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募集趣意書 

 

謹啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 日本バイオマテリアル学会は、生体に使用する材料およびその応用に関する科学・技術を発展・向上

させることを目的とし、1978 年 12 月 4 日に設立されました。医歯薬学分野、理工学分野などの異分野

間の融合学際領域の学問として、またその実用化により医療の発展と患者様の Quality of Life（QOL）

の向上の実現を目指し、大学、国公立研究機関、企業の研究者、規制当局、さらには臨床医師・歯科医

師を中心に広い専門分野の約 1,600 名の会員で構成されています。例年 11 月に開催される本学会大会

では、700 名を超える参加者のもと、400 件以上の発表が行われています。これも、ひとえに日頃より

日本バイオマテリアル学会に対して格別のご支援、ご援助をいただている企業の皆様のお蔭であると深

く感謝しております。  

第 44 回日本バイオマテリアル学会大会は 2022 年 11 月 21 日（月）、22 日（火）の２日間にわた

りタワーホール船堀（東京）において開催いたします。 

今回の大会のテーマは「バイオマテリアルとダイバーシティ」と致しました。バイオマテリアル

分野は、理工学分野で無機材料、金属材料、高分子材料など、天然材料から合成材料まで、さまざ

まな材料を設計・物性解析し、医歯薬学分野での応用を検討するというように、バイオマテリアル

に関わる分野は幅広く、まさに「多様性」を包含した学際的融合領域であります。本学会大会にお

いては、超高齢化社会が進む我が国において、医療機器・デバイスの根幹を成すバイオマテリアル

研究の最先端の研究発表の場として、新しい治療・診断を実現するバイオマテリアル、ドラッグデ

リバリーシステム、再生医療や医療デバイスとの接点を幅広く網羅し、参加される方々に刺激のあ

る魅力的なプログラムを計画しています。 

本学会大会は、会員の参加費を基本に運営することとしておりますが、実り多い学会大会にする

ためには会員の参加費のみですべての経費をまかなうことができません。2020 年初頭から続く新型

コロナウイルス感染症の拡大に伴い、きわめて厳しい経済情勢の折に甚だ恐縮ではございますが、

是非とも大会開催の趣旨にご賛同を賜り、ご支援をいただきますよう伏してお願い申し上げます。 

 本来であれば、直接お伺いしてご挨拶申し上げるべきところ大変恐縮ではございますが、本書面

にて、大会へのご参加とご支援をお願いさせていただきます。お許しください。 

 末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を祈念いたしております。 

謹白 

 

           2022 年 6 月吉日 

 

第 44 回日本バイオマテリアル学会大会 

大 会 長     菊池 明彦 

（東京理科大学先進工学部） 

日本バイオマテリアル学会 

会長 山岡哲二 

（国立循環器病研究センター研究所医体医工学部） 
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開 催 概 要 
 

 

１．会議の名称および代表者  

 第 44 回日本バイオマテリアル学会大会 

 大会長 菊池明彦（東京理科大学先進工学部・教授） 

 

２．学会の内容 

 会 期：2022 年 11 月 21 日（月）、22 日（火） 

 会 場：タワーホール船堀  

  （〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1） 

 

３．主催・協賛 

 主催：日本バイオマテリアル学会 

  協賛（依頼中）（五十音順）：炎症再生医学会、高分子学会、日本医療機器テクノロジー協会、 

日本化学会、日本金属学会、日本再生医療学会、日本歯科理工学会、日本人工臓器学会、日本 

整形外科学会、日本生体医工学会、日本セラミックス協会、日本 DDS 学会、  

 

４．組織委員  

菊池明彦 東京理科大学 鈴木 治 東北大学大学院 

相澤 守 明治大学 中岡竜介 国立医薬品食品衛生研究所 

石坂春彦 帝人ナカシマメディカル 松本卓也 岡山大学大学院 

大矢裕一 関西大学 名井 陽 大阪大学 

大矢根綾子 産業技術総合研究所 山岡哲二 国立循環器病研究センター 

 

５．実行委員  

秋山好嗣 東京理科大学（委員長） 清水達也 東京女子医科大学 

秋元 文 東京大学大学院 中岡竜介 国立医薬品食品衛生研究所 

位髙 啓史 東京医科歯科大学 中西 淳 物質・材料研究機構 

荏原充宏 物質・材料研究機構 中村真紀 産業技術総合研究所 

長田健介 量子科学技術研究開発機構 鳴滝彩絵 名古屋大学大学院 

上村真生 東京理科大学 松垣あいら 大阪大学大学院 

川下将一 東京医科歯科大学 松永行子 東京大学 

小松周平 東京理科大学 松山拓矢 朝日インテック株式会社 

金野智浩 東北大学大学院 宮田完二郎 東京大学大学院 

京本政之 京セラ株式会社 山本玲子 物質・材料研究機構 

  

6．概要  

１）大会テーマ  「バイオマテリアルとダイバーシティ」 

２.）参加対象者  日本バイオマテリアル学会会員、大学・国公立研究機関・企業研究者、 

  歯科医師、医師、医療機器デバイス関係企業、その他医療関係者 

３）参加予定者   700 名 
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４）大会プログラム（予定） 

(1) 特別講演（2 題） 

(2) シンポジウム（2 題） 

(3) 教育講演（5 題）企画担当常任理事マター 

(4) 一般演題（口頭発表・ポスター発表）＊例年 400 題以上の発表が行われます。 

(5) ランチョンセミナー 8 件（新型コロナウイルス感染症の感染状況等により開催状況は

変わる可能性があります） 

(6) 懇親会（11/21 開催予定）（新型コロナウイルス感染症の感染状況等により開催状況は

変わる可能性があります）十分な感染症対策を行いながらの会食は困難との判断から

懇親会開催を見合わせることといたしました。 

(7) その他 

 

7．協賛金・広告掲載・展示等 申し込み方法 

 本趣意書の末尾に掲載の申込書を利用してお申し込みください。 

 

8．大会事務局    

 東京理科大学先進工学部マテリアル創成工学科菊池研究室内 

 〒125-8585 東京都葛飾区新宿 6-3-1  

E-mail: 44jsb_secretary@rs.tus.ac.jp 

TEL: 03-5876-1415 

 

9．大会運営事務局 

一般財団法人口腔保健協会 コンベンション事業部 

担当：掃部関（かもんぜき）眞 

東京都豊島区駒込 1-43-9 

TEL: 03-3947-8761 FAX：03-3947-8873 

E-mail: jsb44@kokuhoken.jp 

 

 

10. 大会ホームページ（2022 年 4 月オープン） 

  http://www.kokuhoken.jp/jsb44 

 

http://www.kokuhoken.jp/jsb44
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11．収支予算 

予 算 

【収入】 
 

項目 金額（円） 

参加費（700 名＠10,000 円） 7,000,000 

懇親会費（200 名＠6,000 円） 1,200,000 

協賛金（広告・バナー等掲載料等含） 1,000,000 

助成金 500,000 

合計 9,700,000 

【支出】   

項目 金額（円） 

会場費 2,200,000 

機材関連・システム構築費 1,000,000 

予稿集・ポケットプログラム制作費 1,500,000 

アルバイト代（40 名＠10,000 円／日×

2） 
800,000 

懇親会費 1,500,000 

会議費 200,000 

通信費 200,000 

消耗品費 400,000 

事務局経費 1,800,000 

諸経費 100,000 

合計 9,700,000 
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ランチョンセミナー募集要項 

 

 

記 

 

ランチョンセミナー概要 

■開催日： 2022年11月21日（月）・11月22日（火） 

■募集予定数： 6 企画（3企画／日×2日） 

■一企画 ２階イベントホール（瑞雲、平安、福寿） 

 共催費150,000円 

■セミナー時間： 12:10-12:55 (セミナー正味40分)  

■企画内容： 演題（テーマ）、座長、演者については貴社でご決定ください。 

※1．上記共催金に含まれる基本仕様 

・会場費 

・付帯設備費(イス・テーブル・演台etc.） 

・音響・照明設備使用料 

・発表用機材および備品使用料 

（PCプロジェクタ・スクリーン・シームレススイッチャー・RGBモニター・リモー

トマウス・レーザーポインタ・計時回線、他) 

・会場前看板 

※2．上記以外にかかる経費 

・参加者用弁当（数量につきましては会場規模をご参考に貴社でご決定願います。参考：瑞

雲、平安、福寿 席数最大140席（新型コロナウイルス感染症の感染状況により席数を減ら

す場合があります）） 

・座長および演者にかかる諸経費 

（大会参加費・料飲費・交通費・謝金、他） 

・録画、録音、通訳機器等のオプション機材、人件費 

・運営人件費（照明・進行・弁当配布・アナウンス等） 

・控室等での機材および飲食等 

・チラシ（広報関係製作物） 

   申込締切：2022年 6月 30日（木） 

末尾の申込書で大会運営事務局にお申込みください。なお、どのような企画で行うか、企画書を 

合わせて大会運営事務局宛お送りください。 

以上 
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展示ブース出展者募集要項 

 学会大会期間中、商品展示・説明を行う展示ブースを募集いたします。本学会大会は学生の発表も

多いことから、発表の聴講やブースでのキャリア相談も可能かと存じます。展示のご検討をお願い

申し上げます。 

 

記 

 展示期間： 2022 年 11 月 21 日（月）9:30~17:00、22 日（火）9:30~16:00 

 展示場所： タワーホール船堀 １階展示ホール（予定） 

 展示費用： １コマ 1800×450 テーブル１台 100,000 円／コマ 

 申込方法：  末尾の申込書で大会運営事務局までお申し込みください。後日ご請求書をお

 送り申し上げます。 

 申込み締切： 2022 年 9 月 16 日（金） 

 お申込みいただきました企業名を大会 HP、要旨集、大会会場に掲載させていただきます。 

 

 

以上 

 

広告掲載募集要項 

 

 学会大会要旨集、並びに学会大会時参加者に配布するポケットプログラムを発行します。ポケ

ットプログラムは、学会大会の会場案内、および各会場での主要なプログラム、日程表を記載い

たします。これらへの広告掲載を下記の要領で募集いたします。 

 

記 

 広告掲載： 第 44 回日本バイオマテリアル学会大会要旨集（PDF フォーマット・カラー可） 

及びポケットプログラム（A6 版・カラー刷り・16 頁） 

掲載料： 掲載料には、１名分の学会大会参加費用を含みます。（いずれも税込金額） 

要旨集：広告は全て表２から要旨集の前付け部分に申し込み順に掲載します。 

表２：全ページ 90,000 円 

前付け：全ページ 80,000 円、半ページ 50,000 円 

  ポケットプログラム：表４：全ページ 90,000 円、表２：全ページ 80,000 円 

       表３：全ページ 80,000 円  

後付け：全ページ 70,000 円、半ページ 40,000 円 

発行部数： ポケットプログラム  (1,000 部印刷) 

配布方法： 要旨集は学会大会 HP から参加登録者のみにパスワードを付与してダウンロード 

ポケットプログラムは第 44 回日本バイオマテリアル学会大会参加者に配布 

申込方法： 末尾の申込書で大会運営事務局までお申し込みください。後日ご請求書をお送り

申し上げます。 

申込み締切： 2022 年 9 月 16 日（金） 

 

以上 
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バナー掲載募集要項 

 

 学会大会ホームページに御社のバナーを掲載させていただきます。バナーから御社の希望リン

ク先への設定をさせていただきます。下記の要領で募集いたします。 

 

記 

 バナー掲載： 第 44 回日本バイオマテリアル学会大会ホームページ全ページに掲載します。 

（幅 200px × 高さ 50px） 

掲載料： 掲載料には、１名分の学会大会参加費用を含みます。 

60,000 円（税込金額） 

申込方法： 末尾の申込書で大会運営事務局までお申し込みください。お申込み後、バナー画像

（御社のロゴマーク）およびリンク先 URL をメールにてお知らせください。後日

請求書をお送りいたします。 

申込み期限：  2022 年 9 月 16 日（金） 

掲載場所の割振りについては、実行委員会にご一任ください。 

 

以上 

協賛金募集要項 

 

 多くの方が一堂に介して行われる本学会大会においては、新型コロナウイルス感染症に対する感

染対策を行った上で実施することが求められます。また、学会大会運営は、基本的に学会大会参加

者の参加費で行う予定ですが、実りある学会大会を運営するために、会員の参加費のみですべての

経費をまかなうことができません。そのため、大変心苦しいお願いではありますが、上述の趣旨を

おくみとりいただき、ご支援を募らせていただく次第です。 

 

記 

目 的： 第 44 回日本バイオマテリアル学会大会運営費の一部 

  協賛金： 20,000 円/1 口 1 口以上 

  使途：  第 44 回日本バイオマテリアル学会大会準備 

および当日の運営費の一部として使用 

申込方法： 末尾の申込書で大会運営事務局までお申し込みください。後日ご請求書

をお送りさせていただきます。 

申込締切： 2022 年 9 月 16 日（金） 

お申込みいただきました企業名を大会要旨集、大会会場に掲載させていただきます。 

 

以上 
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学会場のご案内 
会 場 ：タワーホール船堀 

  〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1 

TEL 03-5676-2211（代） 
  

電車でのアクセス 

新宿駅より「都営新宿線」にて本八幡方面へ約 30分。船堀駅下車（駅前すぐ）。 

東京駅より「JR総武快速線」馬喰町駅にて乗換。馬喰横山駅から「都営新宿線」で船堀駅下車。 

 空港からのアクセス 

羽田空港よりリムジンバスにて「都営新宿線」一之江駅前下車、「都営新宿線」にて新宿方面へ１駅、 

船堀駅下車。 

成田空港より京成バスにて「都営新宿線」一之江駅前下車、「都営新宿線」にて新宿方面へ 1駅、 

船堀駅下車。 

 車でのアクセス（都心・千葉方面から） 

湾岸線（B）葛西 JCTを経由、首都高速中央環状線（C2）に入り、船堀橋 I.C.を下りて新大橋通りへ。 

船堀橋東詰信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側になり 

ます。 

 車でのアクセス（東北道・常磐道方面から） 

首都高速中央環状線（C2）平井大橋 I.C.を下りて蔵前橋通りへ。たつみ橋信号を右折して船堀街道へ 

入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側になります。 
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E-mail: jsb44@kokuhoken.jp   FAX：03-3947-8873 

第 44 回日本バイオマテリアル学会大会運営事務局 行き 

第 44 回日本バイオマテリアル学会大会 

協賛金・広告・展示等 申込書 

貴社名 

 

ご担当部署・ご担当者名 

 

 

 

連絡先ご住所・電話番号等 

〒 

 

 

電話：   －    －      （内線      ）、 FAX：   －    －      

ご担当者様 E-mail：             ＠               

申込区分（該当欄の□にレ点をマークしてください） 

チェック欄 申込種別  

□ 大会要旨集への広告掲載 

第１希望（いずれかに○） 

表２  前付け全頁 前付け半頁 

第２希望：     

第３希望：     

□ 
ポケットプログラムへの

広告掲載 

第１希望（いずれかに○） 

表４  表２  表３  後付け全頁 後付け半頁 

第２希望：     

第３希望：     

申込順に決めさせていただく関係で、第２、第３希望も記入願います。 

□ 大会 HP へのバナー掲載 幅 200px × 高さ 50px  

□ 協賛金 20,000 円／１口、 （     ）口 

□ ランチョンセミナー 希望日：    □21 日  □22 日 

□ 展示 1800×450／コマ （     ）コマ希望 

備考欄 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jsb44@kokuhoken.jp

