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謹啓 
貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は本会へ多大なるご支援

を賜り、感謝申し上げます。 
2023 年 6 月 17日・18 日の両日に、日本メディカル AI 学会の第5回学術集会を、東京の国立

がん研究センター研究所にて、ハイブリッド形式で開催する予定でおります。 
本学会は2018年に設立されてから持続的な成長を続けており、現在会員数は1,500名を上回り、

2,000名に達しようとしております。メディカルAIを取り巻く環境も日々大きく変化しており、 
AI技術の発展や安定化が進むと共に、医療への実応用が次々と進んでおります。また、世界レベ
ルでメディカルAIは力強く推進し、新たに生じる課題に向き合い、解決し続けております。   
さらに、本邦から積極的に発信してきた説明可能なメディカルAI、そしてその先にある発見的な
AI技術は、臨床面だけでなく基礎医学分野においても幅広く使用され、現代医療の限界への挑戦
に貢献しております。そこで、本学術集会のテーマを「メディカルAIの深化と飛躍～医療の限界
に挑む」と致しました。一方で、AI分野の問題点としてその人材不足は常に挙げられています。
これまでの学術集会でも取り上げられてきたメディカルAI教育を、引き続き重要なテーマの一つ
としてとりあげることで、次世代への架け橋を作りたいと考えております。 
本学会の特徴として基礎医学・臨床医学・情報科学・システム工学・ハード開発など多彩な分

野の専門家が、分野の垣根を超えてメディカルAI分野の発展に邁進していることが挙げられると
考えています。そこで、幅広いコミュニケーションを通して、本分野のさらなる発展に結びつけ
られるような学術集会にしたいと考えております。メディカルという名のもとに本学会が目指す
ものは、患者さんへの貢献です。世界的な問題が積み重なっている現在ですが、メディカルAIを
通して少しでも多くの方々に安心を届けることを目指しております。 
貴社におかれましては、本学術集会開催の趣旨にご理解とご賛同をいただき、格別のご支援を

賜りますよう心よりお願い申し上げます。経済状況の厳しい折とは十分承知しておりますが、何
卒宜しくお願い申し上げます。  
末筆となりましたが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 
 

2022年10月吉日 
 

第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会会長 
山本 陽一朗 

（理化学研究所革新知能統合研究センター） 
 
●透明性ガイドラインについて 
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」に
基づき、「企業活動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」に従い、各社
が本学術集会へ支払う寄付金・共催費等が各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。 

開催趣旨 
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●名 称：第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会 
 
●テ ー マ：メディカルAIの深化と飛躍 －医療の限界に挑む－ 
 
●会  期：2023年6月17日(土) ～ 18日(日) 
 
●開催方法：現地＋オンライン（ライブ配信）〔ハイブリッド形式〕 
 
●現地会場：国立がん研究センター研究棟 

〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 
TEL：03-3542-2511 

 
●会   長：山本 陽一朗 

理化学研究所革新知能統合研究センター 
 
●規  模：会員数約 1,500 名／参加者数見込み1,000 名 
 
●参加対象者：医師、医療従事者、研究者、企業等 
 
●プログラム概要（予定） 
特別講演・シンポジウム・パネルディスカッション・一般講演・共催セミナー 等 

 
●組織委員会 
 委員長 浜本隆二（国立がん研究センター研究所医療AI研究開発分野） 
委 員（五十音順） 

 赤塚純（日本医科大学付属病院泌尿器科） 

荒井ひろみ（理化学研究所革新知能統合研究センター） 

井元清哉（東京大学医科学研究所） 

鎌谷洋一郎（東京大学大学院新領域創成科学研究科） 

木村剛（日本医科大学付属病院泌尿器科） 

城田松之（東北大学大学院医学系研究科AIフロンティア新医療創生分野） 

新海典夫（国立がん研究センター研究所医療AI研究開発分野） 

関根鉄朗（日本医科大学武蔵小杉病院放射線科） 

瀬々潤（ヒューマノーム研究所） 

園部真也（東北大学病院脳神経外科） 

開催概要 
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高橋孝幸（国家公務員共済組合連合会立川病院産婦人科） 

田宮元（東北大学大学院医学系研究科AIフロンティア新医療創生分野） 

都築豊徳（愛知医科大学医学部病理診断学講座） 

寺崎美佳（日本医科大学解析人体病理学） 

沼田康志（理化学研究所革新知能統合研究センター） 

福本学（理化学研究所革新知能統合研究センター） 

前田一郎（北里大学北里研究所病院病理診断科） 

山口類（次期学術集会長、愛知県がんセンター） 

 
●学術集会事務局：理化学研究所革新知能統合研究センター 

〒103-0027 
東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング15階 

 
●運営事務局 ：株式会社千葉共立 幕張メッセ事業部 

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ国際会議場1階 
TEL：043-296-0579 / FAX：043-296-1020 
E-mail：unei@jmai2023.jp 
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1.開催日時 

2023年6月17日(土)・18(日) 
2.会場 
国立がん研究センター研究棟 

3.開催形態 
学会および各企業の共催 

4.募集概要 
●共催セミナー 

区分 ランチョンセミナー イブニングセミナー 

募集数 6/17(土)1社・/18(日)1社 6/17(土)2社 

最大席数 約250席 約250席 

セッション時間 50分 30分 

共催費（税込） 
1,300,000円 

《賛助会員》1,100,000円 
770,000円 

《賛助会員》550,000円 
 
5.共催内容について 
(1)プログラム構成 

セミナーのテーマ・座長・演者につきましては可能な限り貴社のご希望を伺いますが、 
プログラムの調整のうえ、ご相談させていただく場合がございます。 

(2)会場収容人数 
会場の収容人数につきましては、レイアウトの都合や感染対策により、最大席数を下回る
場合がございますので予めご了承ください。 

(3)セミナー共催費に含まれるもの 
◇会場費 
※控室はご用意しますが、会場の都合上個室ではなくパーテーション等で区切られたスペース 
になる場合がございます。 

 ◇音響・照明・映像機材・Web配信システムなど 
（会場PCオペレーター１名、スクリーン、プロジェクター、レーザーポインター等） 

 
●共催費に含まれないもの（オプション手配の例） 
◇ランチョンセミナー 参加者用御弁当・お茶（1,800円程度） 
イブニングセミナー 参加者用軽食・飲料（1,000円程度）  

◇座長・演者・関係者用の飲食物 
◇看板・氏名掲示など 
◇司会・座長・演者にかかる諸経費（謝礼、交通費等） 
◇運営人件費（入口での資料・お弁当配布、会場内アナウンス、進行係など） 
◇オプション機材費（試写用機材、収録、通訳機器など） 
◇役割者がリモート参加になる場合の遠隔地機材・会場・サポートに関わる費用  

共催セミナー 募集要項 
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(4)手配物について 
参加者用御弁当・軽食等や看板・装飾関係などの手配に関しては、 運営事務局が2023年4月
下旬頃に内容をお伺いしたうえで手配いたします。なお費用に関しては貴社のご負担となり
ます。 

6.申込み方法 
別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、『第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会運営事務
局』宛に E-mail または FAX をお願いします。 

7.申込み締切 
2023年2月28日(火) 
※お申し込み後のキャンセルは、いかなる場合においても一切お受けできません。 
キャンセルの場合は 100％のキャンセル料が発生しますので予めご了承ください。 

8.セミナー共催費のご請求 
申込書が到着しましたら、後日ご請求書をお送りさせていただきますので、期日までに以下の
指定口座にお振込みください。なお、ケータリング等オプション手配の費用につきましては、
会期終了後に運営事務局（株式会社千葉共立）より別途請求書をお送りさせていただきます。 

 
【振込先】 

銀行名：PayPay 銀行（旧ジャパンネット銀行） 
支店名：ビジネス営業部（店番号：005） 普通預金 
口座番号：2364963 
口座名義：一般社団法人日本メディカル AI 学会 
フリガナ：シャ）ニホンメディカルエーアイガッカイ 

 
9.申込書送付・お問い合わせ先 

運営事務局 ：株式会社千葉共立 幕張メッセ事業部 
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ国際会議場1階 
TEL：043-296-0579 / FAX：043-296-1020 
E-mail：unei@jmai2023.jp 
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E-mail:〇〇〇〇〇〇＠〇〇〇〇〇〇.jp 

 
 
1.開催日時 

2023年6月17日(土)・18(日) 9:00～17:00（予定） 
2.展示場所 
国立がん研究センター研究棟ロビー 

3.出展料 
1小間あたり    220,000円(税込) 
《賛助会員企業》  165,000円(税込) 

 
※電源について 
本施設では、分電盤からの仮設電源工事ができません。PC用程度の電気容量であれば、壁コンセン
トから供給しますので、必要な場合は運営事務局にご相談ください。 
 
 

4.小間規格 
■基礎小間 
基礎小間サイズ 
間口 1,800mm×奥行 900mm×高さ 1,800mm  

基礎小間仕様 
バックパネル（W：1,800mm×H：2,100mm） 
社名板（W：900mm×H：200mm）※書体指定不可 
展示台（W：1,800mm×D：900mm×H：700mm） 
天板：白布（別途申込） 
電源コンセント   別途申し込み 

 

 
■スペース小間（スペース渡し） 

1 小間=間口 1,800 ㎜×奥行 900 ㎜ 
床面に墨出しを実施の上、お引き渡しいたします。 
装飾物、展示物の高さは 2.1m に制限します。2.1m を超える場合は事前に事務局にご連絡く
ださい。 

 
5.申込み方法 
別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、『第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会運営事務 
局』宛に E-mail または FAX をお願いします。 

6.申込み締切 
2023年3月31日(金) 
※お申し込み後のキャンセルは、いかなる場合においても一切お受けできません。 
キャンセルの場合は 100％のキャンセル料が発生しますので予めご了承ください。 

 
 
 

企業展示 募集要項 
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7.出展料のご請求 
申込書が到着しましたら、後日ご請求書をお送りさせていただきますので、期日までに以下の
指定口座にお振込みください。 

 
【振込先】 

銀行名：PayPay 銀行（旧ジャパンネット銀行） 
支店名：ビジネス営業部（店番号：005） 普通預金 
口座番号：2364963 
口座名義：一般社団法人日本メディカル AI 学会 
フリガナ：シャ）ニホンメディカルエーアイガッカイ 

 
8.展示会の変更・中止について 
不可抗力またはやむを得ない事情が発生した場合、主催者は開催の完全中止を含め、会期・開催時 
間等の変更などの対応を取る場合があります。完全中止の場合は、出展料は全額返金致しますが、 
それまでに出展者側で要した費用については出展者側の負担となりますので、ご了承ください。 

 
9.本会への参加資格について 
出展社に配布するネームカードでは、講演会場および関連プログラムへの参加はできません。 
講演の聴講等をされる場合は、別途学術集会の参加申込みをお願いいたします。 

 
10.小間の割当て 
小間の割当ては運営事務局にご一任ください。申込締切後「出展マニュアル」と併せてご連絡 
いたします。 

 
11.出展物の管理 
出展物の管理は出展社が責任を持つものとし、展示期間中の出展物の盗難、紛失、火災、損傷等不
可抗力による出展物の損害に関して、主催者は責任を負いませんのでご了承ください。 

 
12.申込書送付・お問い合わせ先 

運営事務局 ：株式会社千葉共立 幕張メッセ事業部 
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ国際会議場1階 
TEL：043-296-0579 / FAX：043-296-1020 
E-mail：unei@jmai2023.jp 
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１.プログラム集発行概要 

(1)掲載媒体：第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会プログラム集 
(2)発行部数：1,200 部（予定）A4 版 
(3)制作費用：1,100 円×1,200 部=1,320,000 円（税込） 
(4)配布対象：学術集会参加者 
(5)発行予定日：2023 年 5 月（予定） 

 
２.募集要項 

掲載枠 仕様 掲載料（税込） 募集数 

表３ 
モノクロ A4（天地 250 ㎜×左右 175 ㎜） 

110,000 円 
※賛助会員企業は 99,000 円 1社 

後付 1 頁 
モノクロ A4（天地 250 ㎜×左右 175 ㎜） 

88,000 円 
※賛助会員企業は 77,000 円 3 社 

後付 1/2 頁 
モノクロ A5（天地 118 ㎜×左右 175 ㎜） 

55,000 円 
※賛助会員企業は 44,000 円 5 社 

広告掲載料合計 616,000 円 

 
3.申込み方法 
別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、『第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会運営事務局』宛 
に E-mail または FAX をお願いします。 

 
4.申込み締切 

2023年3月31日(金) 
※お申し込み後のキャンセルは、いかなる場合においても一切お受けできません。 
キャンセルの場合は 100％のキャンセル料が発生しますので予めご了承ください。 

 
5.広告掲載料のご請求 
申込書が到着しましたら、後日ご請求書をお送りさせていただきますので、期日までに以下の
指定口座にお振込みください。 

 
【振込先】 

銀行名：PayPay 銀行（旧ジャパンネット銀行） 
支店名：ビジネス営業部（店番号：005） 普通預金 
口座番号：2364963 
口座名義：一般社団法人日本メディカル AI 学会 
フリガナ：シャ）ニホンメディカルエーアイガッカイ 

 

プログラム集広告掲載 募集要項 
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６.広告原稿送付締切り 
  2023年4月14日(金) 
お申込み完了後、広告版下データを下記運営事務局宛にメールでお送りください。 

 
【データ入稿の際の諸注意】 
・Adobe Illustrator （文字のアウトライン化済）または PDF データにてお願いいたします。 
・使用 OS を明記してください。（ Mac もしくは Win （バージョン含む） 
・Illustrator で入稿の際は必ず画像を埋め込んで、出力見本（ PDF、JPG 、PSD ）も一緒に
お送りください。 

・編集を要しない完全原稿データで入稿してください。 
 

7.申込書／原稿送付・お問い合わせ先 
運営事務局 ：株式会社千葉共立 幕張メッセ事業部 
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ国際会議場1階 
TEL：043-296-0579 / FAX：043-296-1020 
E-mail：unei@jmai2023.jp 
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１.ホームページバナー広告掲載要項 

(1)掲載媒体：第5回日本メディカル AI 学会学術集会ホームページ 
(2)掲載箇所：トップページ（HOME）内 
(3)掲載期間：データ到着後から学会終了まで 
(4)掲載内容：貴社指定バナーから貴社ホームページへリンク設定 

 
２.規格・掲載料 

 規格 掲載料（税込） 

バナー（大） 

画像サイズ：縦 200 ピクセル×横 400 ピクセル以内 
ファイル形式：GIF 形式または JPEG 形式
データ容量：500KB 以内 

99,000 円 
※賛助会員企業は 

77,000 円 

バナー（小） 

画像サイズ：縦 100 ピクセル×横 240 ピクセル以内 
ファイル形式：GIF 形式または JPEG 形式
データ容量：200KB 以内 

66,000 円 
※賛助会員企業は 

44,000 円 

 
3.申込み方法 
別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、『第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会運営事務局』宛
に E-mail または FAX をお願いします。 

 
4.申込み締切 

2023年3月31日(金) 
※お申し込み後のキャンセルは、いかなる場合においても一切お受けできません。 
キャンセルの場合は 100％のキャンセル料が発生しますので予めご了承ください。 

 
5.広告掲載料のご請求 
申込書が到着しましたら、後日ご請求書をお送りさせていただきますので、期日までに以下
の指定口座にお振込みください。 

 
【振込先】 

銀行名：PayPay 銀行（旧ジャパンネット銀行） 
支店名：ビジネス営業部（店番号：005） 普通預金 
口座番号：2364963 
口座名義：一般社団法人日本メディカル AI 学会 
フリガナ：シャ）ニホンメディカルエーアイガッカイ 

 
６.バナーデータの送付 
お申し込み完了後に、バナーデータを下記運営事務局までメールでお送りください。 
自社サイト等へのリンク設定も可能です。事務局にて内容を確認後、ホームページにアップ 
いたします。 

 

ホームページバナー広告掲載 募集要項 
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７.注意事項 
・不適当な内容を含む広告や、学会と関連が少ないものは掲載をご遠慮いただく場合がござ
いますので予めご了承ください。 

・掲載上の都合により、やむを得ずバナー規格が変更になる場合がございますので、予めご
了承ください。 

 
8.申込書／データ送付・お問い合わせ先 
運営事務局 ：株式会社千葉共立 幕張メッセ事業部 
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ国際会議場1階 
TEL：043-296-0579 / FAX：043-296-1020 
E-mail：unei@jmai2023.jp 
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1.募金の名称 
第5回日本メディカル AI 学会学術集会 寄付金 

 
2.募金の募集団体とその責任者ならびに所在地 
第5回日本メディカル AI 学会学術集会 
会長：山本 陽一朗（理化学研究所革新知能統合研究センター） 
事務局：〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング15階 

 
3.募金目標額 500,000 円 
 
4.募金目的と使途 
第5回日本メディカル AI 学会学術集会の開催における準備、運営のための費用として 

 
5.募金受付期間 

2022年10月3日(月) ～ 2023年6月18日(日) 
 
6.募金のお申込み方法 
添付の寄附金申込書に必要事項をご記入の上、『第 5 回日本メディカル AI 学会学術集会運営事
務局』宛に E-mail または FAX をお願いします。 

 
7.募金のお支払い方法 
   募金につきましては、請求書の発行をございませんので、以下に直接お振込みをお願いいたします。 

銀行名：PayPay 銀行（旧ジャパンネット銀行） 
支店名：ビジネス営業部（店番号：005） 普通預
金口座番号：2364963 
口座名義：一般社団法人日本メディカル AI 学会 
フリガナ：シャ）ニホンメディカルエーアイガッカイ 

 
8.税法上の取り扱い 

免税措置はありません。 
 
9.申込書送付・お問い合わせ先 

運営事務局 ：株式会社千葉共立 幕張メッセ事業部 
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1 幕張メッセ国際会議場1階 
TEL：043-296-0579 / FAX：043-296-1020 
E-mail：unei@jmai2023.jp 

 
 
 
 
 

募金要項 
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■収入の部 

項目 予算 摘要 

参加費 

 
 

11,290,000 円 

(事前会員)   10,000 円×600 名 
（事前学生会員） 3,000 円×30 名 
（事前非会員） 15,000 円×150 名 
（当日会員）   13,000 円×150 名 
（当日学生会員） 5,000 円×20 名 
（当日非会員） 18,000 円×50 名 

共催セミナー 3,300,000 円 ランチョンセミナー  1,100,000 円×2 社 
イブニングセミナー  550,000 円×2 社 

企業展示出展料 990,000 円 220,000 円×3 社／165,000 円×2 社 

抄録集広告掲載費 
616,000円 

110,000円×1社 
88,000 円×２社／77,000 円×1 社 
55,000 円×3 社／44,000 円×2 社 

ホームページバナー掲載費 572,000 円 99,000 円×2社／77,000 円×2 社 
66,000 円×2 社／44,000 円×2 社 

寄付金収入 500,000 円 500,000 円 

合計 17,268,000 円  

■支出の部 
項目 予算 摘要 

会場費・機材費 3,080,000 円 国立がん研究センター研究棟 

映像・音響機材等 

 事務局経費 2,200,000 円 事務局運営費、告知関係、ホームページ作成、 
その他運営経費 

プログラム集作成費 1,320,000 円 プログラム集作成費   ＠1,100×1,200 部 

印刷費 1,320,000 円 告知ポスター、封筒、参加証、領収書等 

通信費 770,000 円 各種発送 

備品・消耗品費 330,000 円 会長印、ネームホルダほか 

スタッフ人件費 1,100,000 円 オペレーター、運営スタッフ等 

ハイブリッド配信関係 3,300,000 円 配信費、オンライン視聴サイト運営費等 

会議費 1,000,000 円 関連会議、サテライトシンポジウムなど会場 
費・弁当代 

講師謝礼など 2,000,000 円 謝礼、移動交通費、宿泊費 

その他 848,000 円 予備費 

合計 17,268,000 円  

 

 

収支予算書 
 


