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第 63 回日本呼吸器学会学術講演会 

モーニングセミナー（Meet the Professor）・ランチョンセミナー・ 

コーヒーブレイクセミナー共催のお願い 

 

 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度、第 63回日本呼吸器学会学術講演会の会長を仰せつかり、2023年 4月 28日

（金）・29日（土）・30日（日）に、東京国際フォーラム（東京都千代田区）において

開催することになりました。しかしながら、未だ COVID-19 感染は収束せず、通常通

りの会場開催では感染リスクを否定できない状況となっております。そこで第 63 回

日本呼吸器学会学術講演会は現地開催を基本として COVID-19 の流行状況に応じてオ

ンライン、オンデマンド配信を取り入れていきます。 

 日本呼吸器学会は呼吸器疾患全般の研究・臨床・教育の発展と推進を目的に発足し、

本邦の呼吸器学の向上に大きく寄与し、現在会員数は 1万名を超え着実な発展を遂げ

て参りました。 

今回の学術講演会におきましては、「知の融合が拓く呼吸器病学の未来」をメイン

テーマとし、呼吸器疾患の診療に関わる多分野の方々に参加いただける学術講演会

を目指し鋭意準備を進めているところであります。 

 日本呼吸器学会学術講演会におきまして、共催セミナーはその教育的な内容から例

年大変な盛況を見せ、その重要性が広く認識され会員の期待も年々大きくなってきて

おります。 

つきましては、本会の運営にあたりモーニング・ランチョン・コーヒーブレイクセ

ミナーへのご協力を賜りたくここにお願い申し上げる次第でございます。情報量の多

い豊かな学術講演会開催にむけて何卒格段のご高配、ご支援賜りたくお願い申し上げ

ます。 

末筆でございますが貴社の今後益々のご繁栄を心より祈念いたします。 

謹白 
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第63回日本呼吸器学会学術講演会 概要 

 

 

会 期： 2023年 4月 28日（金）～30日（日） 

 

会 場： 東京国際フォーラム 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3丁目 5番 1号 

TEL：03-5221-9000（代表） FAX：03-5221-9011 

 

会 長： 髙橋 和久（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学 主任教授） 

 

参加者： 呼吸器関連医療にかかわる医師および医療関係者  8,500名 

 

テーマ： 知の融合が拓く呼吸器病学の未来 

 

プログラム: 基調講演 

招請講演 

特別講演 

会長講演 

シンポジウム 

関連学会との共同企画        

インターナショナルプログラム 

教育プログラム 

呼吸ケアカンファレンス 

市民公開講座 

ランチョン・コーヒーブレイクセミナー 

モーニングセミナー(Meet the Professor） 

 

 

学会事務局：  第 63回日本呼吸器学会学術講演会事務局 担当：松宮・安藤 

一般社団法人日本呼吸器学会内 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-28-8 日内会館 7階 

TEL：03-5805-3560   FAX：03-5805-3554 

E-mail：63jrs@jrs.or.jp 

 

運営管理会社：株式会社コンベンションアカデミア 担当：畠山・一色・渡部 

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-35-3 本郷 UCビル 4階 

TEL：03-5805-5261  FAX：03-3815-2028 

E-mail：jrs@coac.co.jp 



Ⅰ．モーニング・ランチョン・コーヒーブレイクセミナー共催費（消費税込） 

＊イブニングセミナーの開催はありません。 

＊モーニングセミナーはMeet the Professorとしての運営を基本とさせていただきますが、

別の形式をご希望される場合には別途ご相談ください。 

＊モーニングセミナーは配信を行わず、現地のみの開催となります。 

＊初日4月28日のモーニングセミナーはありません。 

＊最終日4月30日のコーヒーブレイクセミナーはありません。 

＊上記会場は予定です。変更の可能性がございます。 

＊上記は通常開催時の席数です。COVID-19 等の状況に応じて、席数を変更する可能性がご

ざいます。 

＊ライブ配信を併用する場合は550,000円の追加料金が発生いたします。 

 例：ホールC開催＋ライブ配信→ 2,200,000円＋550,000円＝2,750,000円 

 例：ホールC 開催＋ライブ配信なし→ 2,200,000 円（現地参加者のみ聴講可となります。） 

＊オンデマンド配信も予定しております。詳細は決定次第ご案内いたします。 

＊ライブ配信の追加につきましては申込書ご提出後でも変更可能でございます。開催準備期間

中に再度お伺いいたします。 

 

Ⅱ．共催費に含まれるもの 

・会場費（控室含む）、付帯設備費、機材費、スタッフ人件費等 

（座長、演者の謝金、旅費、宿泊費、料飲費、チラシ代等は含みません。） 

本会場以外から配信の場合、会場費や通信費等の配信にかかる費用は御社でご負担をお願い

いたします。なお、詳細につきましては後日改めてご連絡申し上げます。 

 

Ⅲ．モーニング・ランチョン･コーヒーブレイクセミナー開催日時 

モーニングセミナー（Meet the Professor） 

2023 年 4 月 29 日（土）・30 日（日） 

   7：45～8：25（予定） 

 ﾓｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅ  ー ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅ  ー ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸｾﾐﾅ  ー

第1会場（ホールC）    （７３０席）  2,200,000円 2,200,000円 

第2会場（ホールB7(1)） （６００席）  2,200,000円 2,200,000円 

第3会場（ホールB7(2)） （６００席）  2,200,000円 2,200,000円 

第4会場（ホールB5(1)） （２００席） 550,000円 1,650,000円 1,650,000円 

第5会場（ホールB5(2)） （２００席） 550,000円 1,650,000円 1,650,000円 

第6会場（ホールD7）  （２００席） 550,000円 1,650,000円 1,650,000円 

第7会場（ホールD5）  （２００席） 550,000円 1,650,000円 1,650,000円 

第8～10会場（ZOOM配信）（５００名）  1,650,000円 1,650,000円 

第8～10会場（オンデマンド）  1,100,000円 1,100,000円 

第1～7会場でZOOM配信追加（５００名）  上記＋550,000円 上記＋550,000円 



 

ランチョンセミナー 

2023 年 4 月 28 日（金）・29 日（土）・30 日（日） 

   12：00～13：00（予定） 

コーヒーブレイクセミナー 

2023 年 4 月 28 日（金）・29 日（土） 

15：30～16：30（予定） 

 

Ⅳ．会場 

東京国際フォーラム 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3丁目 5番 1号 

TEL：03-5221-9000（代表） FAX：03-5221-9011 

 

Ⅴ．共催費お振込先 

   みずほ銀行 本郷支店 普通 4196335 

   第 63回日本呼吸器学会学術講演会 

   （ダイ６３カイニッポンコキユウキガツカイガクジユツコウエンカイ） 

 

Ⅴ．プログラム決定、費用負担について 

・ 日時・会場は学術講演会事務局が最終決定を致します。特に時間は、学会プロ

グラム最終決定時に確定致します。 

・ 共催費は、最終決定後にご請求書をお送り致します。 

・ テーマ、講師の重複を避けるため、セミナー内容は学術講演会事務局が各社と

相談の上最終決定させて頂きます。座長・演者候補の先生との交渉は、事務局

からの確定連絡後に行って下さい。 

 

Ⅵ．座長・演者の謝金・交通費のお支払いについて 

交通費・謝金の二重支払、不正受取等が発生しないよう、特に公務員規定に反

することの無いように、日本呼吸器学会として取り組みを行っております。 

貴社から各先生方へのお支払いにつきましてもご協力をお願いするかと存じ

ますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

Ⅶ．著作権について 

・ 日本呼吸器学会が主催する第63回日本呼吸器学会学術講演会モーニングセミナー、ラン

チョンセミナーおよびコーヒーブレイクセミナー講演、収録の肖像権および著作権は、座

長、講演者の承認を得た上で全て日本呼吸器学会に帰属します。 

・   肖像物、著作物をご使用になる際は、予め申請書のご提出をお願い致します。 



 

Ⅷ．キャンセルポリシー 

・ 申込書提出後の取消しは、原則として受けかねます。ただし、やむを得ない理由

で取消しを希望される場合は文章にて事情を説明し、主催者の承認を受けてく

ださい。 

・ 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情により、会期・開

催時間などを変更、WEBを用いたオンライン学術集会への移行、または開催を中

止する場合があります。 

・ 取消しおよび中止の場合、その時点までに要した費用を除いてご返金いたしま

す。 

 

Ⅸ．企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインへの対応について 

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」、

及び日本医療機器産業連合会の「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、開催にかかる費用を「学会名」「共催セミナー名」の

通りに、貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 

 

 

申込締切：2022 年 8 月 10 日(水) 

上記締切日以降のお申込みは会場に空きがある場合のみ、お受けいたします。 

お早目のお申込みをよろしくお願いいたします。 

  



共催セミナー申込書 

 

上記のいずれかに○をつけて下さいますようお願い申し上げます。また複数お申込みの場合

は本申込書をコピーの上、お送りくださいますようお願い申し上げます。 

 

ＦＡＸ ：０３－５８０５－３５５４ 

Ｍａｉｌ：63jrs@jrs.or.jp 

第 63 回日本呼吸器学会学術講演会 事務局行き 

共催区分 モーニング  ・  ランチョン  ・  コーヒーブレイク 

希望月日  

希望会場  

御社名  

ご所属  

ご担当  

ご住所 〒 

電話／FAX  

E-mail  

テーマ案  

座長・ 

演者案  

ライブ 

配信希望 
要    ・    不要 

備 考  

 


