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開催趣意書 
 
 
謹啓 時下増々ご清祥の事とお慶び申し上げます。 
 
 
 この度、第12回 日本ヘルニア学会学術集会を2014年6月6日（金）〜7日（土）の2日間にわ
たり、東京都内にて開催させていただく運びとなりました。本学会は、現在約1,000名を超え
る会員となり、単一疾患の学会として大きく発展して参りました。 
 特に昨今、中堅・若手外科医にとって、ヘルニアは大きなテーマと成っております。 
また、Device、手技、日帰り手術を中心とした講演会も皆様方のご協力により、数多く開催
をさせていただいております。今後を担う中堅・若手外科医に楽しく学んでいただける学会
を開催する事を企画して参ります。 
 
 
日帰り手術を中心に開催しておりますJSSSAも2014年には第10回を迎えますため、今回は共
同開催とさせていただきます。 
もう一つの大きなテーマは、これ迄ご支援をいただいた皆様方への恩返しとして、出来る限
りBusiness meetingの場をお作りしたいと考えております。 
 Tension法、Tension free法、Laparoscopic surgery、Biomedical material、手術器具、麻酔、
術後管理等々多岐に渡るテーマがございます。本学術集会において鼠径へルニア治療の新た
な展開と、今後へ“伝える”事を大きな目的として開催をさせていただきます。 
  
 
 学術集会の経費は会員の参加登録費等を以て賄うのが本来でありますが、実際にはこれだ
けでは不十分であります。学術集会を運営するに当たり、関係各位の御指導と御支援が不可
欠であります。 
 つきましては学術集会の趣旨をご理解いただき、格別のご高配を賜りたく何卒よろしくお
願い申し上げます。  
 
 
末筆ではございますが、貴社の益々のご発展、ご盛栄を祈念申し上げます。                                   

                                          
謹白 

 
 

                                                                                     2013年8月吉日 
 

                                                    第12回 日本ヘルニア学会学術集会 
                                                           会長 執行 友成 

                

ご 挨 拶  
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学術集会開催概要 
 
 
１）会議の名称 
   第12回 日本ヘルニア学会学術集会 
   第10回 日本短期滞在外科手術研究会 学術総会 共同開催 
 
２）学術集会会長 
   執行 友成（しぎょう ともしげ） 

        医療法人社団 涼友会 東京ヘルニアセンター     執行クリニック・神楽坂D.S.マイクリニック 

 
３）会期 
   日本ヘルニア学会学術集会 
   2014年6月6日（金）〜7日（土） 
 
   日本短期滞在外科手術研究会 
   2014年6月7日（土）13時〜16時 
 
４）会場 
   東京ドームホテル B1 
   〒112-8562 東京都文京区後楽1−3−61 
   TEL 03-5805-2111 
 
５）規模 
   参加予定者 1,200名 
 
６）テーマ  
      “やってみせ”伝えようSkill & Trap 
 
７）学術集会の構成（予定） 
     開会式、理事長講演、会長講演、シンポジウム、パネルディスカッション 
     ビデオセッション、ポスターセッション、モーニングセミナー 
   ランチョンセミナー、コーヒーブレイクセミナー、アドバンスレクチャー 
   国際レクチャー、コメディカルセッション、ハンズオン・セミナー等 

開 催 概 要 
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準備委員会 構成委員 
 
 
学術集会会長   執行 友成 （しぎょう ともしげ） 

           E-mail: t-shigyo@shigyo.jp 
 
プログラム委員 
           朝蔭 直樹 （津田沼中央総合病院） 
         今津 浩樹 （いまず外科） 
                         江口  徹   （原三信病院） 
                         大坪 毅人 （聖マリアンナ医科大学）  
                         金平 永二   （メディカルトピア草加病院） 
         亀井 文      （メディカルトピア草加病院） 
                         川崎 篤史 （社会保険横浜中央病院） 
                         輿水 健治   （埼玉医科大学総合医療センター） 
         土岐  彰     （昭和大学医学部小児外科） 
                         長江 逸郎 （東京医科大学病院小児外科） 
                         丹羽 英記 （多根総合病院） 
                         長谷川 和住（東京ヘルニアセンター） 
                         早川 哲史 （刈谷豊田総合病院） 
         藤田 定則   （楽クリニック） 
                         古川 俊治 （慶応義塾大学医学部） 
                         松田  年     （駿河台日本大学病院） 
                         三澤 健之   （東京慈恵会医科大学） 
             宮崎 恭介 （みやざき外科･ヘルニアクリニック） 
         横江 幸子   （東京ヘルニアセンター） 
         和田 則仁   （慶応義塾大学医学部）   
                                                                                  （五十音順）   
                                           
 
準備室・学会運営 
   〒162-0857 東京都新宿区市谷山伏町2-2 神楽坂NKビル１階 
                          TEL 03-3260-9914      FAX 03-3260-9921  
                          URL  http://hernia2014.jp    E-mail:  hernia12@shigyo.jp 
        
   準備室長   野口 慶三   （東京ヘルニアセンター理事） 
     準備室    髙木 洋志   （東京ヘルニアセンター） 
 
       会長秘書   齋藤  透     （東京ヘルニアセンター理事長秘書）         
 
       学会運営   株式会社 シャノン 
 
 

第12回 日本ヘルニア学会学術集会 
準備委員会 構成委員 
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寄付金募集要項 
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寄付金募集要項 
 
 
１）名称   第12回 日本ヘルニア学会学術集会 
       （第10回 日本短期滞在外科手術研究会） 
    
２）用途   第12回 日本ヘルニア学会学術集会 
       （第10回 日本短期滞在外科手術研究会）の開催 
 
３）募金目標額   5,000,000 円 
 
４）募金受付期間  2013年9月2日（月）～2014年6月5日（木） 
 
５）収支計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項　目 金額（円） 項　目 金額（円）

参加費 12,800,000 事前準備費

寄付金 5,000,000 人件費 1,000,000

広告 2,300,000 旅費・会議費 500,000

商業展示 14,000,000 製作費 3,000,000

共催セミナー 13,400,000 通信運搬費 500,000

学会補助金 1,000,000 消耗品・雑費 800,000

当日運営費

人件費 2,000,000

旅費・交通費 1,000,000

宿泊費 3,000,000

会場費・機材費等一式 25,700,000

招聘費 2,500,000

情報交換会費 2,000,000

評議員会議費 2,000,000

通信運搬費 1,000,000

事後処理費

会計監査 500,000

通信運搬費 500,000

予備費 2,500,000

合　　計 48,500,000 48,500,000

収　　入 支　　出



寄付金募集要項 
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 払込口座 
       ※別紙申込書にてお申込み後に、お振込みいただきますようお願いします。 
      銀行名 ：みずほ銀行(0001) 支店名：江戸川橋支店(545) 
      口座番号：1144849 
      口座名義：第12回日本ヘルニア学会学術集会 
         (ダイジュウニカイニホンヘルニアガッカイガクジュツシュウカイ) 
 
 お問合せ・申込書送付先 
  第12回 日本ヘルニア学会学術集会 準備室 
      神楽坂D.S.マイクリニック内  野口 慶三 
  〒162-0857 東京都新宿区市谷山伏町2-2 神楽坂NKビル１階 
      TEL. 03-3260-9914      FAX. 03-3260-9921      E-mail:  hernia12@shigyo.jp 
 
 
その他 
  ・寄付金に対する免税措置はございません。 
  ・寄付金につきまして公表することを了承いたします。 
 
 
 

 
    
   
    



共催セッション募集要項 
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共催セッション募集要項（概要） 
 
 
学術集会と共催で各種セッションを共同企画します。テーマ、時間等はご希望内容を踏ま
え調整させていただきます。（一部日時指定） 
 
   開催日時 
     2014年6月6日(金)  7:30-17:30 
   2014年6月7日(土)  7:30-17:30 
     
 会場  
   東京ドームホテル B1 
   〒112-8562 東京都文京区後楽1−3−61 
              TEL 03-5805-2111 
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
       
      【費用に含まれるもの】 
              会場費、会場基本備品 
          【費用に含まれないもの】 
                              設営費、人件費、旅費交通費、講演料、飲食費、追加備品等 
 
   ※プログラム構成上、若干の時間変更の可能性があります。 
   ※募集予定数に達し次第、募集を締め切ることがありますのでご了承ください。 
 
申込方法 
  別添「共催セッション申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申込み下さい。 
 
申込締切  
      2014年1月31日（金） 
   

タイプ 席数 共催費（税抜） 募集枠数（予定） 

国際シンポジウム 450～540名 1,500,000円 ２枠（１日１枠/60分） 

ランチョンセミナー 210～280名 1,200,000円 ６枠（１日３枠/50分） 

ハンズオンセミナ― 40名(予約) 600,000円 ４枠（要相談/要相談） 

アドバンスドレクチャー 210～280名 500,000円 ６枠（１日３枠/60分） 

コーヒーブレイクセミナー 100～200名 250,000円 ８枠（１日４枠/30分） 

モーニングセミナー 100～200名 200,000円 ５枠（１日５枠/30分） 

理事長講演 210～280名 200,000円 １枠（１日１枠/50分） 

会長講演 210～280名 200,000円 １枠（１日１枠/50分） 



共催セッション募集要項 
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払込口座 
       ※別紙申込書にてお申込み後に、お振込みいただきますようお願いします。 
      銀行名 ：みずほ銀行(0001) 支店名：江戸川橋支店(545) 
      口座番号：1144849 
      口座名義：第12回日本ヘルニア学会学術集会 
         (ダイジュウニカイニホンヘルニアガッカイガクジュツシュウカイ) 
 
 お問合せ・申込書送付先 
  第12回 日本ヘルニア学会学術集会 準備室 
      神楽坂D.S.マイクリニック内  野口 慶三 
  〒162-0857 東京都新宿区市谷山伏町2-2 神楽坂NKビル１階 
      TEL. 03-3260-9914      FAX. 03-3260-9921      E-mail:  hernia12@shigyo.jp 
 
キャンセル 
       お申込み後のキャンセルは受け付けておりませんが、やむを得ない場合は準備室に 
       ご連絡ください。尚、キャンセル料が発生します。 
      [キャンセル料] 
         2014年1月30日まで 相談に応じる 
         2014年1月31日以降 共催費の100%   
 
 

 
    
   
    



抄録集等広告掲載募集要項 
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抄録集等広告掲載募集要項（概要） 
 
 学術集会プログラム抄録集への印刷、掲示物等に貴社の広告を掲載し、参加者に広く 
 周知いただけます。 
 
    募集内容・掲載料・募集予定数 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ※1 バナーはお申込み、入金確認、データ送付後に随時掲載します。 
 
 お申込み方法 
    「広告掲載申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵送にてお申込みください。 
  受け付け後に準備室より受け付け確認のメールをお送りします。 
    
 

 項目  内容 詳細  金額(税抜)  募集予定数 

プログラム抄録集 A4版・縦 
（発行日2014年6月6日 1,500部予定） 
 

表4/カラー 250,000円 1件 

表2/カラー 220,000円 1件 

表3/カラー 220,000円 1件 

後付け1頁/ﾓﾉｸﾛ 120,000円 4件 

後付け1/2頁ﾓﾉｸﾛ 60,000円 8件 

参加証 下部に貴社名   
（ロゴ） 

1,200枚以上 50,000円 2件 

看板・案内板 会場案内図等に   
貴社名（ロゴ） 

15枚以上 50,000円 2件 

コングレスバッグ 
 

参加者配のバッグ
に貴社名(ロゴ) 

1,200枚以上 100,000円 2件 

学術集会                     
サイトバナー 

学術集会サイト 
 

横150px 縦150pxま
で/10KBまで  

50,000円 5件 

項目 申込期限 原稿（データ）送付期限 

プログラム抄録集 

2014年3月15日（土） 2014年3月31日（月） 
参加証 

看板・案内板 

コングレスバッグ 

学術集会サイトバナー 2013年11月9日（土） 2013年12月2日（月） 



抄録集等広告掲載募集要項 
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払込口座 
       ※別紙申込書にてお申込み後に、お振込みいただきますようお願いします。 
      銀行名 ：みずほ銀行(0001) 支店名：江戸川橋支店(545) 
      口座番号：1144849 
      口座名義：第12回日本ヘルニア学会学術集会 
         (ダイジュウニカイニホンヘルニアガッカイガクジュツシュウカイ) 
 
 お問合せ・申込書送付先 
  第12回 日本ヘルニア学会学術集会 準備室 
      神楽坂D.S.マイクリニック内  野口 慶三 
  〒162-0857 東京都新宿区市谷山伏町2-2 神楽坂NKビル１階 
      TEL. 03-3260-9914      FAX. 03-3260-9921      E-mail:  hernia12@shigyo.jp 
 
キャンセル 
       お申込み後のキャンセルは受け付けておりませんが、やむを得ない場合は準備室に 
       ご連絡ください。尚、キャンセル料が発生します。 
      [キャンセル料] 
         2014年3月14日まで 相談に応じる 
         2014年3月15日以降 広告費の100%   
 
 

 
    
   
    



企業展示募集要項 

企業展示募集要項 
 
 
１）開催日時（予定） 
   2014年6月6日（金）9:00～17:00  
       2014年6月7日（土）9:00～16:30 
 
       
２）設営日（予定） 
   2014年6月5日（木）21:00～25:00 
 
    
３）募集小間数 
   通常小間       ： 08小間 
   ブロンズ小間 ： 12小間 
   シルバー小間 ： 03小間 
   ゴールド小間 ： 03小間 
 
 
４）出展料（税抜） 
   通常小間       ：1,250,000円（パッケージ付き） 
   ブロンズ小間 ：1,500,000円（パッケージ付き） 
   シルバー小間 ：1,500,000円（スペース渡し） 1,600,000円（パッケージ付き） 
   ゴールド小間 ：1,500,000円（スペース渡し） 1,900,000円（パッケージ付き） 
 
                    ※出展の詳細は、P13～をご参照ください。 

 
 
５）申込方法 
   別添「企業展示申込書」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。 
   会場、小間割、設営日時等、詳細なスケジュールは後日、ご連絡いたします。 
 
 
６）小間の割り当て 
   小間の割り当ては出展状況等を考慮し、申込締切後に主催者にて決定し、ご連絡い  
   たします。割り当てに対する異議申し立てはご遠慮ください。 
 
 
７）申込締切 
   平成25年1月15日（水）    
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企業展示募集要項 
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払込口座 
       ※別紙申込書にてお申込み後に、お振込みいただきますようお願いします。 
      銀行名 ：みずほ銀行(0001) 支店名：江戸川橋支店(545) 
      口座番号：1144849 
      口座名義：第12回日本ヘルニア学会学術集会 
         (ダイジュウニカイニホンヘルニアガッカイガクジュツシュウカイ) 
 
お問合せ・申込書送付先 
  第12回 日本ヘルニア学会学術集会 準備室 
      神楽坂D.S.マイクリニック内  野口 慶三 
  〒162-0857 東京都新宿区市谷山伏町2-2 神楽坂NKビル１階 
      TEL. 03-3260-9914      FAX. 03-3260-9921      E-mail:  hernia12@shigyo.jp 
 
キャンセル 
       お申込み後のキャンセルは受け付けておりませんが、やむを得ない場合は準備室に 
       ご連絡ください。尚、キャンセル料が発生します。 
      [キャンセル料] 
         2014年1月14日まで 相談に応じる 
         2014年1月15日以降 展示費の100%   
 
 

 
    
   
    



 通常小間出展要項 

《平面図・立面図》 

《仕様》  
 ●会場場所/シンシア前等（オープンスペース） 

■金額：１小間  250,000円(税抜）※パッケージ付き 
  
 ●小間サイズ/ W1,980(cm)×H2,100(cm) ×D1,095(cm)   
  
 ●付属備品  ①展示台/1台        ②白布/1枚   ③バックパネル/1式   ④社名版/1枚 
                       
      ※通常小間パッケージ仕様 
    ・バックパネル W1,980(cm)×H2,100(cm) 
    ・展示台 W1,800(cm)×H700(cm) ×D600(cm) 
    ・社名版（白ベース＋黒ゴシック体文字） W900(cm)×H300(cm) 
  
《メリット》 
  ○オープンスペースに配置している為、参加者の目につきやすく、気軽に参加者に立ち寄っていただける。 
  ○その他の小間に比べ低価格で効果の高いプロモーションが可能。 
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ブロンズ小間出展要項 

《全体図・平面図・立面図》 

《仕様》  
 ●会場場所/オーロラ全室  ※1室に最大12ブース配置  

                        ■金額：１小間  500,000円(税抜）※パッケージ付き 
 

 ●小間サイズ/W1,980(cm)×H2,100(cm)×D1,095(cm) 
 
 ●付属備品  ①展示台/1台        ②白布/1枚   ③バックパネル/1式   ④社名版/1枚 
    
  ※ブロンズ小間パッケージ仕様 
    ・バックパネル W1,980(cm)×H2,100(cm) 
    ・展示台 W1,800(cm)×H700(cm)×D600(cm) 
    ・社名版（白ベース＋黒ゴシック体文字） W900(cm)×H300(cm) 
 
 《メリット》 
  ○展示企業から、ポスター演題を指名可能（1演題）。 
   展示ブース近傍に指定のポスター演題を貼る事により自社製品の臨床での事例提示が効果的に行える。  
  ○パネル内容の変更が可能。  
  ○カフェコーナーで商談が可能。 

【オーロラ全体図】 

ポ
ス
タ
ー
パ
ネ
ル
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シルバー小間出展要項 

《平面図・立面図》 

《仕様》   
 ●会場場所/ホワイエ前通路スペース ※壁面窪みスペースに3ブース設置  

■金額：1小間  500,000円（税抜）※スペース渡し＿   
              1小間  600,000円（税抜）※パッケージ付き 

 
 ●小間サイズ/W3,380(cm)× H2,100(cm) ×D1,980(cm) 
 
 ●付属備品  ①展示台/2台   ②白布/2枚   ③バックパネル/1式（3壁面）  ④社名板/1枚 
  
  ※パッケージ仕様 
    ・バックパネル W3,380(cm)× H2,100(cm) + W1,980(cm)×H2,100(cm) （2式） 
    ・展示台  W1,800(cm)×H700(cm) ×D600(cm) ×2 
    ・社名板（白ベース＋黒ゴシック体文字）  W900(cm)×H300(cm) 
 
 《メリット》 
  ○大宴会場（メイン会場）への導線上に配置しているため、PR効果が高い。 
  ○企業向けセミナー（共催セミナー）枠優先確保権利付与 
  ○プログラム抄録集広告A４（白黒）付与【12万円分】 
  ○WEBバナー付与【3万円分】 

15 

ホワイエ前通路スペース 



ゴールド小間出展要項 

《平面図》 

《仕様》 
  ●会場場所/天空ホワイエ 

                                    ■金額：1小間  1,500,000円（税抜）※スペース渡し＿    
              1小間  1,900,000円（税抜）※パッケージ付き 

     
    ●小間サイズ/W7,920(cm)×H2,100(cm)×D2,970(cm) 
 
    ●付属備品  ①受付カウンター/1台       ②受付用イス/１脚  ③社名版/１枚     ④展示台/５台 
                     ⑤ストックルーム/１部屋      ⑥バックパネル/1式（B2パネル５枚分） 
                 ⑦商談コーナー/1式（テーブル、イス4脚） 
 
       ※パッケージ仕様 
    ・受付カウンター W900(cm)×H930(cm)×D450(cm) 
    ・社名版（白ベース＋黒ゴシック体文字） W900(cm)×H300(cm) 
    ・ストックルーム W1,980(cm)×H2,100(cm)× D1,980(cm) 
    ・展示台 W990(cm)×H900(cm)×D700(cm)  ※1台あたりの大きさ 
    ・バックパネル W990(cm)×H2,100(cm)×D700(cm)  ※下部分引き戸仕様 
 
       《メリット》 

       ○参加者の大半が通る導線上（メイン会場前）に位置しているため、PR効果が最も高い。 
       ○企業向けセミナー（共催セミナー）枠最優先確保権利付与 
       ○プログラム抄録集広告A4（白黒）付与【12万円分】※広告のアップグレード可。ご相談下さい。 
       ○WEBバナー付与【3万円分】 
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《立面図/A方向 ブース正面》 

・受付カウンター  ・パネル展示コーナー（3箇所）  ・ストックルーム入口 

《立面図/B方向 パネル展示コーナー》 《立面図/C方向 商談コーナー》 

・パネル展示コーナー（3箇所） ・商談コーナー 
・パネル展示コーナー（1箇所/側面） 
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ゴールド小間出展要項 



《会場仕様 予定》 
 ○学会場 
  ●第1会場・・・天空ノース 
  ●第2会場・・・天空センター   

  ●第3会場・・・天空サウス 
  ●第4会場・・・シンシアノース 
  ●第5会場・・・シンシアサウス 
  ●ポスター・・・オーロラ 
  
 ○展示会会場 
  ●ゴールド小間・・・天空ホワイエ 
  ●シルバー小間・・・ホワイエ前通路スペース 
  ●ブロンズ小間・・・オーロラ 
  ●通常小間・・・シンシア前等（オープンスペース） 
 
 ○その他 
  ●ハンズオンセミナー・・・宴会ロビー（オープンスペース） 
  ●総合受付/クローク・・・クローク 
  ●カフェコーナー・・・オーロラ 

          ※諸事情により変更する事もございます。予めご了承ください。 

 

第３会場 
天空Ａ 

第４会場 
シンシア 
ノース 
160席 

第５会場 
シンシア 
サウス 
160席 

第１会場 

本部 講師控室 

第２会場 
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 会場レイアウト図 

第３会場 

ハンズオンセミナー 

PC受付 



日本ヘルニア学会(JHS)について 
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日本ヘルニア学会(JHS)について（JHSホームページより抜粋） 

 
日本ヘルニア研究会は平成14年(2002)に発会準備が開始され、第1回学術集会を平成15年4
月12日に開催、研究会として正式に発足しました。会の発展に伴って、平成20年4月13日
より、本会は「日本ヘルニア学会(Japanese Hernia Society)」として再スタートを切り、以
後年々発表演題が増加しています。 
 
 【理事長】柵瀬信太郎 
 
   個人会員数 
  
 
 
 
   学術集会参加者数 
 

 
    
   
    

平成21年末  平成22年末   平成23年末  平成24年末 

386 565 705 867 

平成21年度  平成22年度   平成23年度 平成24年度 

458 578 647 504 

日本短期滞在外科手術研究会(JSSSA)について 

日本短期滞在外科手術研究会(JSSSA)について（JSSSAホームページより抜粋） 

 
【趣旨】 昨今、外科領域の良性疾患を中心に、日帰り・短期滞在手術に対する社会のニー
ズが急激に増加しているが、医療界は社会的ニーズに十分な対応を取りきれていないのが現 
状である。社会のニーズに応える為の重要なテーマとして、必要性および医療経済効果の更
なる掘り下げについて取り組んでいく為に、この問題に既に係わっている外科領域医療従事
者の相互の向上と、患者様中心の日帰り・短期滞在外科手術の今後についての研究を目的と
する会を発足する運びとなった。本研究会は、外科良性疾患を中心に、日帰り・短期滞在型
手術の臨床に取り組む医療従事者の相互の情報交換・学問的向上を目指すことを目的として
いる。（2004年7月・発起人会） 
 
 【名称】日本短期滞在外科手術研究会 Japan Short Stay Surgery Association  
 
   【代表世話人】執行 友成 
  
   【学術総会の開催と活動】 
    開催都市：東京 札幌 福岡 大阪 鎌倉 広島 名古屋 和歌山 北九州  
          
         ・2010年5月 JSSSA認定DSコーディネーター制度運用 
         ・2013年5月 IAAS（国際日帰り手術学会）加盟 
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