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ご 挨 拶
謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は本学術集会に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、歴史と伝統を誇る日本外科学会の第122回定期学術集会を2022年4月14日（木）～16
日（土）に、熊本市で開催させていただくこととなりました。大変光栄なことと存じ、機会を与えていただ
きました関係各位の皆様方に心より感謝申し上げます。
2022年は丁度、熊本大学の外科学講座が開講して100年の記念の年に当たります。熊本大学の
外科学講座として、日本外科学会の定期学術集会を開催させていただくのは、今回が初めてであり、
熊本大学外科学講座・同門・熊本県・熊本市が一体となって、準備を進めているところであります。
テーマは「外科学の未来を拓く」とさせていただきました。今や、外科学の進歩は目を見張るものが
あり、さまざまな診断・治療の医療機器の進歩により、治療は多様化し、高度化して参りました。さらに、
AI/ロボット技術やゲノム診断・治療、免疫療法などの急速な開発により、これまでにないスピードで外
科治療の在り方そのものが大きく変容を遂げつつあります。
外科学は長い歴史の中で多くの先達がたゆまぬ努力をして築き上げてきた知識と技術に立脚し、
その果実を我々が受け継ぎ、そして更に新しい知識や技術を積み重ねて次世代の外科医にバトンを
渡していく必要があります。今まさに大きく変容を遂げつつある外科学の未来に思いを馳せ、20年後・
30年後を見据えて、「外科学の未来を拓く」ために、参加者が一堂に会し、熱い議論を戦わせる場に
できればと願っております。
「外科学の未来を拓く」のテーマに沿った10セッションでは、（1）AIが拓く未来の医療 （2）ロボット手
術と遠隔医療の未来 （3）ゲノム医療は未来の外科医療をどう変えるか？ （4）臓器再生・置換の
未来 （5）未来を拓く手術手技の伝承 （6）未来へ向けた外科教室の創造 （7）未来を担う研究者
からの発信 （8）未来へ羽ばたくUnder40の外科医たち （9）世界で活躍する外科医からのメッセー
ジ （10）ムーンショットが拓く2050年の医療とは？など、未来を見据えた内容にしております。さらに、
今回初めての企画として各サブスペシャルティ領域の最近の進歩について、「知っておきたい外科学
の最新トピックス」と題して教育的講演をしていただくこととしております。
熊本は九州の中央に位置し、水と森の都として名高く、阿蘇・天草・熊本城や水前寺成趣園といっ
た風光明媚な観光名所が多く、また黒川温泉に代表される温泉が県内各地に湧き出ており、一度は
訪れる価値ある地方都市と認識しております。2016年の熊本地震、2020年の人吉球磨地方の豪
雨水害、そして先の見えないコロナ禍という厳しい状況の中、2022年に日本外科学会の定期学術集
会を熊本の地で開催できるということは、大学関係者のみならず熊本県民にとって久々の明るい
ニュースであり、熊本県・熊本市を挙げて、皆様を温かくお迎えしたいと心より願っております。
コロナ禍の状況がどのように推移するか、先の見通せない状況でありますが、ワクチン接種により状
況が改善するようであれば是非とも現地に足をお運びいただきWEBの利用も併せて、多くの外科医
の皆様に参加していただきますことを切に望んでおります。何卒、ご理解とご協力を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。
学術集会では、会員による活発な討論を期待するとともに、企業の皆様との情報交換、交流の場
を積極的に設けたいと存じております。
つきましては、諸経費ご多難の折、誠に恐縮でございますが、本学術集会の趣旨をご理解頂き、是
非ともご賛同を賜りたく存じます。
本来ならば参上し、拝眉の上お願いすべきことではございますが、本書面を借りてご高配とご援助
の程、衷心よりお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社のますますのご発展を祈念いたしております。
謹白
2021年12月吉日
一般社団法人日本外科学会
理事長 森 正樹
(東海大学医学部長)
第122回日本外科学会定期学術集会
会頭 馬場 秀夫
（熊本大学病院 病院長／熊本大学消化器外科学 教授)
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Ⅰ．開催概要
■ 会議名称 ：

第122回日本外科学会定期学術集会
The 122nd Annual Congress of Japan Surgical Society

■ テ

ー マ ：

外科学の未来を拓く ―The Future of Surgery ―

■ 会

期 ：

2022年4月14日（木）～16日（土） の3日間

■ 会

場 ：

熊本城ホール、ラソールガーデン熊本、ホテル日航熊本、
市民会館シアーズホーム夢ホール

■ 会

頭 ：

馬場 秀夫 （熊本大学病院 病院長／熊本大学消化器外科学 教授）

■ 予定参加者数 ： 約15,000名
■ 学術集会ホームページ ：
https://jp.jssoc.or.jp/jss122/
■ 学術集会の構成（予定） ：
会頭講演、理事長講演、特別講演、特別企画、ディベート、
シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、一般演題、市民講座等

■ 事 務 局：

【本部事務局】
一般社団法人日本外科学会
〒105-5111 東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービルディング南館11F
TEL: 03-5733-4094 FAX: 03-5473-8864
E-mail: jss122-kumamoto@jssoc.or.jp
【スポンサード事務局】 ←お申込み・お問合せはこちらにお願いします
株式会社コングレ九州支社
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17-11F
TEL: 092-716-7116 FAX: 092-716-7143
E-mail: jss2022-s@congre.co.jp
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Ⅱ．オンデマンド配信 企業セミナー 募集要項
■概要
オンデマンド配信企業セミナーは、協賛企業側で配信動画を準備して、会期後のオンデマンド
配信期間中にWEB開催システム内にて配信を行います。
※企業製品PR・自社機器を使用した方々によるディスカッション形式など自由にアレンジ可能です。
※現地開催で学会側による共催セミナーの収録およびライブ配信・オンデマンド配信は無しの予定です。
※本セミナーの聴講者には企業へ情報開示してよいか確認を行い、同意を得られた方の情報は
配信期間終了後に訪問履歴より該当セミナー共催社に提供いたします。（氏名、所属機関、E-mail）
■実施期間

2022年4月27日（水） ～ 2022年5月31日（火） （会期終了後を予定）

■配信形式

WEB開催システム内にて配信

■募集数

約20セミナー

■協賛費用
Aクラス： 220,000円（税込）／1セミナー
Bクラス： 1,650,000円（税込）／1セミナー
※Aクラス：すでに現地開催の共催セミナーにお申込みいただいている共催社限定の募集枠です。
※Bクラス：オンデマンド配信企業セミナーに新規でお申込みいただく場合の募集枠です。
【協賛費用に含まれるもの】
◎期間中に収録動画を放映する権利（1セミナーにつき30分以内）
◎視聴者から質問を受け付ける機能
◎収録動画の掲載箇所周辺にアンケート・資料(PDF形式)設置ができる機能
◎訪問履歴より該当セミナーの聴講者情報の提供（氏名、所属機関、E-mail）※同意を得られた方のみ
【協賛費用に含まれないもの】
◎製品紹介者への謝礼など、接遇にかかる費用一式
◎収録会場費
◎収録に必要な機材（パソコン・マイク・WEBカメラ・インターネット回線など）
■申込の取り消し
申込書提出後は、事務局が不可抗力と認めた場合を除き、取り消しはできかねますのでご了承ください。
■申込方法
申込書に必要事項をご記入のうえ、スポンサード事務局までメールにてお送りください。
申込書受領後、1週間以内に確認のメールをお送りさせていただきますので、
万が一連絡がない場合は、スポンサード事務局までご連絡ください。
■申込締切

2022年1月20日 （木）

■収録動画のデータ登録期間
2022年4月7日 （木）～4月21日(木) ※ ご登録方法は別途ご案内いたします。
※登録期間に間に合わない場合は、動画配信開始に遅れる場合がございますので予めご了承ください。
※ 収録データ（MP4）を上記の登録期間内にご登録ください。
※ 収録データは、1セミナーあたり30分以内に収めてください。
※ お送りいただいた収録データを期間限定でオンデマンド配信いたします。
※コンテンツ掲載用にバナーデータのご提供もお願いします。（サイズは準備が出来次第ご案内します）
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Ⅱ．オンデマンド配信 企業セミナー 募集要項
■協賛費の請求
協賛費の請求書は、会期2か月前に発行予定です。振込手数料は、申込者負担とさせていただきます。
■透明性ガイドライン
本学術集会は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」、及び日
本医療機器連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、「貴社
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」に従って、貴社が本学術集会へ支払
う寄付金、共催費等、貴社のウェブサイト等を通じて公開されることについて、承諾いたします。
■お申込み・お問合せ先
第122回日本外科学会定期学術集会 スポンサード事務局
株式会社コングレ九州支社
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17-11F
TEL: 092-716-7116 FAX: 092-716-7143
E-mail: jss2022-s@congre.co.jp
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申込締切：2022年1月20日（木）

Email : jss2022-s@congre.co.jp

事務局使用欄

第122回日本外科学会定期学術集会

スポンサード事務局 行
第122回日本外科学会定期学術集会

受付日：
受付番号：

オンデマンド配信企業セミナー申込書
年
貴社名
（〒

ー

）

ご住所

ご氏名
部 署
ご担当者
TEL

FAX

E-mail

下記の通り、オンデマンド配信企業セミナーの申込みをいたします
■すでに共催セミナーのお申込みをされていますか。
□はい

□いいえ

■申込枠数をご記入ください。
枠
■セミナーの内容を簡単で結構ですので記載してください。

月

日

