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ご 挨 拶 
 
 
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より、小線源治療部会学術集会へ格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度、小線源治療部会第23回学術大会の当番世話人として、2021年5月21日（金）〜5月22日（土） 
の2日間、プラザ洞津において学術大会を開催させて頂く運びとなりました。 
放射線治療は、特に外照射においては著しい技術革新により定位照射、強度変調放射線治療、画像誘

導放射線治療などの高精度放射線治療が発展をとげてまいりました。以前は職人芸的な面もあった小線

源治療も、高精度小線源治療の時代に移行し、画像誘導小線源治療（IGBT）による適正な線源配置が可

能になり、線量分布やDVHを用いて職人芸ではなく客観的に適切な治療が行えるようになってきました。 
こうした高精度小線源治療が普及するにつれ、複雑化した治療の品質保証、および安全性の担保のた

めに、医師、技師、物理士、看護師などの小線源治療に携わるスタッフの知識のup dateがますます重

要となってきました。また、小線源治療に不可欠なアプリケータの挿入時や組織内照射時にはしばしば

患者さんに苦痛を強いるため、鎮痛・鎮静の知識の習得も重要となってきています。 
そこで今回のテーマは、「わざの伝承を考える －技術と技能の教えと学び－」とさせて頂きました。

高精度小線源治療の時代を迎え、治療のよしあしが客観的に評価できるようになったとはいえ、経験豊

富な熟達者からコツを学ぶことは大切であり、従来から本学術集会の目的のひとつであると考えており

ます。わざは伝承しなければ消えてしまいます。わざが消えますと小線源治療が廃れてしまいます。小

線源治療が生き残るためにも「わざの伝承を考える」つまり、技術と技能をいかに教え、学んでもらう

のかを考えていかなくてはならないと思います。また、このようなテーマを念頭におきつつ、これまで

の小線源治療の成果や今後の展望について熱く議論ができる場をご提供できればと思っております。 
現在、学術大会の開催準備を鋭意すすめているところでございますが、昨今の学術研究をとりまく環

境は非常に厳しく、運営経費の予算措置に大変苦労しております。 
係る経費につきましては参加者からの会費を主とする所存ですが、本学術大会の内容を充実させ、そ

の成果をより大きくするため、各方面からの格別のご支援をお願いするところであります。 
つきましては、本学術大会開催の意義をご理解いただき、特段のご高配を賜りたく、何卒よろしくお願

い申し上げます。 
 

謹白 
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小線源治療部会第 23 回学術大会 

      当番世話人  野本 由人 



開催概要 
 

1. 名     称： 小線源治療部会第23回学術大会 
 
2. テ ー マ ： 「わざの伝承を考える －技術と技能の教えと学び－」 
 
3. 主      催： 公益社団法人 日本放射線腫瘍学会 
 
4. 当番世話人： 野本 由人（三重大学大学院医学研究科 先進がん治療学講座 教授） 
 
5. 会      期： 2021年5月21日（金）～22日（土） 
 
6. 会      場： プラザ洞津（どうしん） 
        〒514-0042 三重県津市新町1丁目6-28 
       電話：059-227-3291 
 
7. 開催計画の概要 

1) 参加予定者数 
    450名 
 2) 予定プログラム 
  特別講演／教育講演／シンポジウム／ワークショップ／一般演題(口演)／ 
  共催セミナー（ランチョン、アフタヌーン、モーニング）／併設展示会 等 

3）開催実績 
 第22回（2020年5月29日〜30日 千葉）当番世話人 宇野 隆（千葉大学）「誌上開催」 
 第21回（2019年5月17日〜18日 徳島）当番世話人 生島 仁史（徳島大学） 

 第20回（2018年 6月22日〜23日 筑波）当番世話人 櫻井 英幸（筑波大学） 
 
8. お問合せ先 

 小線源治療部会第23回学術大会 事務局 
  三重大学大学院医学系研究科先進がん治療学講座 

事務局長   ：高田彰憲  
事務局担当 ：豊増 泰    

  〒514-8507 三重県津市江戸橋2-174 
  電話：059-232-5029 FAX：059-232-8066 

 
 小線源治療部会第23回学術大会 運営事務局 

  （株）SKアペックスプラン内 
  〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6  SSビル5階 

  電話：03-3523-3722 FAX：03-3523-3723 e-mail：info@skap.jp 
 
 
 

 
 



9. 収支予算 

 
 
10. 情報公開の同意について 
  日本製薬工業協会、日本医療機器産業連合会の「企業活動と医療機器等の関係の透明性  
  ガイドライン」に基づき、開催に係る費用を貴社のウェブサイト上に公開することに同意します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 参加費当日（医師） 8,000 円 350 名 2,800,000 1 事前準備費

2 参加費当日（医師以外） 6,000 円 50 名 300,000 印刷製本費 2,430,000

3 参加費当日（非会員） 11,000 円 50 名 550,000 サーバー、ホームページ費 575,000

4 情報交換会 2,000 円 80 名 160,000 事前事務費 300,000

5 共催（ランチョン） 1,000,000 円 2 社 2,000,000 2 当日運営費

6 共催（ランチョン） 700,000 円 2 社 1,400,000 会場費（付帯設備費含む） 3,300,000

7 共催（アフタヌーン） 600,000 円 1 社 600,000 運営人件費 850,000

8 共催（アフタヌーン） 400,000 円 1 社 400,000 機材費 1,080,000

9 共催（モーニング） 500,000 円 1 社 500,000 看板装飾費 850,000

10 出展料 220,000 円 7 小間 1,540,000 会議費 426,000

11 広告費 1,250,000 円 1,250,000 招待関連費 900,000

備品消耗品費 216,000

3 事後処理費 73,000

4 管理費 500,000

収入の部合計金額 11,500,000 支出の部合計 11,500,000

収入の部 支出の部



プログラム・抄録集広告掲載募集要項 
概 要                                    
1. 抄録集規格・印刷部数：A4版 縦 600部 
2. 配布先：小線源治療部会会員、学術大会参加者 
3. 発行予定日：2021年4月 申込社には1部進呈いたします 
4. 媒体制作費： 2,100,000円 
5. 広告料総額： 1,250,000円 
広告掲載料（税込）                                  

       
申込方法                                   
別紙申込用紙に必要事項をご記入のうえ、運営事務局宛FAXにてお送りください。 
1. 申込期日：2021年2月19日（金）締切 
2. お支払方法： 
 広告料は2020年9月以降に掲載料の請求書をお送りいたしますので、期日まで 

 に下記口座へお振込ください。（振込手数料は各社負担でお願いいたします。） 
 尚、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
3. お振込先： 
    銀行名：りそな銀行新宿支店 
    口座番号：普通  3830320  
    口座名義：日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第23回学術大会 当番世話人野本由人 
       （ニホンホウシャセンシュヨウガッカイショウセンゲンチリョウブカイダイニジュウサンカイガクジュツタイカイ トウバンセワニン ノモトヨシヒト） 

 
広告版下について                                                              
1. 紙面サイズ A4（幅210mm×縦297mm）以内 

 2. 広告版下は、清刷・フィルム・データでの入稿を受け付けております。 
3. データ入稿の場合の諸注意 
  1) 使用OSを明記してください。Mac/Win（バーション含む） 
  2) 作成アプリケーションを明記してください。 
 Adobe Illustrator CS5まで（必ずアウトラインを取ってください） 
 Adobe Photoshop CS5まで（psd, eps, tiff）、Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
  3) 必ず出力見本をご同封ください。 
  4) 当方では版下の作成はいたしません。 
4. ページ割につきましては、主催者にご一任ください 
5. 原稿送付締切：2021年2月19日(金) （郵送、メール添付、データ便にてお送りください） 

 
【お申込み、お問い合わせ先】 
 小線源治療部会第23回学術大会 運営事務局 

 （株）SKアペックスプラン内 
 〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6  SSビル5階 

 電話：03-3523-3722 FAX：03-3523-3723 e-mail：info@skap.jp 
 

掲載箇所 頁数 金額

表4（裏表紙）　 カラー 1頁 280,000円

表2（表紙裏）　 モノクロ 1頁 250,000円

表3（裏表紙裏） モノクロ 1頁 200,000円

記事中（後付）  モノクロ（予定4） 1頁  80,000円

記事中（後付 1/2頁）モノクロ（予定4） 1/2頁  50,000円



共催セミナー募集要項 
 
概 要                                    
 1. 日  程： 2021年5月21日（金）〜22日（土） 
 2. 開催形式：小線源治療部会第23回学術大会との共催となります。 
 3. 募集枠数：ランチョンセミナー2〜4枠、アフターヌーンセミナー2枠、モーニングセミナー1枠 
4. 共催費一覧（税込）： 

 
 *会場席数は、仕様により若干増減することがございますので、ご了承ください。 
 
5. 座長・演者の選出について 
 ・座長、演者との通信（講演依頼・旅費・謝金・宿泊等）については、基本的に貴社に一任  
  いたします。また、セミナーの内容や座長および演者の選出についても貴社に一任いたし 
  ますが、企画内容や講師が重複している場合は、主催者側より調整をお願いする場合が 
  ございますので、予めご了承ください。 
 
6. 演者および座長への依頼状と抄録作成依頼 
  演者、座長の方には御社よりご依頼の上、運営事務局宛お知らせください。 
  また、プログラム抄録集に抄録を掲載いたしますのでそちらのご依頼もお願いいたします。 
 
7. 日程・会場決定について 
  募集にあたっては、ご希望の会場が重なる場合がございますので、主催者側にて一任と 
  させていただきます。 
 
8. 共催関係費用について 
 ◆共催費用に含まれるもの（この項目以外は別途ご負担をお願いいたします） 
  1) 会場使用料（控室含む）、会場付帯設備費 
  2) 基本機材使用料 
   ・映像機材：本会で使用している設置済み機材 
   ・音響/照明関係費（座長・演者・フロアマイク） 
   ・PCオペレーター 
   ・ホームページへのバナー広告掲載 
   ・メインスクリーン、サブスクリーンへのロゴ映写 
   ・PC受付モニターへのロゴ掲載 

 
 ◆共催費用に含まれないもの 
  1) 参加者用飲食 
    手配は運営事務局が集約し、一括にて行います。 
      ランチョンセミナー（昼食）： 2,500円・お茶付（税込み） 数量：座席分 
        モーニング、アフタヌーンセミナー（軽食、茶菓）：1,500円・飲物付（税込み） 数量：座席分 
  2) 座長・講師にかかる費用（交通費、謝金、宿泊費、ケータリング、控室機材等） 

No 共催項目 予定会場 席数 金額

1 ランチョンセミナー 第1会場 180席 1,000,000

2 ランチョンセミナー 第2会場 80席 700,000

3 アフタヌーンセミナー 第1会場 180席 600,000

4 アフタヌーンセミナー 第2会場 80席 400,000

5 モーニングセミナー 第1会場 150席 500,000



  3) 当日運営スタッフ（照明、アナウンス、資料配布係等） 
  4) ポスター、チラシ制作費 
  5) 看板・サイン 
  6) 学会運営用機材に含まれないもの（アンサーパッド、同時通訳機材） 
  7) 記録（録音、VTRに係る費用） 
  ※上記のご発注は、2021年3月頃に運営に関する手配要綱を運営事務局よりご担当者様宛 
    にお送りいたしますので、その際にお申し込みください。 
 
 
9. 案内状チラシ 
   1) 体裁は、A4縦仕様でサイズを統一させていただきます。 
   2) 作成部数は各社裁量でお願いいたします。 
   3) 当日は、総合受付付近に資料配布デスクを設置します。 
 
申込方法                                    
別紙申込用紙に必要事項をご記入のうえ、運営事務局宛FAXにてお送りください。 
1. 申込期日：2021年3月5日（金）締切 
 
2. お支払方法： 
    共催料は2020年9月以降に請求書をお送りいたしますので、 
     期日までに下記口座へお振込ください。（振込手数料は各社負担でお願いいたします。） 
 尚、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
 
3. お振込先： 
    銀行名：りそな銀行新宿支店 
    口座番号：普通  3830320  
    口座名義：日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第23回学術大会 当番世話人野本由人 
      （ニホンホウシャセンシュヨウガッカイショウセンゲンチリョウブカイダイニジュウサンカイガクジュツタイカイ トウバンセワニン ノモトヨシヒト） 

 
4. 第2希望を備考欄にご記入下さい。 
 
5. その他 
  申込書のご提出以降は、不可抗力と判断できる事項以外にお取り消しはできませんので、   
  予めご了承ください。（Web開催実施の場合もオンデマンドにより開催致します。） 
 
 
【お申込み、お問い合わせ先】 
 小線源治療部会第23回学術大会 運営事務局 

 （株）SKアペックスプラン内 
 〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6  SSビル5階 

 電話：03-3523-3722 FAX：03-3523-3723 e-mail：info@skap.jp 
 



機器展示・書籍展示募集要項 
 
概 要                                    
 1. 日 程： 2021年5月21日（金）〜22日（土） 
 2. 会 場：2Fロビー（参加登録場所） 
 3. スケジュール（予定）： 

2021年5月20日（木） 13:00～15:00 主催者側基礎小間設営（予定） 
15:00〜17:00 出展社展示物搬入・設営（予定） 

   2021年5月21日（金） 09:30〜17:00 展示（予定） 
   2021年5月22日（土） 09:00〜15:00 展示（予定） 

15:00〜16:30 展示物搬出・撤去（予定） 
 4. 基礎小間（附属備品）/1小間 
  事務局が準備する展示基礎小間は下記のとおりです。 
  1) 間口1,800mm×奥行900mm×高さ2,100mm 
  2) バックパネル 間口1,800mm×高さ2,100mm  
  3) 展示台（間口1,800mm×奥行900mm×高さ700mm）白布付 
  4) 社名板（W900mm×H200mm） 1枚 ※ゴシック、白ベース黒文字 
  5) 電源 100V2口 0.1Kw 
  6) 照明 蛍光灯 FL40W×1灯 
  ※上記以外の装飾、電気配線など一切は出展社各位でご負担いただきます。 
    備品および電気器具を使用される場合は、別紙申込書にてお申し込みください。 
  ※特装希望の場合は、お申し込みの際にお申し出ください 
  7）書籍展示：机1本（W1,800×D600）  
 5. 出展料（税込）： 
   1小間 220,000円（基礎小間料）（税込）、書籍展示：5,500円（税込）/机1本（W1,800×D600） 
 6. 小間配置：出展社の小間割は、申込み締切り後に主催者にご一任くださいますよう 
        お願いいたします。また、調整後、各出展社宛に小間割を通知いたします。 
 7. 電力について 
  ・電気供給工事 
   電気器具を持ち込んで使用するのに必要な電気容量を別紙申込書にてお申し込みください。 
   電気配線の工事費は、100W迄は基礎仕様、500W毎に8,500円を会期終了後、運営担当 

よりご請求申し上げます。 
   尚、コンセント追加設置ご希望の場合は、別途お申し込みが必要です。（有料） 
   ※交流三相 200V 幹線など、特殊な電気供給工事を希望される場合は運営事務局まで 
     お問い合わせください。 
 8. その他 
  1) キャンセル 
   出展社のご都合による出展申し込みの取り消しは原則としてできません。やむを得ず 
   出展を取消される場合、お支払済の出展料は返金できませんので、ご了承ください。 
   ※小間配置が確定した後のキャンセルにつきましては、出展料お支払い前であっても、 
     それまでに発生した事務手数料を申し受ける場合がございますので、ご注意ください。 
 
 
 



2) 変更・中止 
   事務局は不可抗力、またはやむを得ない事由により開催期間及び開催時間の変更、 
   または開催の中止等を行う場合もあります。中止の場合、出展料は返金いたしますが、 
   出展社側にてそれまで要した費用は各社の負担となります。 
   （Web開催の場合はホームページ上で出展社各社のPRを掲載致します。） 
 3) 未承認医療用具の展示 
   未承認医療用具等を出展する場合は、厚生労働省に必要書類を提出してください。 
   その際に添付する主催者からの出展要請書は、開催3週間前までに必要事項を予め 
   ご記入の上、運営事務局にご提出いただければ、内容確認の後主催者印を押印し 
   ご返送いたします。 
 
申込方法                                    
別紙申込用紙に必要事項をご記入のうえ、運営事務局宛FAXにてお送りください。 
1. 申込期日： 2021年4月16日（金）締切 
 
2. お支払方法： 
  出展料の請求書は、2020年9月以降にお送りいたしますので、 
期日までに下記口座へお振込ください。（振込手数料は各社負担でお願いいたします。） 

   尚、銀行発行の振込控をもって、当方の領収書に代えさせていただきます。 
 
3. お振込先： 
    銀行名：りそな銀行新宿支店 
    口座番号：普通  3830320  
    口座名義：日本放射線腫瘍学会小線源治療部会第23回学術大会 当番世話人野本由人 
      （ニホンホウシャセンシュヨウガッカイショウセンゲンチリョウブカイダイニジュウサンカイガクジュツタイカイ トウバンセワニン ノモトヨシヒ

ト） 

 
 
 
 
【お申込み、お問い合わせ先】 
 小線源治療部会第23回学術大会 運営事務局 

 （株）SKアペックスプラン内 
 〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6  SSビル5階 

 電話：03-3523-3722 FAX：03-3523-3723 e-mail：info@skap.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ドリンクサービス 
 
1. 参加者へのドリンク提供 
 
2. 参加予定数：約450名 
 
3. 希望提供本数：1日約400杯 
注)具体的な本数やご提供飲料種類に関しては別途お打合せさせていただくことになりま 

すのでよろしくお願い致します。 
 
4. 提供依頼者数： 2社 
 
5. 提供場所等：機器展示会場及びロビー 
           貴社名記載のサインを設置致します。 
 
6. 申込締切： 2021年4月16日（金） 
 
 
申込方法                                   
別紙申込用紙に必要事項をご記入のうえ、運営事務局宛FAXにてお送りください。 
1. 申込期日： 2021年4月16日（金）締切 

 
2. 提供本数、提供物など詳細に関しては、お申込後運営事務局とご相談下さい。 

 
 
【お申込み、お問い合わせ先】 
 小線源治療部会第23回学術大会 運営事務局 

 （株）SKアペックスプラン内 
 〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6  SSビル5階 

 電話：03-3523-3722 FAX：03-3523-3723 e-mail：info@skap.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


