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御挨拶

第23回日本高齢消化器病学会学術大会

会長　樋口　和秀

大阪医科大学 内科学Ⅱ 教授

謹啓　

向暑の候、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より

特定非営利活動法人 日本高齢消化器病学会に対し格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し

上げます。

この度、第23回日本高齢消化器学会学術総会を2021年7月30日（金）、31日（土）の2

日間にわたって、コンラッド大阪（大阪府）にて開催させていただくこととなり、現在、

当番会長として関係者一同、鋭意準備を進めております。

すでにご存じかと思いますが、本邦では急速に高齢化が進んできております。本学会

は、高齢者を取り巻く環境を鑑み、高齢者の消化器疾患に特有の問題を取り上げ、これ

らの問題を討議することによって深化させることを目的に発足いたしました。日本消化

器病学会をはじめとするいくつかの消化器に関連する学会がございますが、高齢者に焦

点をあて、討論する場は希有であり、本学術集会の特徴となっております。第23回学術

総会では、特別講演、シンポジウム、一般演題等の多様なセッションを予定しておりま

す。また本学術総会は、2018年より「消化器病における性差医学・医療研究会」との合

同開催となっております。いろいろな消化器疾患を年齢、性差でその差異を研究してい

くことは非常に重要であります。当番世話人の岡田裕之教授ともご相談し、同時に開催

を行うことのメリットを最大限に引き出したいと考えております。

本来、学術総会の開催に際しましては、諸経費の節約を旨として、会員からの会費を

もとに運営すべきと存じ上げますが、何分にも会費は限られており、充実した運営を図

るためには、各方面からのご支援を得なければ学術総会運営が難しい状況にあります。

つきましては、諸経費ご多端の折、誠に恐縮ではございますが、以上の事情をご賢察

いただき格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

末筆でございますが、貴社の益々のご繁栄を心より祈念申し上げます。

謹　白

2020年5月吉日
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御挨拶

第17回消化器病における性差医学医療研究会

当番世話人　岡田　裕之

岡山大学大学院 消化器・肝臓内科学 教授

謹啓

向暑の候、貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、第17回消化器病における性差医学医療研究会の当番世話人を拝命し、

2021年7月30日（金）、31日（土）に第23回日本高齢消化器病学会総会（会長 樋口和秀

教授）と合同でコンラッド大阪において開催させていただくことになりました。

消化器病における性差医学・医療研究会は2005年4月に日本消化器病学会の附置研究

会として発足し、3年間は JDDWの会期中に開催し、第4回目以降は、日本消化器病学

会関連研究会として年1回、独立して開催されてまいりました。2018年8月の第14回研

究会より高齢消化器病学会と合同で開催されています。

あらゆる消化器病の病態、治療に関して性差という観点から検討し、討議する場とし

て実りある会にいたしたいと考えております。

学会は本来参加者の会費により運営されるべきではありますが、遺憾ながら会費だけ

では十分な運営が難しいのが実状であります。諸般の事情は厳しい時期ではございます

が、本研究会の趣旨に深いご理解を賜りまして、何卒、ご支援、ご協力を賜りたくお願

い申し上げる次第でございます。何卒よろしく御高配のほど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を心よりお祈り申し上げますとともに、

COVID-19感染の早期の収束を祈念いたします。

謹　白

2020年5月吉日
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1. 大会名称： 第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会

2. 会　期： 2021年7月30日（金）、31日（土）

3. 会　場： コンラッド大阪　
  〒530-0005　大阪府大阪市北区中之島3丁目2-4
  （http://www.conradosaka.jp/）

4. 主　催： 特定非営利活動法人 日本高齢消化器病学会
  消化器病における性差医学・医療研究会

5. 大会長： 樋口　和秀（大阪医科大学 内科学Ⅱ 教授）
 当番世話人： 岡田　裕之（岡山大学大学院 消化器・肝臓内科 教授）

6. 参加予定数： 300名

7. プログラム： （1） 特別講演
  （2） 記念講演
  （3） 教育講演
  （4） ランチョンセミナー・共催セミナー 10題
  （5） シンポジウム   4題
  （6） ワークショップ   2題
  （7） 一般演題　口演・ポスター
  （8） 企業展示

8. 学会事務局： 第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会 事務局

  株式会社クバプロ内 
  〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 
  TEL：03-3238-1689　FAX：03-3238-1837
  E-mail：jsgg-taikai23@kuba.jp

開催概要



5

講演抄録集広告掲載募集要項

1. 掲載媒体： 第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会

2. 発行部数： 800部

3. 配布対象： 日本高齢消化器病学会総会および消化器病における性差医学・医療研
究会会員と当日参加者

4. 掲載料金： A4版
  表4［白黒・カラー］ ： 100,000円 （消費税込 110,000円） 1社
  表3［白黒・カラー］ ： 80,000円 （消費税込 88,000円） 1社
  表2［白黒・カラー］ ： 80,000円 （消費税込 88,000円） 1社
  中項（全面）［白黒］： 60,000円 （消費税込 66,000円） 1社
  中項（半面）［白黒］： 30,000円 （消費税込 33,000円） 6社
  ※表2、表3、表4の掲載はお申込み先着順とさせていただきます。
  ・広告掲載料目標金額：　550,000円

5. 講演抄録集制作費：　1,350,000円

6. 申込締切日： 2021年5月28日（金）

7. 原稿締切日： 2021年6月11日（金）

8. 入稿形態： 完全データ（PDF）入稿
  ※必ずデータの出力紙をご提出ください。
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企業展示募集要項

1. 展示会場： コンラッド大阪　38階　ラウンジ

2. 展示料金： 1小間：W1800×D600（長机1台）、パネル板
  200,000円（消費税込220,000円）

3. 申込締切日： 2021年5月31日（月）

4. 搬入・搬出予定：
  搬入　　2021年7月29日（木）午後　時間未定
  搬出　　2021年7月31日（土）午後　時間未定

5. ご請求・お支払いについて：
  お申込確定後、請求書をお送りいたします。請求書に記載します支払

日までに指定口座へお振込みください。また、振込手数料は貴社にて
ご負担ください。貴社事情により支払日までにお振込みできない場合
には、必ずご連絡ください。

6. お申込み解約について：
  申込書受領後の解約は原則お受けできません。
  なお、申込解約を書面にてお送りいただき主催者が解約を認めた場合

は以下の解約料金をお支払いいただきます。
  ※解約料金：解約書面をお送りいただいた日を基準として
  　・2021年3月30日までに受領……請求額の50％
  　・2021年3月30日以降……請求額の全額をお支払いいただきます。

7. お振込み先： 銀行名：ゆうちょ銀行
  口座種類：普通預金
  口座番号：１９６７０１１１
  口座名義：特定非営利活動法人日本高齢消化器病学会
  　　　　　ﾄｸﾋ）ﾆﾎﾝｺｳﾚｲｼｮｳｶｷﾋﾞｮｳｶﾞｯｶｲ
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講演抄録集広告申込書・展示申込書

年　　月　　日
　講演抄録集に広告掲載を申込みます。

 　表4 ［白黒・カラー］ 100,000円 （消費税込 110,000円）

 　表3 ［白黒・カラー］ 80,000円 （消費税込 88,000円）

 　表2 ［白黒・カラー］ 80,000円 （消費税込 88,000円）

 　中項 （全面）［白黒］ 60,000円 （消費税込 66,000円）

 　中項 （半面）［白黒］ 30,000円 （消費税込 33,000円）

　企業展示に申込みます。

 　1小間：200,000円（消費税込220,000円）

 　申し込み小間数  小間

  小間×200,000円（消費税込220,000円）

 　使用電力詳細： 容量 W

  コンセント 口

※1 お申し込みの際に、使用電力等のご記入がない場合は、工事を行いませんので、必ずご記入ください。
※2 使用電力が1kwを超える場合、電源工事費が発生しますので別途、工事費をご請求させていただきます。

申込先：
第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会 事務局 
株式会社クバプロ内 
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15
TEL：03-3238-1689　FAX：03-3238-1837
E-mail：jsgg-taikai23@kuba.jp

貴社名：

ご担当者名：

ご担当部署：

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：

TEL：　　　　　　　　　 　　　　　　　FAX：

E-mail：　
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共催セミナー募集要項

1. 開催日程： 2021年7月30日（金）、31日（土）
2. 会　場： コンラッド大阪　38階　宴会場1、宴会場2
3. 講演形式： モーニングセミナー・ランチョンセミナーはPCプレゼンテーション形

式で60分、スポンサードセミナーは打ち合わせのうえで個別に決定。
※プログラムの都合により、時間帯が多少変更になる場合もあります
のでご承知ください。

4. 講演種類（募集企業数）：
  モーニングセミナー　　1社
  ランチョンセミナー　　3社
  スポンサードセミナー　6社
5. 参加費：
・モーニングセミナー　1,000,000円（消費税込1,100,000円）

2日目（7月31日（土））朝　　座長1名、講演者1名
会場費、音響機材費及びスタッフ（PCオペレータ、照明係、進行係）を含んでいます。
また、お弁当代は含まれておりませんのでご留意ください。

・ランチョンセミナー　1,500,000円（消費税込1,650,000円）：
1日目（7月30日（金））昼　1社、2日目（7月31日（土））昼　2社　
各日　座長1名、講演者1名
会場費、映像・音響機材費及びスタッフ（PCオペレータ、照明係、進行係）を含
んでいます。
お弁当代は含まれておりませんのでご留意ください。

・スポンサードセミナー　1,100,000円（消費税込1,210,000円）
1日目（7月30日（金））午後　2社、2日目（7月31日（土））午前　2社、午後　2社
会場費、音響機材費及びスタッフ（PCオペレーター、照明係、進行係）を含んで
います。

※すべてのセミナーについて、参加費には講演者、座長・司会等の謝金、旅費交通
費、宿泊費、製作物費用は含まれておりません。

6. 申込締切日： 2021年4月28日（水）
7. その他： 演題・講演概要を抄録に掲載いたします。
   ・版　型　　：A4判
   ・印刷方法　：本文モノクロ1色印刷
   ・原稿締切日：2021年6月4日（金）
   ・入稿方法　：Wordにてお送りください。
  ※申込締切日以降、プログラムが確定後に詳細をご連絡いたします。
8. お振込み先： 銀行名：ゆうちょ銀行
  口座種類：普通預金
  口座番号：店番１９６７０１１１
  口座名義：特定非営利活動法人日本高齢消化器病学会
  　　　　　ﾄｸﾋ）ﾆﾎﾝｺｳﾚｲｼｮｳｶｷﾋﾞｮｳｶﾞｯｶｲ
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共催セミナー申込書

年　　月　　日

　共催セミナーを申込みます。

 　モーニングセミナー　　1,000,000円（消費税込1,100,000円）

 　ランチョンセミナー　　1,500,000円（消費税込1,650,000円）

 　スポンサードセミナー　1,100,000円（消費税込1,210,000円）

 　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申込先：
第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会 事務局 
株式会社クバプロ内 
〒102-0072 　東京都千代田区飯田橋3-11-15  
TEL：03-3238-1689　FAX：03-3238-1837　
E-mail：jsgg-taikai23@kuba.jp

貴社名：

ご担当者名：

ご担当部署：

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：

TEL：　　　　　　　　　 　　　　　　　FAX：

E-mail：　
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協賛金募集要項および協賛金申込書

1. 開催日程： 2021年7月30日（金）、31日（土）
2. 会　場： コンラッド大阪
3. 協賛金の金額： 一口50,000円（税込み）　口数は2口以上で随意
4. 協賛金の目的： 全額　第23回日本高齢消化器病学会総会／第17回消化器病における

性差医学・医療研究会の運営資金として使用
5. 申込締切日： 2021年5月14日（金）
6. お振込み先： 銀行名：ゆうちょ銀行
  口座種類：普通預金
  口座番号：１９６７０１１１
  口座名義：特定非営利活動法人日本高齢消化器病学会
  　　　　　ﾄｸﾋ）ﾆﾎﾝｺｳﾚｲｼｮｳｶｷﾋﾞｮｳｶﾞｯｶｲ

年　　月　　日
　協賛金を申し込みます。

 一口　50,000円×（　　　　）口＝（　　　　　　　　　）円

申込先：
第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会 事務局 
株式会社クバプロ内 
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15
TEL：03-3238-1689　FAX：03-3238-1837
E-mail：jsgg-taikai23@kuba.jp

貴社名：

ご担当者名：

ご担当部署：

　　　　　　　〒

ご連絡先住所：

TEL：　　　　　　　　　 　　　　　　　FAX：

E-mail：　
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第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会 

収支予算案

収入の部 科目 科目摘要 予算額

 1. 参加費 3,000,000

 2. 展示出展料 1,100,000

 3. 広告掲載料 550,000

 4. 共催費

学会本部負担金 600,000

共催セミナー 13,310,000

協賛金 100,000

合計 18,660,000

支出の部 科目 科目摘要 予算額

1.会場費 会場・付帯設備費 5,360,000

2．会議費
外部機材レンタル費 3,050,000

会議費 3,600,000

 3．企画運営費 企画運営費 900,000

 4. 制作費

ポスター・チラシ 500,000

HP制作費 500,000

講演抄録集 1,350,000

参加証・その他 500,000

5. 事務局運営費

通信費 400,000

消耗品費 220,000

交通費 600,000

事務管理費 1,100,000

6. その他 謝金・記念品費 580,000

合計 18,660,000



本件に関する問い合わせ先

第23回日本高齢消化器病学会総会／ 
第17回消化器病における性差医学・医療研究会  事務局

株式会社クバプロ内

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 

TEL　03-3238-1689／ FAX　03-3238-1837

E-mail　jsgg-taikai23@kuba.jp


