の知識と情報を交換・発信する場であり、臨床研究および検診事業を通して、わが国の検
診受診率の向上、消化器がん死亡率の低下、国⺠の健康と福祉の向上に大きく貢献することを目的として開催
します。 
 
8. 学会の主要プログラム：教育講演１、教育講演２、一般演題（口演）、会⻑講演、ランチョンセミナー、放
射線技師部会シンポジウムおよび胃 X 線症例検討会 

1. 教育講演 
1.胃：「演題未定」講師：井上和彦（淳風会健康管理センター） 
司会：尾上耕治（宮崎市郡医師会病院健診センター） 
2.大腸：「演題未定」講師：野崎良一（のざき消化器 IBD クリニック） 
司会：水口昌伸（佐賀大学医学部 放射線科） 

2. 一般演題（胃・大腸・その他） 
3. 会⻑講演：「消化器がん検診とともに 30 年」講師：尾上耕治（宮崎市郡医師会病院健診センター） 

司会：松浦隆志（ふくおか公衆衛生推進機構福岡国際総合健診センター） 
4. ランチョンセミナー 
5. 放射線技師研修会シンポジウム「テーマ未定」、司会：未定 

胃 X 線症例検討会：司会、提示者および解答者未定 
 

9. 参加者数 250 名（予定） 
 
 
 
 
 



収支予算書 
（単位：円） 

 
第５１回日本消化器がん検診学会九州地方会 

 
 

収入の部        予算額 
１ 学会からの補助金        1,000,000 
２ 参加費 医師 5,000 円（50 名）医師以外 3,000 円（200 人名）   850,000 
３ 協賛収益 275,000 円×１社      275,000 
４ 広告収益 110,000 円×1 枠 
       77,000 円×2 枠 

55,000 円×4 枠 
33,000 円×8 枠       748,000 

５ 寄付金         2,000,000  
６ 雑収益          

 
合計額        4,873,000  

 
支出の部 
１ 会場費  ニューウェルシティ宮崎     1,500,000 
２ 運営費  機材費、看板装飾費他        899,000  
３ 臨時雇用賃金 アルバイト人件費      100,000 
４ 旅費交通費 招待者旅費、宿泊費等      300,000 
５ 謝金  司会、講師謝金      260,000 
６ 記念費          15,000 
７ 会議費  プログラム委員会等      90,000 
８ 委託費  演題処理、参加登録等事務委託費    370,000  
９ 印刷費  プログラム抄録集作成     800,000  
   封筒、名札作成他     
10 通信費  切手代など       35,000  
11 消耗品費 文具、コピー用紙等      44,000 
12 支払手数料 銀行振込手数料       10,000 
13 広報費  学会ホームページ作成等     450,000 
 

合計額        4,873,000  
 
 
 
 
 



共催セミナー募集要項 
 
１．共催セミナー募集枠 

■ランチョンセミナー 

 
２．共催費に含まれるもの 

・会場使用料、控室使用料 ・座⻑席 
・スクリーン（メインのみ） ・PC プロジェクター（メインのみ） 
・次座⻑次演者表⽰灯 ・卓上ライト ・マイク ・レーザーポインター 
・会館設備代（音響システム、照明） 

 
３．共催費に含まれないもの 

a．参加者お弁当 
弁当単価 1,650 円（紙パックお茶付）（税込）※予定金額 

・手配については運営事務局が集約し、一括にて行います。 
・お弁当の手配個数につきましては各社に御一任致します。 

但し、お弁当の内容につきましては主催者に御一任して頂きますよう予めご了承下さい。 
b．講師謝礼、交通費、宿泊費などの接遇費（貴社規定に一任致します） 

 c．看板、チラシなどの制作費 
 d．当日運営スタッフ（進行アナウンス係、資料・弁当配布係、照明係等） 

 
 ※機材、参加者弁当等の手配につきましては、オプション手配が可能です。 

※告知リーフレット、プログラム、チラシ等の制作は貴社に御一任致しますが、主催者確認の為、 
必ず、印刷前に運営事務局（51jsgcs-sponsor@jtbcom.co.jp）まで原稿をお送り下さい。 

 
４．司会講師およびプログラムについて 

司会／講師／プログラム内容につきましては、必ず主催（会⻑）と協議の上、進めて頂けますよう 
お願い致します。 
 

５．お申込み方法 
オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://www.51jsgcs-q.org/）の「協賛申込」ペー
ジよりお申し込み下さい。 

 
６．お申込期限 

2022 年 2 月 28 日（月） 
 
 

会場名 施設会場名 収容人数 日時 共催費 

第１会場 
ニューウェルシティ宮崎

2F 高千穂＋霧島 
450 席 

2022 年 9 月 10 日（土） 
12：00〜13：00 予定 

275,000 円（税込） 



 
 

７．共催費のご請求に関して 
・共催費は、申込締切後、請求書をお送りいたします。指定期日までにお振込み下さい。 
・請求書は主催者からの発行となりますので、予めご了承下さい。 
・領収書はお振込み時の払込票をもって領収書に替えさせていただきます。 
 

８．共催費のお振込み先 
振込先銀行：宮崎銀行 小松台出張所（店番 096）  
振込先口座：普通預金 86450 
口 座 名 義：第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会 会⻑ 尾上耕治 
フ リ ガ ナ：ﾀﾞｲｺﾞｼﾞｭｳｲｯｶｲﾆﾎﾝｼｮｳｶｷｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲｷｭｳｼｭｳﾁﾎｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｵﾉｴｺｳｼﾞ 

 
９．共催費のお振込み期限 

2022 年 7 月 29 日（金） 
 

１０．オプション手配について 
・機材、参加者弁当等のオプション手配につきましては、開催 1〜2 ヶ月前頃に送付予定の「当日運 

営要項」にて詳細をご案内申し上げます。 
・オプション手配の請求書は、手数料 15％加算の上、会終了後に、運営事務局（㈱JTB コミュニケーショ 

ンデザイン）から発行となりますので、予めご了承ください。 
・領収書はお振込み時の払込票をもって領収書に替えさせていただきます。 
・オプション費用お振込み期限：2022 年 10 月 31 日（月） 

 
１１．情報公開への同意について 

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」に基づき「共催企業様と医療
機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にかかる費用を公開する
ことについて了承いたします。（日本ジェネリック製薬協会への公開も同様とします） 
 

１２．お問合せ先（運営事務局） 
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン  
事業共創部 協賛担当：細井 
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ビル 4F  
TEL：092-751-3244 FAX：092-751-3250  
E-mail: 51jsgcs-sponsor@jtbcom.co.jp   
※メールでのお問い合わせにご協力お願いします。 

  



広告募集要項 

 

1. 印刷部数 
抄録集 700 部（予定） 
※学会参加者及び協賛企業へ配布予定 

 
2. 発行日 
   2022 年 8 月頃予定 
 
3. 規格  
   Ａ４判 約 120 頁 （天地 29.7 ㎝×左右 21 ㎝） 
 
4. 媒体作成費 
   748,000 円 
 
5. 広告料総額 
   748,000 円 
 
6. 広告依頼社数 

 1５社（予定） 
 

7. 広告掲載規格    
希望枠 枠数 掲載料(税込) 色 
表４ １枠 110,000 円 モノクロ 

表２、表３ ２枠 77,000 円 モノクロ 
後付１頁 ４枠 55,000 円 モノクロ 

後付 1/2 頁 ８枠 33,000 円 モノクロ 
 

   
8. お申込方法 

オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://www.51jsgcs-q.org/）の「協賛申込」ページ
よりお申し込み下さい。    

      
9. お申込期限 

2022 年 4 月 28 日（木） 
 

10. 版下原稿提出締切 
2022 年 4 月 28 日（木） 
 

11. 版下原稿について 
・フイルム、紙焼、清刷、データのいずれかにて（等倍サイズの）完全版下原稿をご提出下さい。 
・当方では版下の作成は致しません。 
※ページ割につきましては、主催者に御一任くださいますようお願い申し上げます。 



 
12. 版下原稿入稿について 

■オンライン入稿の場合 
・5MB 未満のデータのみとなります。 
・広告版下は完全版下にて、PDF データ（解像度 350dpi 以上）をご用意の上、学会 HP「協賛申込」

（https://www.51jsgcs-q.org/）オンライン受付のマイページよりアップロードをお願い致します。 
 

■E-mail・郵送入稿の場合 
・5MB 以上 25MB 以内のデータは、PDF データにて運営事務局（51jsgcs-sponsor@jtbcom.co.jp）まで 

お送り下さい。 
・25MB を超えるデータは、CD-R にて運営事務局までご郵送下さい。 
・イラストレーターデータの場合は、アウトライン処理の上、出力見本を添付下さい。 
・紙焼き原稿の場合も同様にご郵送にて承ります。 
 

13. ご請求について 
・申込締切後、請求書をお送りいたします。指定期日までにお振込み下さい。 
・請求書は主催者からの発行となりますので、予めご了承下さい。 
・領収書はお振込み時の払込票をもって領収書に替えさせていただきます。 
 

14. お振込み先ついて 
振込先銀行：宮崎銀行 小松台出張所（店番 096）  
振込先口座：普通預金 86450 
口 座 名 義：第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会 会⻑ 尾上耕治 
フ リ ガ ナ：ﾀﾞｲｺﾞｼﾞｭｳｲｯｶｲﾆﾎﾝｼｮｳｶｷｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲｷｭｳｼｭｳﾁﾎｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｵﾉｴｺｳｼﾞ 

 
15. お振込み期限ついて 

2022 年 7 月 29 日（金） 
 

16. 情報公開への同意ついて 
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」に基づき「共催企業様と医療
機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」に従い、学会等の会合開催にかかる費用を公開する
ことについて了承いたします。（日本ジェネリック製薬協会への公開も同様とします） 
 

17. お問合せ先（運営事務局） 
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン  
事業共創部 協賛担当：細井 
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ビル 4F  
TEL：092-751-3244 FAX：092-751-3250  
E-mail: 51jsgcs-sponsor@jtbcom.co.jp  
※メールでのお問い合わせにご協力お願いします。 

  



寄付金募集要項 

 
1. 募金名称 

 第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会 
 

2. 募集期間 
 2021 年 12 月 1 日（⽔）〜2022 年 9 月 9 日（金） 
 

3. 募金目標額 
 2,000,000 円 
 

4. 募金対象先 
 宮崎県医師会、宮崎市郡医師会、宮崎県健康づくり協会、宮崎大学医学部放射線医学教室同門会、 

宮崎木曜会、企業他 
 
5. 寄付金の使途 

 第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会の開催・運営費に充当する 
 

6. 寄付金を必要とする理由 
第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会の準備･運営等､開催に関する費用は､総額で約 4,873,000 円を予
定しており､これらの経費をまかなうのは参加者の参加費であるのが建て前であります。しかしながら､その
額には限界があり､経費の一部は､諸団体および企業からの浄財に頼らざるを得ないのが実状でございます。
収支予算にありますように、約 2,000,000 円をどうしても皆様のご支援に頼らざるを得ません。諸事御多端
の折、誠に恐縮ではございますが、ぜひともご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

7. 寄付金募集責任者 
 尾上耕治 第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会 会⻑ 
（宮崎市郡医師会病院 健診センター センター⻑） 
 

8. 寄付金振込口座 
振込先銀行：宮崎銀行 小松台出張所（店番 096）  
振込先口座：普通預金 86450 
口 座 名 義：第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会 会⻑ 尾上耕治 
フ リ ガ ナ：ﾀﾞｲｺﾞｼﾞｭｳｲｯｶｲﾆﾎﾝｼｮｳｶｷｶﾞﾝｹﾝｼﾝｶﾞｯｶｲｷｭｳｼｭｳﾁﾎｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｵﾉｴｺｳｼﾞ 
※銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 

 
9. お申込み方法 

オンラインによる受付となります。学会ホームページ（https://www.51jsgcs-q.org/）の「協賛申込」ページ
よりお申し込み下さい。  
※寄付に関する情報につきましては、お申込企業様のウェブサイト等を通じ公開されることに同意します。 



オンライン[協賛申込（共催セミナー・広告・寄付）]について 

 
第 51 回日本消化器がん検診学会九州地方会の[協賛（共催セミナー・広告・寄付）]は、オンラインによる受付
とさせていただいております。 
 
ＦＡＸの未着、お申込み情報の齟齬を防ぐため、お手数ではございますが、オンライン登録にご協力をお願い
いたします。インターネット環境がない場合は、下記運営事務局（協賛担当）までお問合せください。 
 
＜お申し込みの流れ＞ 
 学術集会ホームページ（https://www.51jsgcs-q.org/）へアクセス 

※推奨ブラウザ：Internet Explorer 11 以降、Firefox 23.0 以降、Chrome 28.0 以降 
 

 [協賛申込]より担当者情報登録 
登録後、申込 ID がメールで届きます。 
 

  マイページへログイン 
メールで届いた申込 ID と設定したパスワードを入力してログインしてください。 
 

  マイページ内、メインメニューより各種申し込み登録 
ご希望の協賛内容を選択し、必要事項を入力の上、ご登録をお願いいたします。 
各種お申込み完了後、確認メールが届きます。 
※確認メールが届かない場合は、登録が正常に完了していない可能性があります。必ず、確認メールの
受信を確認してください。 

 
※個人情報の利用目的 
お名前、メールアドレス等の個人情報は、本件に関する目的以外には利用いたしません。 
また、個人情報は第三者へは開⽰いたしません。 
 
 
【お問い合わせ先】 
株式会社 JTB コミュニケーションデザイン  
事業共創部 協賛担当：細井 
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜 1-1-35 新 KBC ビル 4F 
TEL：092-751-3244 FAX：092-751-3250  
E-mail: 51jsgcs-sponsor@jtbcom.co.jp  
※メールでのお問い合わせにご協力お願いします。 


