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各位  

JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 

ご挨拶 
 

謹啓 時下、貴社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。平素より、格別のご支

援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 この度、JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会の運営を仰せつかり、2017 年 9 月 14 日（木）

より 9 月 16 日（土）までの 3 日間、栃木県総合文化センターおよび宇都宮東武ホテルグランデにて大会を

開催する運びとなりました。 

 

 日本磁気共鳴医学会は、MRI & MRS に係わる関係者全てからなる学会です。すなわち、物理学・工学・

化学・生物学・基礎医学・臨床医学の研究者、その研究成果の臨床応用を実現させる MR 機器メーカー・

造影剤製薬メーカーの技術者、さらに臨床現場で患者さんに対応する診療放射線技師や医師、などです。

現在会員数は 4000 名近くになりました。日本医学会の分科会 No. 118 として、日本の医学研究の一翼を担

うと共に、外科系学会社会保険委員会連合・内科系学会社会保険連合のメンバーとして、医療の学術的根

拠と継続性の担保に貢献しています。 

  

 年 1 回の大会では、上記の研究領域について、最先端の研究成果を発表・討議します。発表演題数は 550

余り、参加者は 1500 名を越えています。一方で、初学者にとっては、難解な学会というイメージを持たれ

がちであり、また、自分の専門領域以外の発表はよくわからないといった意見も聞きます。そこで、本大

会では、基本を押さえつつ最先端の研究成果を理解することを目標として、「来た、見た、わかった。MR! 

@Utsunomiya」をテーマとしました。特別講演「MRI の歴史的展望と将来展望」（仮題）では、巨瀬勝美

教授に MRI が 45 年間にどのように進化してきて、今後どのように発展して行くかを論じて頂きます。教

育講演を充実させると共に、シンポジウムや各講演セッションの最初に、座長が概説を行い、理解を深め

る工夫を行います。ランチョンセミナーでは、従来通り最先端技術を紹介頂くと共に、ユーザーサポート

体制をテーマにイブニングセミナーを企画します。最先端研究から日常診療まで、参加者全員が討議でき

るよう準備を進めていきます。 

 

 本大会運営にあたりましては、会場もできる限り公共の場を使用し、質素を旨としています。本来、参

加登録費のみでとりおこなうべきものとは存じますが、その運営は容易ではなく、各方面からの協賛をお

願いしなければならないのが現状です。時節柄、誠に恐縮ですが、何卒、本大会の趣意をおくみとりいた

だき、物心両面からのご支援を賜りたく、お願い申し上げます。 

 末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。 

 

謹白 

 

 

2016 年吉日 

 

JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 

    大会長 瀬尾 芳輝 

    （獨協医科大学 生理学（生体制御）教授） 

    副大会長 楫  靖 

    （獨協医科大学 放射線医学 教授） 
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JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 開催概要 
 

1． 学会の名称  JSMRM 2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会  
   The 45th annual meeting of the Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine  

2． テーマ   来た、見た、わかった。MR! 

3． 大会長   瀬尾芳輝（獨協医科大学 生理学（生体制御）教授）  

副大会長  楫 靖（獨協医科大学 放射線医学 教授） 

4． 開催期間  2017 年 9 月 14 日（木）～ 9 月 16 日（土）  

5． 開催場所  栃木県総合文化センター 〒320-8530 栃木県宇都宮市本町 1-8 

   宇都宮東武ホテルグランデ 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町 5-12  

6． 参加者数  約 1,500 名  

7． 学会の概要（構成）※予定 

   教育講演、シンポジウム、 KSMRM joint meeting、ランチョンセミナー、 

   イブニングセミナー、 スタディーグループ、一般演題（口演・ポスター）、 

   機器展示・書籍展示  

8． 日程表（予定）  

 9/14（木） 9/15（金） 9/16（土） 

午前 開会の辞 

教育講演 

シンポジウム 

一般演題（口演・ポスター） 

教育講演 

シンポジウム 

一般演題（口演・ポスター） 

教育講演シンポジウム 

一般演題（口演・ポスター） 

午後 ランチョンセミナー 
KSMRM joint meeting 

一般演題（口演・ポスター） 

イブニングセミナー 

ランチョンセミナー 

シンポジウム 

KSMRM joint meeting 

一般演題（口演・ポスター） 

スタディーグループ 

懇親会 

ランチョンセミナー 

一般演題（口演・ポスター） 

閉会の辞 

 

9． 協賛金を必要とする理由 

本大会には約 1,500 名の参加が予想され、大会開催の準備・運営に関する費用は総額 36,000,000 

円が見込まれています。これらの諸経費は、本来ならば参加者からの参加登録費等で賄うべき

ものではありますが、参加者個人で負担できる金額には限りがあり、必要経費の相当額はご援

助に頼らざるを得ないのが実情です。総額 36,000,000 円のうち、参加登録費、学会補助金を除

く 20,000,000 円を協賛金（機器展示、広告も含む）により充当したいと考えております。諸経

費ご多端の折、まことに恐縮ではありますが、本大会が多大な成果を上げるために、是非ご支

援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

10． お問い合わせ先 

JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 

獨協医科大学 生理学（生体制御） 

〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880 

Tel：0282-87-2125 Fax：0282-86-7835 

E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp 

mailto:jsmrm45@dokkyomed.ac.jp
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機器展示 募集要項 
 
 

(1) 会の名称 ： JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 

(2) 会期：  2017 年 9 月 14 日（木）～ 9 月 16 日（土） 

(3) 会場：  栃木県総合文化センター 〒320-8530 栃木県宇都宮市本町 1-8 

(4) 参加者数： 約 1,500 名（予定） 

(5) 出展料：  出展料は以下の通りです。 

 

 サイズ 出展料（税込） 

① 
基礎小間 １小間あたり 

（W 1,980 mm×D 1,980 mm×H 2,400 mm） 
¥248,400 

② 
スペース小間 １小間あたり 

（W 2,000 mm×D 2,000 mm×H 2,500 mm） 
¥216,000 

 

複数小間ご希望の方は出展料の値引きをさせていただきますので、申込小間数を申

込書にてお知らせ下さい。 

消費税は 8％で計上しています。 

 

(6) 基礎小間規格 

小間寸法：  

W 1,980 mm × D 1,980 mm × H 2,400 mm 

基礎装飾： 

◇バックパネル（白色） 

 W 1,980 mm × H 2,400 mm 

◇間仕切りパネル（白色） 

 W 990 mm × H 2,400 mm 

（釘打ちや糊の残るテープの使用は 

禁止致します） 

◇社名板 

 W 990 mm ×H 200 mm 

（持込の場合も料金の割引等はござい

ませんのでご了承ください） 

 

◇テーブル（白布付き） 

 W 1,800 mm × D 450 mm × H 700 mm  

◇2 口コンセント（100V/500W）× 1 

 

 

 

※特別装飾、電源工事などご希望の場合は別途料金となります。詳細は後日、大会事務局より改

めてご案内いたします。 
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(7) 搬入出： 搬入出の日程は下記を予定しております。 

正式なスケジュール、搬入出経路、その他注意事項は、大会事務局より改めてご案

内いたします。  

日時 内容 

9 月 13 日（水）13:00~ 搬入・設営 

9 月 14 日（木）9:00~19:00 

9 月 15 日（金）9:00~19:00 

9 月 16 日（土）9:00~15:00 

展示実施 

9 月 16 日（土）15:00~17:00 撤去・搬出 

 

(8) 出展物の管理及び事故について： 

各出展物の管理は、出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損害等について、

主催者は補償を含めた一切の責任を負いかねます。各社で保険に加入する等の措置

をおとりください。出展者の行為により事故が発生した場合は、当該出展者の責任

において解決するものとし主催者は、これに対し一切の責任を負いません。 

(9) 参加証および抄録集： 

出展団体には、学会当日、参加証１名と講演要旨集１部をお渡しします。 

(10) 出展社証について： 

出展団体へは、搬入当日、出展者証をお渡しいたします。会期中、会場内では必ず

ご着用ください。なお、講演や懇親会には参加費をお支払いの上、ご出席ください。 

(11) 申込締切：  2017 年 6 月 2 日（金） 

(12) 申込方法： 別紙「機器展示出展申込書」に必要事項をご記入の上、下記大会事務局へ Fax、E-mail

または郵送でお申し込みください。申込書の提出をもちまして、正式な申込とさせ

ていただきます。申込内容を確認後、追って請求書を郵送いたします。  

(13) 取消： 申込書提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合を除き、取消はできません。あら

かじめ、ご了承ください。  

(14) 変更・中止： 主催者は不可抗力またはやむを得ない事情により、会期･開催時間などを変更、また

は開催を中止する場合があります。中止の場合、出展料は返金いたしますが、出展

者側でそれまでに要した費用は、各社のご負担となります。ご了承ください。  

(15) 申込・問い合わせ先：  

JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 

獨協医科大学 生理学（生体制御） 

〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880 

Tel: 0282-87-2125  Fax: 0282-86-7835 

E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp 

 

mailto:jsmrm45@dokkyomed.ac.jp
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(16) お支払方法： 請求書の発行日より一か月以内に、請求書記載の指定口座までお振込みください。

振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。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。  

(17) その他： 企業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、各社が当学術

大会に拠出いただいた費用につきまして、公表することに同意します。 
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講演抄録集広告 募集要項 

(1) 広告媒体名： JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会講演抄録集 

(2) 配布対象： 大会参加者、演者・座長、共催企業 

(3) 発行部数： 2,000 部（予定） 

(4) 掲載料・募集数：18 社 

 掲載面 サイズ 掲載料(税込) 募集口数 

① 表４（裏表紙）カラー１頁 B5 1 頁 ¥270,000 1 社 

② 表２（表紙裏）カラー１頁 B5 1 頁 ¥194,400 1 社 

③ 表３（裏表紙裏）カラー１頁 B5 1 頁 ¥194,400 1 社 

④ 
記事中 後付１頁 

（掲載順は申し込み順となります） 
B5 1 頁 ¥129,600 15 社 

消費税は 8％で計上しています。 

 

(5) 媒体作成費： 4,500,000 円（税込） 

(6) 広告版下：  B5 版の完全版下、又はイラストレーターを下記大会事務局に、  

2017 年 6 月 30 日（金）までにご提出ください。 

（原稿の返却をご希望の場合には返送用封筒を切手貼付の上同封してください。）  

(7) 申込締切：  2017 年 6 月 30 日（金） 

(8) 申込方法： 別紙「講演抄録集広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、下記大会事務局へ Fax、

E-mail または郵送でお申し込みください。申込内容を確認後、追って請求書を郵送い

たします。入金確認をもって、正式な申込とさせて頂きます。  

(9) 申込、版下送付先： JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 

獨協医科大学 生理学（生体制御） 

〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880 

Fax：0282-86-7835 

E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp 

(10) お支払方法： 請求書の発行日より一か月以内に、請求書記載の指定口座までお振込みください。

振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。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。 

(11) その他： 企業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、各社が当学術

大会に拠出いただいた費用につきまして、公表することに同意します。 



9 

 

ホームページバナー広告募集要項 

(1) 広告媒体名： JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会ホームページ 

※掲載箇所についての決定は大会長にご一任くださいますようお願いいたします。 

(2) 依頼社数：  3 社（予定） 

(3) 掲載期間： 会期 1 週間前～学術集会終了時（予定） 

(4) 配布先対象： 大会参加者、演者座長、共催企業 

(5) 媒体製作費： 1,000,000 円（税込） 

(6) 広告掲載料： 129,600 円（税込） 

(7) 広告原稿： バナー広告データは貴社にてご準備ください。その際、下記の仕様を満たすように

ご留意ください。データ及びリンク先 URL は、大会事務局宛に E-mail にて送付く

ださい。 

 サイズ： 縦 80 px × 横 270 px 

 形式： GIFまたは JPEG（アニメーションは不可） 

(8) 申込締切：  2017 年 6 月 30 日（金） 

(9) 申込方法： 別紙「ホームページバナー広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、下記大会事

務局へ Fax または郵送でお申し込みください。申込内容を確認後、追って請求書を

郵送いたします。 

(10) 申込先： JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 

獨協医科大学 生理学（生体制御） 

〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880 

Fax：0282-86-7835 

E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp 

(11) お支払方法： 請求書の発行日より一か月以内に、請求書記載の指定口座までお振込みください。

振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。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。 

(12) その他： 企業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、各社が当学術

大会に拠出いただいた費用につきまして、公表することに同意します。 
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◆広告全般に関する規約 

主催者の判断により、以下に該当する広告は取り扱わない場合があります。 

 

1. 責任の所在が不明なもの。 

2. 事実でもないのに、当学会が広告主を支持、またはその商品やサービスを推奨、あるいは保証してい

るかのように誤解を与えるもの。 

3. 投機、射幸心を著しく煽る表現のもの。 

4. 社会秩序を乱すような表現あるいはコンテンツ。 

5. 非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを惑わせたり、不安を与える恐れがあるもの。 

6. 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害の恐れのあるもの。 

7. 氏名・写真・談話、あるいは商標・著作権・特許などを無断で使用したもの。 

8. 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの。 

9. その他、当学会が不適切と判断したもの。 



Fax 送付先 0282-86-7835 (E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp) 
JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 宛 

 
申込期限 2017 年 6 月 2 日（金） 

JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 
機器展示 申込書 

◆下記必要事項をご記入ください。 
フ リ ガ ナ 

貴 社 名 
 

所 在 地  

ご 担 当 者 

フリガナ 

氏名 
 

所属部署  
Tel  
Fax  
E-mail  

 
◆募集要項をご確認の上、申込数及び金額をご記入ください。 
 サイズ 出展料(税込) 申込数 金額 

① 
基礎小間 １小間あたり 

（W 1,980 mm×D 1,980 mm×H 2,400 mm） 
¥248,400   

② 
スペース小間 １小間あたり 

（W 2,000 mm×D 2,000 mm×H 2,500 mm） 
¥216,000   

＊消費税は 8%で計上してあります。 
 

◆ご要望がございましたら、下記にご記入ください。 

備考欄 

 

 
問い合わせ・申し込み先 

JSMRM2017 第45回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 

獨協医科大学 生理学（生体制御） 

〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 

Tel: 0282-87-2125  Fax: 0282-86-7835 

E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp  

mailto:jsmrm45@dokkyomed.ac.jp


Fax 送付先 0282-86-7835 (E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp) 
JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 宛 

 
申込期限 2017 年 6 月 30 日（金） 

 
JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 

講演抄録集 広告掲載申込書 
 

申込み日：      年   月    日 
 

フリガナ 

貴社名  

所在地  

Tel  

Fax  

フリガナ 

ご担当者名  
部署  

役職  

E-mail  

希望広告に〇を

お付け下さい 
掲載面 サイズ 掲載料（税込） 

 表４（裏表紙）カラー１頁 B5 1 頁 ¥270,000 

 表２（表紙裏）カラー１頁 B5 1 頁 ¥194,400 

 表３（裏表紙裏）カラー１頁 B5 1 頁 ¥194,400 

 記事中 後付１頁 B5 1 頁 ¥129,600 

＊消費税は 8%で計上してあります。 
 

◆申し込み期限：2017 年 6 月 30 日（金） 
募集枠に限りのある場所もございますので、ご希望に添えない場合もあることをご

了承いただきますようお願いいたします。 
 

◆広告原稿送付締切：2017 年 6 月 30 日（金） 
掲載決定後、請求書をお送りいたします。 
振込手数料はご負担下さい。 
請求書発行日より 1 か月以内に掲載料を指定の口座にお振込みください。 
銀行発行の振込控を持って当方の領収書に代えさせて頂きます。 

  



Fax 送付先 0282-86-7835 (E-mail jsmrm45@dokkyomed.ac.jp) 
JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 大会事務局 宛 

 
申込期限 2017 年 6 月 30 日（金） 

 
JSMRM2017 第 45 回日本磁気共鳴医学会大会 

ホームページバナー広告掲載申込書 
 

申込み日：      年   月    日 
 
 

フリガナ 

貴社名  

所在地  

Tel  

Fax  

フリガナ 

ご担当者名  
部署  

役職  

E-mail  

 
 
 
◆募集要項をご確認の上、お申込みされる場合は【  】内にチェックをご記載ください。 
 
 

【  】ホームページバナー広告掲載を申し込みます。 
 

1 口 129,600 円（税込） 
 

＊消費税は 8%で計上してあります。 
 

◆申し込み期限：2017 年 6 月 30 日（金） 
掲載枠に限りがございますので、先着順に決定させていただきます。お早めにお申

し込みください。 
 
◆広告原稿送付締切：2017 年 6 月 30 日（金） 

掲載決定後、請求書をお送りいたします。 
振込手数料はご負担下さい。 
請求書発行日より 1 か月以内に掲載料を指定の口座にお振込みください。 
銀行発行の振込控を持って当方の領収書に代えさせて頂きます。 

 


