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会頭 渡部 徹郎
（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 病態生化学分野 教授）

ご協賛のお願い
謹 啓
時下の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、第 46 回日本リンパ学会総会の会頭を拝命し、来る 2022 年 6 月 3 日（金）・4 日（土）
の 2 日間、東京医科歯科大学（東京都文京区）において学術集会を開催させて頂くこととなりました。
日本リンパ学会は循環器学、免疫学、腫瘍学という３つの学問領域を、基礎と臨床の隔てなく「繋ぐ」
ことを目指しておりますので、第 46 回総会ではこれまでの伝統を引き継ぐ形で実りある会にしていきた
いと思います。本学術集会の最大の特徴は医学者からパラメディカルに至るまでの多方面の研究者が一
堂に集い、多種多様のアプローチによりリンパ系とそれが関与する病態を横断的に探究する、つまり様々
な領域の方々を「繋ぐ」ことにあります。そこで、第 46 回にあたる本総会のテーマは「繋ぐ」といたし
ました。
今回の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の拡大に伴って、世界でさまざまな分断が進んでおり
ます。多くの学会の総会がオンライン開催を余儀なくされ、会員同士のつながり、ならびに学会と社会の
つながりが希薄となりつつある中ではありますが、本総会をきっかけとして日本リンパ学会を中心とし
た絆を繋いでいきたいと考えております。
さらに、今回の COVID-19 の拡大の中で急速に進んでいることが、オンラインにより世界を「繋ぐ」
という流れです。本総会においてはオンラインを含むハイブリッド型の開催方式のメリットを活かして
海外から高名な研究者に講演をして頂くことを予定しております。
参加された皆様にとって良き学びの機会となり、また、貴社にとっても多くの情報を得られる機会で
あると思われます。満足していただける総会となりますよう、総力をあげて準備を進めております。
本学術総会の開催につきましては、会費を主軸とし出来る限り簡素かつ実質的な運営を行う所存でご
ざいますが、昨今のコロナ禍による厳しい社会状況の中、本総会の目的を達成するには、会員参加費では
賄いきれず、運営が困難な現状となっており、苦慮しているところでございます。
つきましては、諸事情をご賢察の上、貴社のご理解ご援助を賜り、本総会運営のために格別のご協賛と
ご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社の益々のご繁栄を祈念しております。
謹白
2021 年 6 月吉日
第 46 回 日本リンパ学会総会
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【開 催 概 要】
●学
●会

会

名： 第 46 回日本リンパ学会総会
期： 2022 年 6 月 3 日（金）・４日（土）

●開 催 方 式： 対面式および Web を使ったハイブリッド方式
●開 催 会 場： 東京医科歯科大学
●大会テーマ： 繋ぐ

～全身を、基礎と臨床を、世界を、領域を、世代を～

●会

徹郎（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

頭： 渡部

病態生化学分野

●執 行 委 員： 北川
北村
穂刈

雄光（慶應義塾大学医学部 一般消化器外科 教授）
薫（貝塚病院 乳腺外科 部長）
量太（防衛医科大学校 消化器内科学 教授）

●運 営 委 員： 岡本
笹野
原田
森

隆一（東京医科歯科大学
哲郎（東京医科歯科大学
浩之（東京医科歯科大学
弘樹（東京医科歯科大学

教授）

消化器病態学分野 教授）
循環制御内科学分野 教授）
顎口腔外科学分野 教授）
形成・再建外科学分野 教授）

●参 加 者 数： 約 300 名（予定）
●ホームページ： https://lymph46.org/
●プ ロ グ ラ ム： 特別講演１：宮坂 昌之先生（大阪大学）
特別講演２：宮園 浩平先生（東京大学）
海外招待講演：Natasha Harvey（University of South Australia）
シンポジウム：リンパ管の構造と生理、免疫、腫瘍、リンパ浮腫
一般演題、学会奨励賞（西賞）Award Session、企業共催セミナーなど
●主催事務局： 東京医科歯科大学 病態生化学分野
〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-15

M＆D タワー7 階

●運営事務局： 株式会社コンベンション・ラボ内 担当：河西／中村
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 6-4-12-4F
TEL：042-707-7275／FAX：042-707-7276
E-mail：lymph46@conventionlab.net
●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、製薬企業が自社のウェブサイトで公開す
ることに伴い、各社が当学術集会に対して行う共催費用の支払いに関し、各社ウェブサイトで公開さ
れることに同意いたします。
●中止・変更などについて
天災や災害、その他の不可抗力が原因でやむを得ず会期を変更、または開催中止となる場合があり
ますので、その際のご連絡はメール、電話、ホームページ掲載等で対応させていただきます。
なお、会期の変更もしくは開催中止の場合、協賛費のご返金につきましては、別途協議の上、対応
させていただきますので、あらかじめご了承ください。

※2021 年 10 月時点の予定であり、今後、変更される可能性があります。

第１日目：2022 年 6 月 3 日（金）
講演会場
８：55～９：00

開会式

９：00～10：00

学会奨励賞 （西賞）Award Session
シンポジウム 1

10：10～11：40

「リンパ管形成と形成異常」
座長：吉松

※共催：日本血管生物医学会

康裕（新潟大学）、藤野明浩（国立成育医療研究センター）

海外特別講演
11：50～12：25

「Dissecting the transcriptional control of lymphatic endothelial cell identity (仮)」

演者：Natasha Harvey （University of Adelaide）
座長：渡部

12：35～13：35

徹郎（東京医科歯科大学）

ランチョンセミナー 1
シンポジウム 2

13：40～15：10

「免疫・アレルギー・炎症」
座長：穂刈
岡本

※共催：日本消化器免疫学会

量太（防衛医科大学）
隆一（東京医科歯科大学）

特別講演 １
15：20～16：10

16：20～17：20

「COVID-19 とリンパ系」
演者：宮坂

昌之（大阪大学）

座長：馬嶋

正隆（神奈川工科大学）

一般演題（口演）1
「基礎系（リンパ管の形成と形態・免疫とリンパ・リンパ管生理・その他）」

17：30～18：30

イブニングセミナー １

18：35～18：45

評議員会 ･ 総会

第２日目：2022 年 6 月 4 日（土）
講演会場
8：50～9：50

特別セミナー
シンポジウム 3

10：00～11：30

「がん微小環境から解き明かすリンパ節転移」

※共催：日本癌学会

座長：大島 正伸（金沢大学）、竹内 裕也（浜松医科大学）
特別講演２
11：40～12：40

12：50～13：50

「TGF-βによる血管・リンパ管新生の制御と可視化」
演者：宮園

浩平（東京大学）

座長：大橋

俊夫（信州大学）

ランチョンセミナー 2
シンポジウム 4

13：50～15：20

「リンパ浮腫とリンパ管生理」
座長：成島 三長（三重大学）、北村

15：30～16：30

16：40～17：40
17：45～17：50

イブニングセミナー ２
一般演題（口演）2
「臨床系（癌・リンパ浮腫・その他）」
閉会式

※共催：日本リンパ浮腫学会
薫（貝塚病院）

【企業共催セミナー募集要項】
【募集セミナー一覧】
日程

実施時間（予定）

セミナー名

共催費用（税込）

6/3（金）

12:35～13:35

ランチョンセミナー1

1,100,000 円

6/3（金）

17:30～18:30

イブニングセミナー1

770,000 円

6/4（土）

8:50～9:50

特別セミナー

770,000 円

6/4（土）

12:50～13:50

ランチョンセミナー2

1,100,000 円

6/4（土）

16:40～17:40

イブニングセミナー2

770,000 円

※開催会場は東京医科歯科大学学内（50 席程度）を予定しております。
※開催時間につきましては、プログラム編成後に確定となります。
【セミナー決定】
申込締め切り後、主催事務局にて決定させていただきます。
（ご希望に添えない場合もございますので、予め、ご了承ください。
）
【講演内容】
●座長、演者、講演内容につきましては、事前に主催者にご相談の上、決定をお願いいたします。
なお、テーマ・講演内容等につきましては、調整をお願いすることもございますので、あらかじ
めご了承ください。最終判断は主催者に一任いただきますようお願いいたします。
●セミナー枠確定後、実施セミナー情報（座長・演者・演題名）をお伺いさせていただきます。
●プログラム・講演抄録集に「講演抄録」を掲載いたしますので 2022 年 2 月 28 日（月）までに
演者の先生から抄録データのお預かりをお願いいたします。
（制限文字数：本文／全角 1000 文字程度、タイトル／全角 40 文字程度）
【共催費用について】
●共催費用に含まれるもの
①企画調整費
②会場使用料（セミナー会場・控室 1 部屋）
③付帯設備費（会期中に学会本体で使用する備品・映像・音響機材ならびに設営・撤去費）
④一部人件費（学会本体で手配した当日の会場担当ディレクター）
●別途ご負担いただきたいもの
①参加者への弁当代（運営事務局にて一括発注）※ランチョンセミナーのみ
②座長、演者への謝金・旅費・宿泊費等
③控室での接遇飲食代ならび映像関係機器代（運営事務局にて一括発注）
④セミナー開催における看板・氏名掲示作成費（運営事務局にて一括発注）
⑤会場での資料・飲食配布係、アナウンス等のセミナー係員
⑥ポスター、チラシ等印刷物制作費（共催企業の裁量により作成）
⑦その他特殊な機材、看板、人件費等

【申込特典】
企業共催セミナーにお申込みされた企業には、ご希望により「デジタル企業展示出展」ならびに「ホー
ムページバナー広告掲載」をいただけます。
詳細は【デジタル企業展示募集要項】ならびに【ホームページバナー広告掲載募集要項】をご確認くだ
さい。
【お申込みと支払方法】
●申込締切日： 2021 年 1 月 17 日（月）
●申 込 方 法： 別頁の申込書に必要事項をご記入の上、メール添付または FAX にて運営事務局宛にお
申込みください。
ホームページバナー広告掲載のご希望につきましてもご記入をお願いします。
●ご 請 求 書： 会場確定後、共催費の請求書をお送りいたしますので、請求書に記載されている
指定口座へお振込みをお願いいたします。
≪振込先≫

りそな銀行／本郷支店
普通口座 1915353
「第 46 回日本リンパ学会総会

会頭

渡部徹郎」

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝﾘﾝﾊﾟｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾄｳ ﾜﾀﾍﾞﾃﾂﾛｳ）

【お申込み後の取り消し】
お申し込み後の取り消しにつきましては、主催事務局が不可抗力であると認めた場合を除き、ご対
応いたしかねますので、あらかじめ、ご了承ください。
【その他】
●「開催実施要項」につきましては、4 月下旬に運営事務局よりご連絡申し上げます。その際に
参加者用お弁当数・控室でのケータリング・看板関係等のオプション備品のご要望用紙をお送りいた
します。オプション備品のご請求は学会終了後に請求書を発行させていただきます。なお、
ご請求時には消費税、手配手数料を加算させていただきます。
●ポスター・チラシなどを作成の際は、校正の段階で確認をさせていただきますので、運営事務局
宛にご連絡をお願いいたします。なお、当日参加者に配布するチラシはテイクフリーコーナーに
設置予定です。作成チラシの送付先は「開催実施要項」にてご案内いたします。
●その他ご意見・ご要望等がございましたら、下記事務局までご連絡ください。

【本セミナーに関するお問い合わせ（主催事務局）】
東京医科歯科大学 病態生化学分野
〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-15
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【本セミナー運営に関するお問い合わせ（運営事務局）
】
株式会社コンベンション・ラボ内
担当：河西／中村
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 6-4-12-4F
TEL：042-707-7275／FAX：042-707-7276
E-mail：lymph46@conventionlab.net

【企業展示募集要項】
●展 示 会 会 期：

2022 年 6 月 3 日（金）
2022 年 6 月 4 日（土）

9:00～17:00（予定）
9:00～プログラム終了まで（予定）

●展 示 会 会 場：

東京医科歯科大学

●募 集 小 間 数：

2 小間予定（基礎小間のみ）
※会場の都合によりスペース小間のご用意はございません。

講演会場前

【1 小 間】

165,000 円（税込）

●基礎小間仕様：

【１ 小 間】
【基本装飾】

間口 1800mm×奥行 600mm×高さ 2100mm
・バックパネル（W1800×H2100）
・展示机（W1800×D600×H700）※クロス付
・社名版（W900×H150） ※黒色ゴシック体で統一
・蛍光灯 40W

●オプション備品：

ご希望の場合は、申込用紙に記載をお願いいたします。
・アームスポット（２灯１組）
：11,000 円（税込）
・電源コンセント（２口）
：4,400 円（税込）
※電源コンセントをご希望の場合、使用電力総数をご連絡ください。
※上記以外のオプションをご希望の場合は、ご相談ください。

●使 用 電 力：

①100V にてご用意いたします。
②配電盤からの電気供給幹線工事（1 次側）は主催者側で行います。
③小間内電気工事費（2 次側）および電気使用料は出展社の負担となります。
◇500w 毎に 8,800 円（税込）
※200V ご使用の場合には別途費用をご負担いただきます。

●小間割り当て：

出展申し込み締め切り後、出展物の種類・形状・小間数などを考慮の上、主催者
にて決定後、出展者にご通知申し上げます。

●外 国 出 展 物：

当展示場は保税展示場ではありませんので、海外からの出展物は国内貨物として
出展するか、または、AＴＡカルネの制度をご利用ください。

●出展物の管理：

出展物の管理は出展社が責任を持つものとし、展示期間中の盗難、紛失、火災、
損傷等による出展物の損害に対して、主催者は補償等の一切の責任は負いません。

●その他注意事項：

①展示物及び展示システムの高さ制限を 2.1 m 迄とさせて頂きます。
②危険物・給排水・換気が必要な展示物の出展はお断りいたします。

●申 込 特 典： 企業展示にお申込みされた企業には、ご希望により「ホームページバナー広告」も掲
載いただけます。
詳細は【ホームページバナー広告掲載募集要項】をご確認ください。
●出展申込方法：

①別頁の申込書にご記入の上、メール添付または FAX にて運営事務局宛にお申込
みください。小間数に限りがございますので、お早めにお申込みください。
なお、出展内容が当学術集会の趣旨にそぐわない場合には、お申し込みをお断り
する場合がございますので、ご了承ください。
②ホームページバナー広告掲載のご希望につきましてもご記入をお願いします。
≪申込先≫
「第 46 回日本リンパ学会総会」運営事務局
≪申込締切日≫
2022 年 3 月 22 日（火）必着
※締切前であっても募集小間数に達した時点で申込終了とさせていただきます。

●出展料のご請求：

申込書受領後、運営事務局より請求書を発行させていただきます。請求書に記載
されている指定口座へお振込みをお願いいたします。
≪振込先≫

りそな銀行／本郷支店
普通口座 1915353
「第 46 回日本リンパ学会総会

会頭

渡部徹郎」

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝﾘﾝﾊﾟｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾄｳ ﾜﾀﾍﾞﾃﾂﾛｳ）

●その他のご請求：

オプション備品、電気工事費等のご請求は、出展料の請求書と一緒に発行させて
いただきます。なお、ご請求時には消費税、手配手数料を加算させていただきま
す。また、請求書発行後～開会までに追加が発生した場合には、学会終了後に追
加分のみの請求書を発行させていただきます。

●ご案内の送付：

2022 年 4 月下旬までに実施要項にて詳細をご連絡いたします。

【デジタル企業展示募集要項】
●展 示 方 法： Web 学会内にデジタル企業展示会用の特設ページを設置いたします。
展示会ページを各社ごとに設置し、ロゴデータ、商品カタログ、展示動画を掲載させ
ていただきます。
●実 装 機 能：①PDF 掲載
②動画掲載
③紹介文掲載
上記①～③は会期中でも出展担当者が編集可能です。
但し、PDF と動画は掲載位置が固定となります。
④ロゴ掲載
⑤閲覧者確認⇒ マイページに遷移可能
自社ページへのアクセスユーザー数がリアルタイムで確認できます。
またそのユーザーにメッセージを送ることもできます。
⑥テキストチャット（コメント）
⑦ビデオ通話（意見交流会）
⑧「お問い合わせ」機能を用いて参加者が企業に対してメッセージ送信可能
※2022 年 6 月 3 日～ 4 日の 2 日間
●特 典 機 能： 【会期前】参加者のマイページ情報（氏名・所属）を事前にお渡しします。
【会期後】企業展示ページを訪問した方のマイページ情報（氏名・所属）をお渡し
します。※メールアドレスの提供はございません。

※添付画像は開発中の参考データとなります。
・詳しい資料をご希望の場合は運営事務局にお問い合わせください。

●掲 載 デ ー タ： 【ロゴデータ】500px*500px 以内の JPEG か PNG 形式
【動画の場合】mp4 形式、500MB 以内
【電子商品紹介または電子カタログの場合】PDF 形式
●出

展

料： 88,000 円（税込）

●募

集

数： 5 枠程度

●申 込 特 典： デジタル企業展示にお申込みされた企業には、ご希望により「ホームページバナー広
告」も掲載いただけます。
詳細は【ホームページバナー広告掲載募集要項】をご確認ください。
●出展申込方法： ①別頁の申込書にご記入の上、メール添付または FAX にて運営事務局宛にお申込
みください。
なお、出展内容が当学術集会の趣旨にそぐわない場合には、お申し込みをお断り
する場合がございますので、ご了承ください。
②ホームページバナー広告掲載のご希望につきましてもご記入をお願いします。
≪申込先≫
「第 46 回日本リンパ学会総会」運営事務局
≪申込締切日および入稿データ必着日≫
2022 年 3 月 22 日（火）必着
●出展料のご請求：

申込書受領後、運営事務局より請求書を発行させていただきます。請求書に記載
されている指定口座へお振込みをお願いいたします。
≪振込先≫

りそな銀行／本郷支店
普通口座 1915353
「第 46 回日本リンパ学会総会

会頭

渡部徹郎」

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝﾘﾝﾊﾟｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾄｳ ﾜﾀﾍﾞﾃﾂﾛｳ）

【講演抄録広告掲載募集要項】
●広告料金および募集数
スペース

料金（税込）

募集数

【表４】

1 ページ

165,000 円

1枠

【表 2】

1 ページ

132,000 円

1枠

【表 3】

1 ページ

110,000 円

1枠

【後付】

1 ページ

88,000 円

5枠

合計

847,000 円

※掲載順につきましては、主催事務局に一任願います。
●掲 載 誌 名： 日本リンパ学会機関誌『リンパ学』
「第 46 回日本リンパ学会総会」プログラム・講演抄録
●抄録集規格： 【サイズ・ページ数】B5 版・70 頁程度
【発行部数】700 部（予定）
【制作・印刷費】1,300,000 円（概算）

●配 布 対 象： 日本リンパ学会会員および当日参加者、関係者
●広 告 原 稿： 完全版下（データ入稿、フィルム入稿、紙焼可）
・版型はモノクロ、1 ページは B5 縦版、1/2 ページは B6 横版でお願いいたします。
・原稿修正、製版等の対応はいたしかねます。
●申 込 特 典： 講演抄録広告掲載にお申込みされた企業には、ご希望により「ホームページバナー広告」
も掲載いただけます。
詳細は【ホームページバナー広告掲載募集要項】をご確認ください。
●申 込 方 法： ①別頁の申込書にご記入の上、メール添付または FAX にて運営事務局宛にお申込み
ください。
②「広告原稿」は出力見本を同封の上、運営事務局宛にお送りください。データ入
稿の場合は、運営事務局メールアドレス宛にデータ添付の上お送りください。
③お預かりしました原稿（データ以外）は抄録集作成後、返却させていただきます。
④ホームページバナー広告掲載のご希望につきましてもご記入をお願いします。
≪申込先≫
「第 46 回日本リンパ学会総会」運営事務局
≪申込締切日および原稿必着日≫
2022 年 3 月 22 日（火）
●ご 請 求 書： 申込書受領後、運営事務局よりお送りさせていただきます。請求書に記載されてい
る指定口座へお振込みをお願いいたします。
≪振込先≫

りそな銀行／本郷支店
普通口座 1915353
「第 46 回日本リンパ学会総会

会頭 渡部徹郎」

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝﾘﾝﾊﾟｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾄｳ ﾜﾀﾍﾞﾃﾂﾛｳ）

【ホームページバナー広告掲載募集要項】
●掲 載 場 所：

大会ホームページ トップページ内
≪URL：https://lymph46.org/≫
※掲載順序は原則、お申込順に基づき、主催者にて決定させていただきます。

●主要コンテンツ：

学会案内（開催情報、演題募集、プログラム等）

●掲 載 費 用：

55,000 円（税込）

●募

5 枠程度

集

数：

●掲 載 期 間：

掲載申込以降、2022 年 6 月末日まで（予定）

●広 告 原 稿：

天地 33×左右 160pixel（サイズは応相談）
GIF 方式、GIF アニメ・無限ループ可

●原稿入稿方法：

メールに添付して運営事務局宛にお送りください。原稿データの内容を確認後、
ホームページへ掲載させていただきます。

●申 込 方 法：

別頁の申込書にご記入の上、メール添付または FAX にて運営事務局宛にお申込
みください。
≪申込先≫
「第 46 回日本リンパ学会総会」運営事務局
≪申込締切日および原稿必着日≫
2022 年 3 月 22 日（火）

●ご 請 求 書：

申込書受領後、運営事務局より請求書を発行させていただきます。請求書に記載
されている指定口座へお振込みをお願いいたします。
≪振込先≫

りそな銀行／本郷支店
普通口座 1915353
「第 46 回日本リンパ学会総会

会頭

渡部徹郎」

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝﾘﾝﾊﾟｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾄｳ ﾜﾀﾍﾞﾃﾂﾛｳ）

【寄付金募集要項】
●寄付金目標額：

500,000 円

●寄 付 金 使 途：

本総会の準備ならびに運営経費に充当

●寄付申込方法：

別頁の申込書にご記入の上、メール添付または FAX にて運営事務局宛にお申込
みください。
お申し込み後、下記の総会専用口座へ直接、お振込みをお願いいたします。
≪総会専用口座≫
・銀行／支店名：りそな銀行／本郷支店
・口 座 番 号：普通

1915353

・口 座 名 義：第 46 回日本リンパ学会総会

会頭

渡部徹郎

（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞﾕｳﾛｸｶｲﾆﾎﾝﾘﾝﾊﾟｶﾞﾂｶｲｿｳｶｲ ｶｲﾄｳ ﾜﾀﾍﾞﾃﾂﾛｳ）

●申 込 締 切 日：

2022 年 5 月 31 日（火）
本総会ではお申し込みいただきました企業様名をプログラム抄録集(学会誌)に
掲載させていただいております。今回は印刷の関係上、3 月 25 日（金）までに
お申し込みをいただきますと掲載可能となります。
それ以降にお申し込みをいただきましても、掲載に間に合わない場合がございま
すので、あらかじめ、ご了承ください。

●申

込

先：

●免 税 措 置：

第 46 回日本リンパ学会総会

運営事務局

この寄付金は一般寄付金ですので、税法上の損金算入等の優遇措置は講ぜらてお
りませんので、あらかじめ、ご了承ください。

