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第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜ご挨拶＞ 

 
今回第 47回日本マススクリーニング学会学術集会を担当させていただくことにな

りました。2020年 9 月 24日〜26日 JR岐阜駅直結のじゅうろくプラザにて開催さ

せていただきます。 

日本マススクリーニング学会は 1973年に代謝異常スクリーニング研究会として

発足して以来、学会活動を継続してきました。1977年にアミノ酸代謝異常症とガ

ラクトース血症のスクリーニングが全国で開始され、さらにその後甲状腺機能低

下症、副腎皮質過形成のスクリーニングも加わり、2014年からは全国でタンデム

マスを用いたスクリーニングが加わりました。2017年で日本の新生児マススクリ

ーニングは 40周年を迎えました。本学会はマススクリーニングに関わる臨床医の

みならず、検査診断技術に関わる基礎系研究者、検査技術者、行政の方などから

構成される特徴ある学会です。日本マススクリーニング学会は、新生児マススク

リーニングの開始、推進、発展に大きく貢献してきましたし、これからもマスス

クリーニングを通して世の中に貢献していく学会です。 

 本学会は 2014年からのタンデムマスによるスクリーニング開始でこれまで以上

に活気がでております。さらに希少疾患の治療薬の開発と診断技術面の著しい発

展により、マススクリーニング対象候補疾患が増えてきたことにより、ますます

活気ある状況となってきております。第 47 回のテーマは「マススクリーニングの

今を見つめ直し、将来にむかう」とさせていただきました。開始後 6年となるタ

ンデムマススクリーニングの課題をしっかり議論し、将来の新たなマススクリー

ニングの姿を議論する、そんな機会にしたいと考えております。学会の基本は一

般演題であり、多くの方に参加いただき、多くの発表をしていただけるように準

備していきたいと思います。また特別講演、教育講演、シンポジウム、ランチョ

ンセミナー、イブニングセミナー、モーニングセミナー全体を通して「マススク

リーニングの今を見つめ直し、将来にむかう」というテーマに取り組みたく考え

ております。 

 ぜひ皆様方には、学術集会を盛り上げていくためにも、ご支援いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 

令和元年 8月吉日 

 

 

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

会 長  深尾 敏幸 

  



  

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜開催概要＞ 

 
会議の名称 

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

（ホームページ http://www.procomu.jp/jsns2020/） 

 

１．会議開催時期 

2020年 9月 25日（金）～26日（土） 

 

２．会議開催場所 

じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

〒500-8856 岐阜市橋本町 1 丁目 10番地 11 

電話番号 058-262-0150（代）  

 

３.会議計画の概要 

 

（１） メインテーマ：「マススクリーニングの今を見つめ直し、将来にむかう」  

 

（２）会議の構成 

１）会長講演 

２）特別講演 

３）教育講演 

４）シンポジウム 
５）ワークショップ 
６）共催セミナー（モーニング、ランチョン、イブニング） 
７）一般演題（口演） 

    

   注）会期期間中、併設展示会（企業展示、書籍販売）が開催されます。 

 

（３）参加者（予定） 

   300名



４．組織構成等 

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

会長 深尾 敏幸（岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 教授） 

   

学会事務局 

岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学  

〒501-1112 岐阜県岐阜市柳戸１−１ 

電話： 058-230-6386     

 

学会運営担当 

  株式会社 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 3-6-11 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：jsns47@procom-i.jp 

 

注）本学会では、貴社が本学会へ支払う寄付金、共催費等および貴社が別途支払う開催に関

連する費用等について、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。  



  

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜寄付金募集要項＞ 

 
（１）募金団体 

       第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

  

（２）募金の名称 

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会寄付金 

 

（３）募金の目標額 

       1,000,000 円 

 

（４）募金の期間 

       2019年 12月 1日～2020年 10月 31 日（予定） 

 

（５）寄付金の使途 

       第 47 回日本マススクリーニング学会学術集会準備、並びに運営に関する費用

に充当します。 

 

（６）寄付金申込書送付先 

    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。 

https://www.procom-i.jp/jsns2020sponsor/ 

 

（７）寄付金振込方法 

     <振込先> 

銀行名：十六銀行  口座店：黒野支店 店番：111 

口座名：第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 会長 深尾 敏幸 

口座番号：1631629  普通口座 
   

（８）税法上の扱い 

        免税措置は、特にありません。 

 

（９）寄付金募集の責任者 

     氏 名： 深尾 敏幸（岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 教授） 

      （住所）〒501-1112 岐阜県岐阜市柳戸１−１ 

（電話）058-230-6386 

 

（10）寄付金募集の連絡先 

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会担当宛 

株式会社 プロコムインターナショナル内      

     所在地： 東京都江東区有明 3-6-11 TFT ビル東館 9階 

     電話：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820  E-mail : jsns47@procom-i.jp 

  



  

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜共催セミナー募集要項＞ 

 

会 議 開 催 概 要 
 

１ 会議の名称：第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

（ホームページ：http://www.procomu.jp/jsns2020/） 

 

２ 会議開催時期：2020年 9月 25日（金）～26日（土） 

 

３ 会議開催場所：じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

（〒500-8856 岐阜市橋本町 1丁目 10番地 11 電話番号: 058-262-0150（代）） 

 

４ 会長：深尾 敏幸（岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 教授） 

 

５ 参加者数：300名（予定） 

 

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 47回日本マススクリーニング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 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

    ○○○○株式会社 

（注）複数社にてご共催の場合は、 

 共催：第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

○○○○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、大会事

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、プログラムへ演者の方の演題名を掲載をいたします。恐れ入りますが

演題名を 2020 年 6月 26日までに運営事務局あてご連絡いただきますようお願いい

たします。 

 

（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、最終決定は本学会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。 

https://www.procom-i.jp/jsns2020sponsor/ 

 

（７）申込締切 

     2020年 3月 27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月前頃に送付予定です。 

 

    <振込先> 

銀行名：十六銀行  口座店：黒野支店 店番：111 

口座名：第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 会長 深尾 敏幸 

口座番号：1631629  普通口座 
 

 

 

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。 

  

 

 

 

  



  

  （９）共催費一覧  

  

開催日 セッション名 人数 共催費（消費税込み） 

9月 25日（金） 
ランチョンセミナー1 約 300名 1,500,000円 

イブニングセミナー 約 300名 1,200,000円 

9月 26日（土） 
モーニングセミナー 約 300名 1,200,000円 

ランチョンセミナー2 約 300名 1,500,000円 

 

（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。 

 

 

  



  

第47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜附設展示会募集要項＞ 
 

■学会名：第 47 回日本マススクリーニング学会学術集会 

 

■会期： 2020年 9月 25日（金）～26日（土） 

 

■会長：会長  深尾 敏幸（岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 教授） 

 

■学会会場：じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

 

■展示会場：じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

 

■出展料金（消費税込み） 

１）医薬品・機器： 150,000円/１小間（スペース (W1800mm×D900mm×H2100mm) 

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10,000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： 10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。  

 

■薬事法未承認品の展示  

薬事法未承認品の展示は原則として禁止されていますが、特に出展の要望があ

る場合は、申請書類をご提出いただきます。詳細は運営事務局にお問い合わせ

ください。  

 

■出展者へのご案内：出展者説明会は行いません。開催 1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。  



  

■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月前に別途ご連絡予定  

です。  

◇展示     会期初日 9時 00分～会期最終日 15時まで予定  

◇搬出     会期最終日 15時 00分～ 16時 00分予定（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47回日本マススクリーニング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 

 連絡先 〒135-0063 東京都江東区有明 3-6-11 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  jsns47@procom-i.jp 

 

■申込方法＆締切り  

別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。 

https://www.procom-i.jp/jsns2020sponsor/ 

 

 

締切日：2020年 6月 26日までにお申込ください。 

 

■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 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 

第 47回日本マススクリーニング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：jsns47@procom-i.jp  

■出展料振込先 

銀行名：十六銀行  口座店：黒野支店 店番：111 

口座名：第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 会長 深尾 敏幸 

口座番号：1631629  普通口座 
 

 

 

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。 

 

 

 



  

 

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜広告募集要項＞ 
 

１. 広告掲載媒体：第 47 回日本マススクリーニング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、参加者および関係者 

3.  配布部数（版型）：約 500部予定（B5版） 

4. 媒体制作費：1,000,000円 

5. 広告料総額：700,000円 

6 募集数計：15口 

7 広告掲載料金 

No. 仕様 料金（消費税込み） 

1 
広告 大会抄録集 1ページ（ﾓﾉｸﾛ） 

（掲載後付）   募集口数（5口） 
60,000円  

2 

 

広告 大会抄録集１/2ページ（ﾓﾉｸﾛ） 

（掲載後付）   募集口数（10口） 
40,000円 

 

 

注）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. 広告申込締切り:2020年 6月 26日 

9. 広告申込方法 

別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。 

https://www.procom-i.jp/jsns2020sponsor/ 

 

10. 版下送付締切りおよび送付先 

（ア）版下送付締切り：2020年 6月 26日 

（イ）版下送付先：学術集会事務局に送付ください。 

  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 

銀行名：十六銀行  口座店：黒野支店 店番：111 

口座名：第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 会長 深尾 敏幸 

口座番号：1631629  普通口座 
 

 

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。 

 

  



  

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜労務提供募集要項＞ 
 

 

学  会  名： 第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

 

会  長  名： 深尾 敏幸 
（岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 教授） 

 

会   期： 2020年 9月 25日（金）～26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： じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター） 

 

参 加 人 数： 300名（予定） 

 

労 務 内 容： 総合受付（金銭取扱い除く）、会場進行、誘導等 

 

総要請人数： 10 名程度 

 

依 頼 社 数： 8社 

 

貴社依頼数： １～２名（会期期間中） 

 

申込方法  :    別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。 

https://www.procom-i.jp/jsns2020sponsor/ 

以上 
 

 

 

 

 

（連絡先）第 47 回日本マススクリーニング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   電子メール：jsns47@procom-i.jp 

  



  

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

＜各種申込方法＞ 

 

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。 

https://www.procom-i.jp/jsns2020sponsor/ 

 

 

注）後日、別枠の協賛（例：最初に展示を申し込まれて、後日、広告

掲載を申し込まれたい）をお申込みされる場合は、同様に上記サイト

よりお申し込みください。 

 

 

 

（連絡先） 

第 47回日本マススクリーニング学会学術集会 

（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   jsns47@procom-i.jp

 




