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謹啓 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、2020 年 03 月 13 日(金)、14 日(土)に第 26 回日本胎児心臓病学会学術

集会を大宮ソニックシティにおいて開催致すことになり、大変光栄に存じます。 

 

本学会は、先天異常の中で最も頻度の高い先天性心疾患を胎児期に診断し、児

の予後の改善を目的とするために設立されました。学会の努力により、出生後早期

に緊急治療を必要とする先天性心疾患を有する胎児を救命できるようになり、多く

の施設で胎児超音波スクリーニングを実施する契機となりました。胎児心臓超音波

診断の有用性が認められ、胎児心臓超音波検査として保険収載までされるようにな

りました。 

前回 2019 年の第 25 回日本胎児心臓病学会学術集会では 400 名余りの参加を頂

きました。2020年の本学術集会では、「症候群として先天性心疾患を見つめる」を

テーマといたしました。胎児超音波検査による胎児先天性心疾患のスクリーニング

は全国に浸透しつつあると思いますが、まだまだ地域差が大きいのも事実です。他

方で、胎児スクリーニングが普及している地域では、先天性心疾患の診断を契機と

して、積極的に様々な遺伝学的手法を用いて原因の染色体異常・遺伝子異常を同定

する場合もあるようです。胎児先天性心疾患を認めた場合に、その後どのような母

体・胎児・家族へのかかわりを行うべきか、多くの参加者からご意見を頂きたく思

います。 

 

この度の学術集会開催に際しましては、参加される皆様に実り多く有意義な集

いとなりますよう、鋭意準備を進めております。学術集会の開催にあたり、参加者

からの会費を元に運営する所存でございますが、充実した学会連営を図るためには

各方面からのご支援を頂かなければ難しいのが現伏でございます。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、これらの事情をご覧察頂き、格別な

ご配慮を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。 

 

尚、本学会は、協賛頂いた企業様が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」および各企業様が定める指針に従い、本学会の名称

および本学会が支払いを受けた協賛金の金額を、各企業様の会計年度の終了後にウ

ェブサイトなどを通じて公開することに同意致します。 

謹白 

2019年 3月吉日 

 

 

 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

会長 亀井 良政 

（埼玉医科大学病院 産科婦人科学 教授） 
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＜開催概要＞ 

 

１．会議の名称 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会  

（公式ホームページ： http://www.procomu.jp/jsfc2020/） 

 

２．会議開催時期 

2020年 3月 13日（金）～14日（土） 

 

３．会議開催場所 

大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市） 

（〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5） 

 

４.メインテーマ 

『症候群として先天性心疾患を見つめる』 

 

５.会議計画の概要 

 

（１）会議の構成 

１）特別講演 

２）シンポジウム 

３）教育セミナー 

４）共催セミナー 

５）総会 

６）一般演題発表 

 

（２）会議の日程（予定） 

    

第１日目 3月 13日（金） 

・ 開会の辞 

・ 共催セミナー（ランチョン等） 

・ シンポジウム 

・ 一般演題（口演、示説） 

・ 会員懇親会 

第２日目 3月 14日（土） 

・ シンポジウム 

・ 共催セミナー（ランチョン等） 

・ 特別講演 

・ 一般演題（口演、示説） 

・ 閉会の辞      

 

注）学会開催期間を通して附設展示会が同会場にて行われます。 

 

（３）参加者（予定） 

   400名 
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６．組織構成等 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

会長 亀井 良政（埼玉医科大学病院 産婦人科） 

  

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会事務局  

埼玉医科大学病院 産婦人科 

（住所）〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 

（電話）049-276-1111 

 

学会運営担当 

  （株） プロコムインターナショナル 

（住所）〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階 

（電話）03-5520-8821  （ファクス）03-5520-8820 

  （電子メール）jsfc26@procomu.jp 
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第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

＜寄付金募集要項＞ 
 

（１）寄付金の目的と使途 

       第 26回日本胎児心臓病学会学術集会準備、並びに運営に関する費用に充当

します。 

 

（２）募金の名称 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会寄附金 

 

（３）募金の目標額 

       3,500,000 円 

 

（４）募金の期間 

       2019年 3月 1日～2020年 4月 30日（予定） 

 

（５）寄付金申込方法 

    次ページの《寄付申込書》を Faxにて下記主催事務局へ送信ください。 

 第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 主催事務局 御中 

埼玉医科大学病院産科婦人科学講座内 

FAX 049-294-8305 

 

（６）寄付金振込方法 

     <振込先> 

埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 

口座名 第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

店番 589 

口座番号  4679785（普通） 

   

（７）税法上の扱い 

        免税措置は、特にありません。 

 

（８）寄付金募集の責任者 

     氏 名： 亀井 良政（埼玉医科大学病院 産婦人科）  

        

（住所）〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 

（電話）049-276-1111 

    

（９）寄付金募集の連絡先 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 主催事務局 

埼玉医科大学病院産科婦人科学講座内 

〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 

Tel:049-236-1347 Fax:049-294-8305 
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第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 主催事務局 御中 

埼玉医科大学病院産科婦人科学講座内 

FAX 049-294-8305 

 

 

寄付申込書 

 

下記の寄付を申し込みます 

 

企業・団体名                                                        

 

寄付金額             円  

 

寄付金使途 第 26 回日本胎児心臓病学会学術集会準備、並びに運営に関する 

費用 

 

寄付金振込先口座 

銀行名： 埼玉りそな銀行(銀行コード 0017)  

支店名：越生毛呂山(おごせもろやま)支店（店番：589） 

口座の種類：普通 口座番号：4679785 

口座名義：第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

 

 

＊振込手数料は、貴社にてご負担頂きますようお願い申し上げます。 

＊領収書は、銀行発行の振込控をもって代えさせて頂きます。 

（別途領収書が必要な場合はご連絡ください。） 

 

お問合せ・お申込み先 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 主催事務局 

埼玉医科大学病院産科婦人科学講座内 

〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 

Tel:049-236-1347  

Fax:049-294-8305 
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第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

＜共催セミナー募集要項＞ 
 

会 議 開 催 概 要 
 

１ 会議の名称：第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

 （公式ホームページ：  http://www.procomu.jp/jsfc2020/） 

 

２ 会議開催時期：2020年 3月 13日（金）～14日（土） 

 

３ 会議開催場所：大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市） 

（〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 電話：048-647-4111） 

 

４ 会長 亀井 良政（埼玉医科大学病院 産婦人科） 

 

５ 参加者数：400名 

 

共催セミナー運営要項 
 

１ セミナー開催にあたって 

 

（１） 開催形式 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会と貴社との共催 

チラシ等への記載方法 

 共催：第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

    ○○○○株式会社 

（注）複数社にてご共催の場合は、 

 共催：第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

○○○○株式会社/□□□□株式会社 

 

（２） プログラム編成 

演者、座長、テーマ等につきましては、事前にご相談ください。 

最終決定に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

（３） 演者および座長への依頼状 

演者、座長の方には、御社よりご依頼の上、正式な承諾書を入手いただき、学会

事務局宛お知らせください。 演者の方より履歴書を大会１ヶ月前に入手お願い

いたします。また、学会抄録集に演者の先生の抄録の掲載を予定しておりますの

で、2019 年 10 月 31 日までに学会運営事務局あて抄録のデータを送付お願い申

し上げます。 
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（４） 共催関係費用負担について 

＜共催費用に含まれるもの＞ 

・ 講演会場費/付帯設備費（机、椅子、ステージ等） 

・ 音響関係費/照明関係費 

・ 会場機材費（本大会で使用している設置済み機材） 

・ PC発表用機材（スクリーン、プロジェクター、講演台上 Windows PC１台） 

・ レーザーポインター 

・ マイク（座長席/演者席/客席） 

  

＜共催費用に含まれないもの＞ 

上記以外の経費は別途共催会社様にてご負担をお願いいたします。 

（例）座長・講師控室使用料、控室機材、共催セミナー参加者飲食費（弁当・

お茶等）、講師等飲食費、講師旅費・謝金・宿泊費、看板装飾、運営人

件費、印刷物制作費等、その他 

 

共催セミナーの共催費用については、別紙の一覧表をご参照ください。 

 

（５） 日程・会場決定について 

募集にあたっては、ご希望の日程、会場が重なる場合がございますので、必ず、

第 2希望、第 3希望をご記入ください。会場の決定については、申込書の開催希

望欄を参考にし、協議させていただきますが、最終決定は会長に一任とさせてい

ただきます。 

 

（６）申込方法 

    下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jsfc2020sponsor/ 

 

（７）申込締切 

     2019年 9月 30日   

 

（８）共催費用のご入金 

共催費用のご入金は下記指定口座に大会前日までにお振り込みをお願いします。 

     大会前日前までにお振込みが難しい場合は別途ご連絡をお願いいたします。 
     （注）共催セミナー手配関係のご案内（アンケート）は大会１カ月前頃に送付予定です。 

 

＜振込先＞ 

埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 

口座名 第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

店番 589 

口座番号  4679785（普通） 

 

注）共催費用のご請求書が必要な場合は運営担当までご連絡ください。 
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  （９）共催費一覧  

開催日 セッション名 会場 人数 共催費 

3月 13日（金） 
ランチョンセミナー１  第１会場 約 200名 1,100,000円 

ランチョンセミナー２  第２会場 約 200名 1,100,000円 

 3月 14日（土） 
ランチョンセミナー３  第１会場 約 200名 1,100,000円 

ランチョンセミナー４  第２会場 約 200名 1,100,000円 

注）その他、特別講演、教育講演、シンポジウム、ワークショップ、パネルディスカッ

ション等各種セッションの共催企業も募集しておりますのでご相談下さい。 

  

（１０）透明性ガイドラインに関する同意について： 

本学会では、本学術集会共催セミナーに要した費用 （共催費、料飲費等）に関して、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」に基づいて情報公開

することに同意いたします。 

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、予めご了承ください。 
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第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

＜附設展示会募集要項＞ 
 

■学会名：  第26回日本胎児心臓病学会学術集会 

（公式ホームページ：   http://www.procomu.jp/jsfc2020/） 

 

■会期： 2020年 3月 13日（金）～14日（土） 

 

■会長：  亀井  良政（埼玉医科大学病院  産婦人科）  

 

■学会会場：大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市） 

 

■展示会場：大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市）（予定） 

 

■出展料金  

１）医薬品・機器： 220,000円/１小間 

（１小間は間口 1.800m×奥行き 1m のスペース渡しのみ）  

注）上記金額は展示スペースのみの料金です。バックパネル、サイドパネル等は含まれてお

りません。後日パッケージブース（有料）をご案内させていただきます。 

また、特別電気工事費、電気使用料は別途ご請求となります。 

２）書籍：50,000円/小間（１小間＝机4本、机1本追加毎に15,000円の追加料金） 

  なお、書籍展示かどうかの判断は、本大会長が決定いたします。 

 

■募集小間数：医薬品・機器： 4小間（予定）、書籍展示： 1小間（予定）  

 

■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。  

 

■出展者へのご案内：出展者説明会は行いません。開催 1カ月程前に詳細を

別途連絡予定でございます。  

 

■本会議への参加資格について  

 出展者の皆様に対しては本大会の講演会場および関連プログラムへの参加

資格はありません。参加を希望される場合は別途参加申込を行って下さ

い。展示会場への出展者の入場制限はありません。  
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■展示会日程（予定）   

◇搬入設営  会期前日を予定しておりますが会期約 1カ月前に別途ご連絡予

定です。  

◇展示     2020年 3月 13日（金） 9時～会期最終日 16時頃まで予定  

◇搬出     会期最終日 16時頃～ 17時予定（別途ご案内予定）  

      注）上記日程が急遽変更になる場合がございますのでご了承下

さい。この変更にともなう出展申込の取消はできません。ま

た、これにより生じた損害は補償できません。  

◇搬入・搬出経路に関しては別途、大会前にご連絡いたします。  

◇小間配置  小間配置に関しては事前にご案内予定ですが、最終的な配置に

関しては会長に一任といたします。  

注）上記日程は変更する場合がありますのでご了承ください。  

 

■第26回日本胎児心臓病学会学術集会大会運営担当    

 （株） プロコムインターナショナル 

 連絡先 〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階 

 電話     03-5520-8821 ファックス  03-5520-8820 

    電子メール  jsfc26@procomu.jp 

 

■申込方法＆締切  

下記サイトより必要事項をご記入の上、2019年 10月 31日までにお申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jsfc2020sponsor/ 

出展料は指定口座に大会前日までにお振り込み下さい。大会前日前までにお振込みが難し

い場合は別途ご連絡をお願いいたします。請求書が必要な場合はご連絡ください。 

 

■取消 

出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、出展料金の返却もいたしかねますのでご了承ください。 

 

■展示お問い合わせ先・申込書送付先 

〒135-0063   東京都江東区有明三丁目 6番地 11  

TFTビル東館９階   

株式会社 プロコムインターナショナル 

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会運営担当宛 

   電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820 

電子メール：jsfc26@procomu.jp  

■出展料振込先 

＜振込先＞ 

埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 

口座名 第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

店番 589 

口座番号  4679785（普通） 

注）出展料は上記指定口座へ大会前までにお振込み下さい。お振込みが間に合わない場合

は事前にご連絡下さい。また、請求書が必要な場合は運営担当宛ご連絡下さい。 
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第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

＜広告募集要項＞ 
 

1. 広告掲載媒体：第 26回日本胎児心臓病学会学術集会抄録集（会期 2週間前発行予定） 

2. 配布対象：学会員、関係の対象参加者および関係者 

3.  配布部数（版型）：約 500部（A4版） 

4. 媒体制作費：1,500,000 円 

5. 広告料総額：1,430,000 円 

6. 募集数計：13口 

 

7. 広告掲載料金 

No. 仕様 料金（円） 

①  
広告Ａ４版大会抄録集１ページサイズ（モノクロ） 

（掲載頁は表２） 募集口数（1口） 
190,000円  

②  
広告Ａ４版大会抄録集１ページサイズ（モノクロ） 

（掲載頁は表３） 募集口数（1口） 
170,000円  

③  
広告Ａ４版大会抄録集１ページサイズ（モノクロ） 

（掲載頁は表４） 募集口数（1口） 
220,000円  

④  
広告Ａ４版大会抄録集 1ページサイズ（モノクロ） 

（掲載後付）   募集口数（5口） 
110,000円  

⑤  
広告Ａ４版大会抄録集１/2ページサイズ（モノクロ） 

（掲載後付）   募集口数（5口） 
60,000円 

 

 

注）掲載頁の表２、表３、表４に関してはお申込多数の場合お申込の先着順とさせていた

だきますのでご了承ください。 

また、後付の場合は掲載場所に関しては主催者に一任とさせていただきます。 

8. 広告申込締切:2019年 11月 30日 

9. 広告申込方法 

下記サイトより必要事項をご記入の上、2019年 11月 30日までにお申込みください。 

http://www.procom-i.jp/jsfc2020sponsor/ 

出展料は指定口座に大会前日までにお振り込み下さい。大会前日前までにお振込みが難し

い場合は別途ご連絡をお願いいたします。請求書が必要な場合はご連絡ください。 

 

■広告お問い合わせ先・抄録送付先 

〒135-0063   東京都江東区有明 3-6-11  TFTビル東館９階    

株式会社 プロコムインターナショナル内  

第 26回日本胎児心臓病学会学術集会運営担当 

 電話：03-5520-8821ファックス：03-5520-8820 

 電子メール： jsfc26@procomu.jp 
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10. 版下送付締切および送付先 

（ア）版下送付締切：2019年 11月 30日 

（イ）版下送付先：上記「9．広告申込方法」掲載の住所に送付ください。 

  注）版下は完全版下（可能な限り電子データまたは紙焼き）で送付ください。 

11. 広告料振込先 

埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 

口座名 第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

店番  589 

口座番号  4679785（普通） 

注）広告料は原則、上記指定口座へ大会前にお振込み下さい。  
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第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

＜労務提供募集要項＞ 
 

 

 

 

学  会  名： 第 26回日本胎児心臓病学会学術集会 

会 長  名： 会長 亀井 良政（埼玉医科大学病院 産婦人科） 

会   期： 2020年 3月 13日（金）～3月 14日（土） 

時   間： 8：00～18：00（予定）  

注）労務により時間が変動しますのでご了承下さい。 

会   場： 大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市） 

参 加 人 数： 400名（予定） 

労 務 内 容： 総合受付（金銭取扱い除く）、会場進行、誘導、クローク等 

総要請人数： 15名程度 

依 頼 社 数： 10社 

貴社依頼数： １～２名（会期期間中） 

以上 

 

 

 

 

 

（連絡先）第 26回日本胎児心臓病学会学術集会運営担当 

（株式会社プロコムインターナショナル内） 

   〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階  

TEL：03-5520-8821／FAX：03-5520-8820  jsfc26@procomu.jp 

 


