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第 14回日本免疫治療学研究会学術集会 

会長 島田 英昭 

（東邦大学医学部外科学講座 一般・消化器外科学分野）  



 

ご挨拶 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

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。 

  このたび、第 14 回日本免疫治療学研究会学術集会を 2017 年 2 月 11 日（土・祝）に、東京大

学伊藤国際学術研究センターにて開催させていただくこととなりました。この日本免疫治療学研究

会は、「がんなどの難治性疾患に対する免疫細胞治療の健全な普及と発展」を目的としています。

2003 年に故江川滉二先生を中心にして発足して以来、実臨床に役立つ多くの研究成果を発表し

てきました。2014 年に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」や「医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に関しても、いち早く国内の体制作

りに協力してきております。 

  免疫治療の分野では、抗 PD-1 抗体等の免疫チェックポイント阻害剤がいよいよ臨床応用され

て従来の免疫細胞治療との相乗効果が期待される時代となりました。近年の免疫学の進歩は目覚

ましいものがあり、がんに対する免疫監視機構を飛躍的に解明し、がん疾患に対する免疫療法の

さらなる発展に向けて大きな可能性を拓いています。こうした研究・臨床環境を背景として、本学術

集会のテーマは「免疫治療新戦略～ブレイクスルーを超えて～」といたしました。実臨床に応用可

能な研究テーマを多数ご発表いただき、参加される皆様に有意義な会となるよう準備を進めており

ます。 

  本来であれば学術集会の開催につきましては参加費でまかなうべきところですが、開催の目的

を達成するには会場の設営や学会の運営に多大な費用を要し、諸費用の不足が見込まれており

ます。つきましては、甚だ恐縮ではございますが、本学術集会の趣旨にご賛同いただき、是非とも

ご支援を賜りたくお願い申し上げます。なお、拠出いただきました協賛金につきましては各社様が

公表することについて了承いたします。 

  末筆になりましたが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

謹白 

 

第 14回日本免疫治療学研究会学術集会 

会長 島田 英昭  

（東邦大学医学部外科学講座 一般・消化器外科学分野）  



 

開催概要 

■ 学 会 名    第 14回日本免疫治療学研究会学術集会 

■ テ ー マ    「免疫治療新戦略 ～ブレイクスルーを超えて～」 

■ 会 期    2017年 2月 11日（土・祝） 

■ 会 場    東京大学伊藤国際学術研究センター 

            〒113-0033 東京都文区本郷 7丁目 3-1 

■ 会 長    島田 英昭 （東邦大学医学部外科学講座 一般・消化器外科学分野） 

■ 予定参加者数    350人 

■ プログラム予定    1) 特別講演 

          2) 教育講演 

          3) 臨床特別セミナー 

          4) シンポジウム 

          5) 一般演題（ポスター） 

■ 事 務 局    第 14回日本免疫治療学研究会学術集会事務局 

         〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-3-12新横浜スクエアビル 14F 

         TEL：045-478-0222  FAX：045-478-0083 

         E-Mail：14thjrai@jrai.gr.jp 

 



 

収支予算案 

 

（単位：円） 

収入の部 

費用項目 金額 備考 

1. 学術集会参加費 

2. 抄録集販売費 

3. 抄録集広告掲載費 

4. ランチョンセミナー共催費 

5. 展示会場費 

6. 寄付金 

2,390,000 

200,000 

1,036,800 

540,000 

1,620,000 

350,000 

有料参加者 310名 

200冊 

15社 

1社 

10社 

 

収入 計 6,136,800  

支出の部 

費用項目 金額 備考 

1. プログラム、抄録集等作成経費 

2. 会場費 

3. 賃借料 

4. 招聘者関係費 

5. 会議費 

6. 通信運搬費 

7. 支払手数料 

8. 交際費 

9. 消耗品費 

10. 雑給 

11. 予備費 

1,500,000 

1,620,000 

370,000 

1,330,000 

360,000 

120,000 

10,000 

90,000 

50,000 

600,000 

86,800 

各種印刷物、HP作成費など 

東京大学伊藤国際学術研究センター使用料 

会場設備、機材レンタル費用 

講師謝金、交通費 

ドリンクコーナー、スタッフ飲食費 

ポスター発送、招聘依頼など 

 

 

ネームカード、備品 

会場スタッフ（音響・照明・受付等）給与 

 

支出 計 6,136,800  

 

 

  



 

企業展示募集要項 

■ 企業展示概要 

【開催日時】 2017年 2月 11日（土・祝） 9:20-17:30 

        ※プログラム編成により若干の時間変更をする場合がございます。 

【会   場】 東京大学伊藤国際学術研究センターB2F 多目的ホール 

 

■ 出展料金と小間仕様 

162,000円（税込）／1小間 

募集小間数 ： 10小間 （予定） 

基礎小間仕様 ： 幅 1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,400mm （予定） 

付帯備品： 展示台、テーブルクロス、社名板 

その他、電源、照明等の使用は有償にて承ります。 

基礎小間を使用しない展示を希望される場合は事務局までお問い合わせください。 

 

■ 申込方法 

「企業展示出展申込書」に必要事項をご記入の上、事務局宛に FAX またはメールにてお送りく

ださい。 

【事務局】 

 第 14回日本免疫治療学研究会学術集会事務局 

 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 14F 

  TEL： 045-478-0222  FAX： 045-478-0083 

  E-mail： 14thjrai@jrai.gr.jp 

 

■ 申込締切   2016年 11月 25日（金） 

ただし、会場スペースに限りがございますので、予定数に達し次第締め切らせていただきます。 

 

■ 出展料のお支払い 

申込書の受領後、請求書をお送りいたしますので、請求書に記載の期日までに指定口座へお

振り込み下さい。なお、恐れ入りますが振込手数料は申込企業様にてご負担をお願いします。 

 

■ 出展企業様へのご案内 

出展者説明会等は行いません。 

小間割、搬入などの詳細につきましては、後日申込企業様のみにご案内いたします。 



 

広告募集要項 

■ 媒体概要 

【掲載媒体】 第 14回日本免疫治療学研究会学術集会 プログラム・抄録集 

【発行部数】 1,000部 （予定） 

【配布対象】 日本免疫治療学研究会会員、学術集会参加者 

 

■ 広告掲載料 （税込） 

表 4 （裏表紙） カラーまたはモノクロ   ¥140,400     1社 

表 2 （表紙の裏） モノクロ       ¥129,600     1社 

表 3 （裏表紙の裏） モノクロ      ¥118,800     1社 

後付 1頁  モノクロ           ¥54,000    12社 

 

■ 広告原稿 

A4 縦原稿、紙焼きまたは印刷用データでご用意ください。 

ご送付いただく際には、確認用として出力見本の添付をお願いいたします。 

 

■ 申込方法 

「広告掲載申込書」に必要事項をご記入の上、事務局宛に FAX またはメールにてお送りくださ

い。 

【事務局】 

 第 14回日本免疫治療学研究会学術集会事務局 

 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 14F 

  TEL： 045-478-0222  FAX： 045-478-0083 

  E-mail： 14thjrai@jrai.gr.jp 

 

■ 申込締切   2016年 11月 25日（金） 

 

■ 原稿締切   2016年 11月 25日（金） 

 

■ 広告掲載料のお支払い 

申込書の受領後、請求書をお送りいたしますので、請求書に記載の期日までに指定口座へお

振り込み下さい。なお、恐れ入りますが振込手数料は申込企業様にてご負担をお願いします。 

  



 

 

申込締切 ： 2016年11月25日（金） 

第 14回日本免疫治療学研究会学術集会事務局 行 

FAX : 045-478-0083   E-mail : 14thjrai@jrai.gr.jp 

 

第 14回日本免疫治療学研究会学術集会 

企業展示 出展申込書 

年     月     日 

貴社名  

住所 

〒 

 

ご担当者名  

部署  

TEL  FAX  

E-mail  

 

下記の通り出展を申し込みます。 

出展料 基礎小間  162,000円（税込）／小間 お申込み           小間 

出展内容 

（予定） 
 

備考  

※展示詳細につきましては、お申し込み後にご案内させていただきます。 

【お問い合わせ先】 

第 14回日本免疫治療学研究会学術集会事務局 

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-3-12新横浜スクエアビル 14F     

TEL： 045-478-0222   FAX： 045-478-0083   E-mail： 14thjrai@jrai.gr.jp 



 

申込締切 ： 2016年11月25日（金） 

第 14回日本免疫治療学研究会学術集会事務局 行 

FAX : 045-478-0083   E-mail : 14thjrai@jrai.gr.jp 

 

第 14回日本免疫治療学研究会学術集会 

広告掲載申込書 

年     月     日 

貴社名  

住所 

〒 

 

ご担当者名  

部署  

TEL  FAX  

E-mail  

 

下記の通り、「第 14回 日本免疫治療学研究会学術集会 プログラム・抄録集」への広告掲載を

申し込みます。 

 

□ 表 4 （裏表紙） A4  カラーまたはモノクロ   ¥140,400 （税込） 

□ 表 2 （表紙の裏）  A4  モノクロ        ¥129,600 （税込） 

□ 表 3 （裏表紙の裏）  A4  モノクロ       ¥118,800 （税込） 

□ 後付 A4  モノクロ                 ¥54,000 （税込） 

※掲載を希望する項目欄に レ印をご記入ください。 

 

 【お問い合わせ先】 

 第 14回日本免疫治療学研究会学術集会事務局 

 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-3-12新横浜スクエアビル 14F     

 TEL： 045-478-0222   FAX： 045-478-0083   E-mail： 14thjrai@jrai.gr.jp 


