
第62回日本肺癌学会学術集会
The 62nd Annual Meeting of the Japan Lung Cancer Society

開催趣意書

会 期 2021年11月26日（金）～11月28日（日）

会 場 パシフィコ横浜 ノース

会 長 野口 雅之

（筑波大学医学医療系 診断病理学 教授）



謹啓 時下、益々ご清祥のこととお喜び申しあげます。

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あげます。

この度、第62回日本肺癌学会学術集会を、2021年11月26日（金）から28日（日）の

３日間、横浜パシフィコ ノースにて開催させていただきます。

日本肺癌学会は、昭和35年（1960年）に発足した肺癌研究会から昭和41年（1966年）

に日本肺癌学会となり、平成19年（2007年）9月より特定非営利活動法人日本肺癌学会

と形態をかえ、現在では会員7,500名余を有する組織へと成長を遂げております。

ご存知のように、日本肺癌学会は臨床（外科、内科、放射線科など）と基礎（病理、

分子生物学、免疫学など）が一堂に会して、肺癌を中心とする胸部腫瘍全般の基礎、診

断、治療について直接議論できる極めて有意義な学会です。幅広く肺癌、胸部腫瘍のup

to dateを知り、将来の研究、診療に生かすアイデアを討論できる場です。今回、この

様な学会をお世話できることに誇りと責任を感じます。

今回のテーマは、“Lung cancer － back to basics 肺癌を学び直そう”としまし

た。私は、これまで我々が積み上げてきた肺癌学をさらに活かすためにも、本学会でも

う一度肺癌学の原点に立ち返って、今後、我々がどのように肺癌と闘っていくべきかを

討論できればと思います。その中にきっと日本の肺癌研究者や臨床医が将来に向けて行

わなければならない、挑戦することを望まれる事項がたくさん見つかるはずです。もう

一度基礎に立ち返って肺癌を考えてみようではありませんか。

未だ猛威を奮う新型コロナ肺炎状況下ですが、出来る限り会員の皆様が直接顔を合わ

せて、実りある研究発表、討論さらには親睦ができる学術集会にするよう努力いたしま

す。

本来、本学術集会の運営にあたりましては、簡素、質素を旨とし、かかる経費の財源

は参加者からの会費を主とする所存でありますが、本学術集会の内容を充実させ、その

成果をより大なるものとするためには、各方面からのご支援を仰がざるを得ないのが実

情です。

つきましては、本学術集会の主旨にご賛同頂き、あわせて諸般の事情をお汲み取りい

ただき、是非とも格別のご配慮、ご高配を賜りたくお願い申しあげます。

末筆ながら、皆様の一層のご発展を祈念申し上げます。

謹白

2021年1月吉日

第62回日本肺癌学会学術集会
会長 野口 雅之

(筑波大学医学医療系 診断病理学 教授)

ご挨拶
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１．開催概要

■ 会議名称 第62回日本肺癌学会学術集会

■ 会 長 野口 雅之 （筑波大学医学医療系 診断病理学 教授）

■ 会 期 2021年11月26日（金）～11月28日（日）

■ 会 場 パシフィコ横浜 ノース

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

■ テーマ Lung cancer － back to basics 肺癌を学び直そう

■ 参加者数 約4,500名

■ 開催概要 シンポジウム、ワークショップ、特別講演、理事長講演

教育講演、患者アドボカシープログラム、一般演題（口演・ポスター）

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、等

■ 運営事務局 筑波大学医学医療系 診断病理学

〒305-8575 茨城県つくば市天王台1-1-1

事務局長 南 優子

（国立病院機構茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター

病理診断部長／筑波大学附属病院病理部 臨床教授（病院））

■ 運営事務局 株式会社コングレ

〒103-8276 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング

TEL： 03-3510-3701 FAX：03-3510-3702

E-mail: jlcs2021@congre.co.jp

■ 振込先口座 銀行：常陽銀行

支店：研究学園都市支店（店番：104）

口座番号：（普通）4012489

口座名義：第62回日本肺癌学会学術集会

フリガナ：ﾀﾞｲﾛｸｼﾞﾕｳﾆｶｲﾆﾎﾝﾊｲｶﾞﾝｶﾞﾂｶｲｶﾞｸｼﾞﾕﾂｼﾕｳｶｲ

■ 企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて

製薬企業の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、医療機関および

医療関係者等に対する研究費、寄付、交流等の支出に関係する情報を、製薬会社が自社の

ウェブサイトで公開されることに伴い、貴社が当学会に対して行う学会協賛費用の支払いに

関し、貴社ウェブサイトで公開されることに同意いたします。



3

■ 免責事項について

天変地災等主催者の責めに帰すべき事由によらずして上記実施要項に影響が生じた場合には、

ご協賛内容および費用につき、ご調整をお願いする可能性がございますことご了承ください。

■ 収支予算について

収支予算書が必要な場合は別途、運営事務局までご連絡ください。

■ 開催方法について

現地参加型をメインとし、同時にweb配信を行うハイブリッド開催とする予定です。

・現地開催＋ライブ配信を行い、web配信は会期中の3日間のみとします。

配信は一般公開せず、本学術集会の視聴サイト内のみで公開します。

※参加登録を行い、パスワードを保持している方のみ視聴可能。

・学会プログラムの一部セッションのみ、収録してオンデマンド配信と致します。

・座長・演者、視聴者いずれも現地参加を推奨いたしますが、リモート参加でも可能です。

１．開催概要
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２．寄付金 募集要項

１．募金の目的

第62回日本肺癌学会学術集会の準備及び開催運営費

２．募金目標額

3,000,000円

３．募集期間

2021年2月1日（月）～ 2021年11月28日（日）

４．募集対象

医療関連団体・企業等

５．申込方法

別紙「寄付金申込書」にご記入の上、運営事務局までメールもしくはFAXにてご提出ください。

６．振込方法

本趣意書２頁に記載の銀行口座にお振込みをお願いいたします。

なお、振込手数料はお申込み各位にてご負担頂きますようお願い申し上げます。

※寄付金に対する免税措置はございません。
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３．共催セミナー 募集要項

（１）共催費について

ランチョンセミナー（50分） 開催日：2021年11月26日(金)～28日(日)

Aクラス（1,000席以上） 共催費：2,750,000円（税込）

Bクラス（200席～500席） 共催費：2,200,000円（税込）

Cクラス（200席未満） 共催費：1,650,000円（税込）

イブニングセミナー（50分） 開催日：2021年11月26日(金)～27日(土)

Aクラス（1,000席） 共催費：2,750,000円（税込）

Bクラス（200席～500席） 共催費：2,200,000円（税込）

Cクラス（200席未満） 共催費：1,650,000円（税込）

モーニングセミナー（40分） 開催日：2021年11月27日(土)～28日(日)

共催費：1,320,000円（税込）

スイーツセミナー（50分） 開催日：2021年11月26日(金)～27日(土)

共催費：1,650,000円（税込）

スポンサードシンポジウム（90分） 開催日：2021年11月26日(金)～28日(日)

Aクラス（200席～500席） 共催費：2,750,000円（税込）

Bクラス（200席未満） 共催費：2,200,000円（税込）

＊今後開催方法に変更が生じた場合、費用等が変更となる可能性がございます。

＊座席数は、感染症拡大防止の観点から会場内のソーシャルディスタンスが確保できるよう、

既定の席数から減少させたレイアウトとさせていただきます。

＊イブニングセミナーおよびスイーツセミナーは１日目・２日目に、モーニングセミナーは

２日目・３日目に、それぞれお申込み可能です。

■共催費に含まれるもの

・講演会場費、控室会場費

・発表用機材および備品使用料（スクリーン、プロジェクター、レーザーポインター等）

・音響、照明設備費（座長、演者、質疑応答用マイク等）、会場内映像機材担当オペレーター

・ライブ配信に関する費用（Zoom ウェビナーシステム使用料）

■共催費に含まれないもの

・座長、演者への謝礼、旅費・交通費、宿泊費等

・弁当、飲食代（セミナー参加者用の弁当・軽食・飲物、座長、演者用の弁当・軽食・飲物等）

・看板作成費（会場前看板、控室前看板） ・セミナー広報用のポスター、チラシ等印刷製作物

・運営人権費（資料、弁当配布、誘導、照明、進行、アナウンス等）

・オプション機材費（録音・録画、同時通訳、控室用の機材等、基本仕様以外のもの）

・レイアウト変更費（学会の基本仕様からレイアウト変更を希望される場合）
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３．共催セミナー 募集要項

（３）プログラム内容について

● 募集期間内にお申込みいただいた内容に基づき、事務局にて調整の上、決定いたします。

● テーマ、座長、演者については、できるだけご提案の内容を尊重いたしますが、同日程・

同枠へのお申込みが重複した場合、調整をお願いする場合やご希望に添えない場合もござい

ますこと、予めご了承ください。

● ご希望のセミナー日時について、必ず第２希望までご入力ください。

● 2 社以上での共催をご予定の場合、必ず明記ください。

● 開催枠調整の判断材料といたしますので、必ずセミナーテーマをご入力ください。

● 開催枠の決定は 2021年７月頃を予定しております。

● 趣意書に記載の会場収容席数につきましては、運営の都合上、若干の変更がある場合が

ございます。予めご了承ください。

（２）開催形式について

● 原則として会場（パシフィコ横浜）で現地開催いたします。

● プログラムのweb配信

学会プログラム：セッションの同時ライブ配信を行います。

一部プログラムは会期後にオンデマンド配信いたします。

共催セミナー ：共催社の規定上、配信可能であれば同時ライブ配信を行います。

原則として会期後のオンデマンド配信は行いません。

● 座長・演者の参加方法

基本的には会場にお越しいただきますようお願いします。ただし、所属施設や団体の規定上、

来場が難しい場合は、web会議システムを通してのリモート参加、もしくは事前収録した講演

ビデオの放映にてご対応いただきますようお願いします。

＊開催方法については、開催時の社会状況を考慮して主催事務局にて検討させていただき

ますので、今後変更となる可能性がございます。

＊座長・演者がいずれもリモート参加となった場合でも、割り当てられた会場内でセミナー

映像を放映します。座長・演者へのweb配信に関する承諾は、自社にてお願い致します。

＊web配信システムの費用負担・動作設定は運営事務局にて行いますが、リモート参加され

る座長・演者のインターネット環境のサポートについては共催企業にてご対応ください。

学会場とは別に、座長・演者のための配信用会場が必要な場合は自社にてご手配ください。

● COVID-19下における開催特典

今回、希望する共催企業には以下の対応をいたします（詳細は後日改めてご案内します）。

a) セミナー開始前の10分間、共催企業の自社製品やサービスのプロモーションタイムとして

使用（ロゴやPR動画の放映）

b) 学術集会ホームページ内「共催プログラム」ページにて、共催社ホームページのURL掲載

c) 学術集会ホームページ内「共催プログラム」ページにて、セミナーに関するアンケート

ページURLの設置

d) 自社サイト等における、共催セミナーのオンデマンド配信
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（４）印刷物について

● 学術集会抄録集への掲載について

共催セミナーのテーマ、演題、座長、演者は抄録集プログラム部分に掲載いたします。

掲載内容の提出締切は、後日、運営事務局よりご案内いたします。

なお、抄録本文の掲載はありません。

● チラシの作成について

チラシ作成要項は９月頃配布予定です。（サイズはA4縦仕様で統一させていただきます）

作成は各社にて行ってください、印刷前に、運営事務局にて内容確認を行います。

当日、参加受付付近にチラシ用のデスクを設置いたします。

（５）共催セミナー当日の運営と手配関係について

● 当日の運営について

お申込み受付・詳細決定後、「開催要項」をお送りいたします。（2021年9月中旬予定）

● 当日手配関係について

当日運営に必要な飲食（お弁当）、機材、控室ケータリング等は、運営事務局にて発注を

承ります。後日ご案内します開催要項にて内容をご確認いただき、専用WEBサイトにてお申

込みください。オプション申込による手配物等に関するご請求は、学術集会終了後となります。

（６）お申込みについて

● 申込方法

オンラインでの受け付けとさせていただいております。本募集要項の内容をご確認の上、

第62回学術集会webサイトの「団体・企業の皆様へ」メニュー内「各種協賛の募集」ページ

に記載のお申込みフォームよりお申込ください。

● 申込締切

2021年4月28日（水）

● 支払方法

開催枠決定後、共催費用の請求書をお送りいたします。

なお、振込手数料はお申込み各位にてご負担頂きますようお願い申し上げます。

セミナー当日の備品費、ケータリング費等は本学術総会終了後にご請求させていただきます。

● 申込の取消

申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた場合を除き、取消しはできませんのでご了承

ください。

３．共催セミナー 募集要項
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（１）プログラム・抄録集広告

媒体名 第62回日本肺癌学会学術集会 プログラム・抄録集（学会誌）

配布対象 第62回日本肺癌学会学術集会 参加者および学会員（希望制）

申込方法 日本肺癌学会事務局（office@haigan.gr.jp）までお問い合わせください。

（２）webサイトバナー広告

媒体名 第62回日本肺癌学会学術集会 専用webサイト

閲覧対象 国内の医療従事者、第62回日本肺癌学会学術集会 参加者

媒体作成費 800,000円（税別）

掲載期間 お申込み後～2021年12月末（予定）

広告費用 220,000円（税込）／バナー1点

＊掲載期間に関わらず、費用は一律です。

募集数 複数枠

広告サイズ W161pixel × H41pixel

（企業ページへの URL リンク用バナー）

＊jpgもしくはpng形式のデータをご提供ください。

＊リンク先WebサイトのURLをお知らせください。

申込締切 2021年8月31日（火）

（３）アプリ（モバイル抄録）広告

媒体名 第62回日本肺癌学会学術集会 学会アプリ（電子抄録）

閲覧対象 第62回日本肺癌学会学術集会 参加者

媒体作成費 1,500,000円（税別）

掲載期間 2021年11月上旬～2021年12月末（予定）

広告費用 880,000円（税込）／バナー1点

＊掲載期間に関わらず、費用は一律です。

募集数 最大3社

広告サイズ iPad 縦: H280 pixel × W1516 pixel

iPad 横: H280 pixel × W1005 pixel

スマートフォン: H233 pixel × W1203 pixel

（企業ページへの URL リンク用バナー）

＊jpgもしくはpng形式のデータをご提供ください。

＊リンク先WebサイトのURLをお知らせください。

申込締切 2021年8月31日（火）

４．各種広告掲載 募集要項
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（４）スクリーン幕間広告

媒体名 第62回日本肺癌学会学術集会 スクリーン幕間スライド

閲覧対象 第62回日本肺癌学会学術集会 参加者

掲載期間 2021年11月26日（金）～11月28日（日）

＊プログラム前後の時間帯のみ

広告内容 企業名・ロゴ・動画等の映写（商品名の掲載も可能）

広告費用 660,000円（税込）

募集数 複数枠

申込締切 2021年8月31日（火）

（５）ネームストラップ広告

媒体名 第62回日本肺癌学会学術集会 参加者用ネームストラップ&ケース

配付対象 第62回日本肺癌学会学術集会 参加者

配付期間 2021年11月26日（金）～11月28日（日）

制作部数 5,000 個（予定）

媒体作成費 1,500,000円（税別）

広告費用 660,000円（税込）

募集数 最大2社

申込締切 2021年8月31日（火）

（６）その他の広告

第62回日本肺癌学会学術集会では、上記広告協賛のほかに、会場等での広告掲載について

ご相談を受け付けております。ご希望の方は、媒体名・掲載箇所などについて個別にご相

談くださいますようお願いいたします。詳細については、運営事務局（E-mail: 

jlcs2021@congre.co.jp）までお問い合わせください。

（７）各種お申込みについて

● 申込方法

オンラインでの受け付けとさせていただいております。本募集要項の内容をご確認の上、

第62回学術集会webサイトの「団体・企業の皆様へ」メニュー内「各種協賛の募集」ページ

に記載のお申込みフォームよりお申込ください。

● 支払方法

開催枠決定後、各種広告費用の請求書をお送りいたします。

なお、振込手数料はお申込み各位にてご負担頂きますようお願い申し上げます。

● 申込の取消

申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた場合を除き、取消しはできませんのでご了承

ください。

４．各種広告掲載 募集要項



仕 様 小間サイズ（予定） 出展料（税込）

基礎小間 W1,800mm×D900mm×H2,400mm 1小間 ￥330,000

スペース小間

（4小間以上より申込可能）

W1,800mm×D900mm

高さ制限4,000mm
1小間 ￥330,000

書籍展示
W1,800mm×D900mm×H700mm

机の本数は可能な限りご希望に沿います
机1本 ￥33,000

５．企業展示 募集要項

（１）企業展示 概要

日程 2021年11月26日（金）～11月28日（日）

＊搬入：2021年11月25日（木）、搬出：11月28日（日）

会場 パシフィコ横浜ノース 1F G1～G6

出展対象 医療機器、医療用具、医薬品、検査機器、試薬、書籍 他

出展料 下記の通り

小間割の決定 申込締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数等を考慮の上、

主催事務局にて決定いたします。

出展物の内容 出展対象に記載された範囲のもの、および主催者の認めたものとします。

薬機法未承認品の展示については、運営事務局に予めお問合せください。

また、出展物の内容によっては出展をご辞退いただく場合もありますので、

予めご了承ください。

変更・中止 主催者は、災害・天変地異等の不可抗力、またはやむを得ない事由により、

開催の期間・時間、開催形式の変更、または開催中止等を行う場合があり

ます。開催中止となった部分の割合（一部中止の場合）および残りの開催

日数等を考慮して、主催が相当と認める額を出展社に払い戻しますが、

それ以外の責任は一切負いません。
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（２）基礎小間 基本仕様（予定） ＊仕様は変更になる可能性があります。

※ 展示についての詳細は、基本仕様以外のオプション備品、仕様内容の要・不要など

「出展マニュアル」にて後日改めてご案内いたします。

※ フットマッサージや音楽提供等、従来の医薬品・機器展示に含まれない展示については、

設置場所・会場内レイアウト等を制限させていただきます。

（３）スペース小間 基本仕様（予定） ＊仕様は変更になる可能性があります。

（４）諸注意

出展者へのご案内

出展者説明会は行いません。開催の2か月前を目途に、小間割、搬入、装飾、管理についてな

どを記載した「出展マニュアル」をお送りいたします。什器、照明器具などのリースもご案

内いたします。

電気使用について

有償で電気工事を承ります。詳細は「出展マニュアル」にてご案内いたします。

５．企業展示 募集要項

基礎小間に含まれるもの

・木工バックパネル（W1800×H2400）

・展示台（平机、白布付、W1800×D900×H700）

・社名板（W900×H200）

統一書体（ゴシック体）、白ベース黒文字

・照明（蛍光灯FL40W×１灯）

・白布（商品の上にかけるクロスは持参下さい）

上記以外の小間内装飾は出展者が行って下さい。

・スペース小間をご希望の場合、床面に墨だしを

実施の上、お引き渡し致します。

・スペース小間でお申し込みの場合は最低限の

特別装飾を行って下さい。

1,800

900
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出展物の管理について

出展物の管理は出展者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対して、補償等の責任は一切負いませんのでご了承

ください。

本学術集会への参加資格について

出展社には当日、出展社証を配布いたしますが、第62回日本肺癌学会学術集会の講演会場

および関連プログラムへの参加資格はありません。学術プログラムに参加する場合は、

学術集会の参加登録が必要となります。

（５）お申込みについて

● 申込方法

オンラインでの受け付けとさせていただいております。本募集要項の内容をご確認の上、

第62回学術集会webサイトの「団体・企業の皆様へ」メニュー内「各種協賛の募集」ページ

に記載のお申込みフォームよりお申込ください。

● 支払方法

開催枠決定後、出展費用の請求書をお送りいたします。

なお、振込手数料はお申込み各位にてご負担頂きますようお願い申し上げます。

＊ 出展マニュアルにてご案内するオプション備品・使用電気料金等につきましては、

会期後、運営事務局よりご請求いたします。

● 申込締切 2021年5月31日（月）

（６）出展スペース（予定） パシフィコ横浜ノース 1F G1～G6

５．企業展示 募集要項
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６．ホスピタリティスペース 募集要項

（１）概要

ホスピタリティスペースとは、会期中に学会場となる施設内スペース・会議室等において、

各社が「展示スペース」「休憩スペース」などとして使用できる専有展示スペースです。

なお、主催者より出展スペースを提供しますが、付随してかかる費用（パネル施工装飾・

機材等）は各社負担とします。

・部屋の割り振りは主催事務局にご一任ください。

・基本的にホスピタリティスペース内の運営に関しては自社（貴社）の責任者の指示により

行ってください。ただし、主催事務局からの指示がある場合はそちらを優先してください。

・映像機材・音響設備等を制限させていただく場合があります。予めご了承ください。

開催期間 2021年11月26日（金）～11月28日（日）

＊搬入：2021年11月25日（木）、搬出：11月28日（日）

開設会場 パシフィコ横浜 ノース内

＊ご要望がございましたらお知らせください。

出展料 1,100,000円（税別）

＊部屋のみの提供となり、付随してかかる費用は各社負担となります。

＊出展料に含まれないもの

：装飾看板、各種機材、電気工事、運営スタッフ、飲食物など

出展物の管理について

出展物の管理は出展者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対して、補償等の責任は一切負いませんのでご了承

ください。

（５）お申込みについて

● 申込方法

オンラインでの受け付けとさせていただいております。本募集要項の内容をご確認の上、

第62回学術集会webサイトの「団体・企業の皆様へ」メニュー内「各種協賛の募集」ページ

に記載のお申込みフォームよりお申込ください。

● 支払方法

開催枠決定後、出展費用の請求書をお送りいたします。

なお、振込手数料はお申込み各位にてご負担頂きますようお願い申し上げます。

＊ 出展マニュアルにてご案内するオプション備品・使用電気料金等につきましては、

会期後、運営事務局よりご請求いたします。

● 申込締切 2021年5月31日（月）
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寄付金申込書

年 月 日

受付日：

受付番号：

事務局使用欄

第62回日本肺癌学会学術集会

会長 野口 雅之 殿

第62回日本肺癌学会学術集会の目的・事業に賛同し、下記の金額を寄付します。

個人の場合 氏 名：

法人の場合 法人名：

代表者：

a

担当者：

住所：

Tel： E-mail：

記

金額 円

お振込み予定日： 年 月 日

ふりがな

ふりがな

E-mail:jlcs2021@congre.co.jp

第62回日本肺癌学会学術集会 運営事務局 行

〒 －

ふりがな


