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The 78th General Meeting of the Japanese Society of Gastroenterological Surgery 

書籍展⽰販売のご案内 



 
第 78 回⽇本消化器外科学会総会 

開 催 趣 意 書 
 
謹啓   
 時下ますますご盛栄のこととお慶び申しあげます．平素は⽇本消化器外科学会の活動に格
別のご理解とご協⼒を賜り厚く御礼申しあげます． 
 このたび，私ども⽇本消化器外科学会では，第 78 回⽇本消化器外科学会総会を，函館市に
あります函館市⺠会館等を会場として， 2023 年 7 ⽉ 12 ⽇(⽔)〜14 ⽇(⾦)の 3 ⽇間で開催す
る運びとなりました． 

第 75 回（2020 年）総会時から，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により，
ハイブリッド形式にて総会を開催してまいりました．今後の新型コロナウイルス感染症の状
況はいまだ不透明ではございますが，過去３回のハイブリッド開催の経験および参加者の利
便性を考慮し，本総会も現地開催を基軸とするハイブリッド形式（現地開催＋⼀部ライブ配
信，⼀部オンデマンド配信）にて開催いたします． 
 本学会は 1968 年４⽉の学会発⾜当初より，⽇本における消化器外科学の進歩並びに普及
に貢献し，医療に関する学術⽂化並びに国⺠の福祉と医療の発展に寄与するとともに，会員
である医師等の消化器外科学の研究，教育および診療の向上を図ることを⽬的とし，会員⼀
丸となって様々な取り組みを進めてまいりました．中でも毎回多くの皆さまにご参加いただ
きます学術集会は，最新の研究情報を発信できる場として，また，活発な討論を交わすこと
のできる場として，会員のみならず関係各位にご好評いただいております． 
 今回の総会では，「Harmony across boundaries. Challenges beyond borders.」をテーマに，次
世代のための消化器外科にとって価値のある，さらには医療全体への発展へと寄与できるよ
うな会とすべく鋭意準備を進めております． 
 さて，本総会におきましても，会員による活発な討論を期待するとともに，企業の皆様と
協⼒して医薬品や医療機器の最先端の情報を発信し，情報交換・交流の場を積極的に設けた
く書籍展⽰販売の開催を企画しております．また，企業の皆様と会員の交流の⼀層の活性化
を図るため，新たに産学連携特別企画も開催の予定です． 
 つきましては，諸経費ご多難の折恐縮ではございますが，本総会の趣旨をご理解頂き，是
⾮とも書籍展⽰販売へのご協⼒を賜りたく存じます． 
 本来ならば，拝眉のうえお願いすべきことではございますが，本書⾯にてご⾼配とご援助
を⼼よりお願い申しあげます． 
 末筆ながら，貴社のますますのご発展を祈念いたしております． 
謹⽩ 
2022 年 9 ⽉吉⽇ 
 ⼀般社団法⼈ ⽇本消化器外科学会 
 理事⻑  北川 雄光 
 （慶應義塾⼤学医学部外科学 教授） 
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 ⼀般社団法⼈ ⽇本消化器外科学会 
 財務委員⻑ 調  憲 

 （群⾺⼤学⼤学院医学系研究科総合外科学講座 肝胆膵外科学分野 教授） 
 



 

 
名 称： 第 78 回⽇本消化器外科学会総会 
会 期： 2023 年 7 ⽉ 12 ⽇（⽔）〜14 ⽇（⾦）  3 ⽇間 
会 場： 函館市⺠会館・函館アリーナ・花びしホテル 
会 ⻑： 袴⽥ 健⼀ 
               （弘前⼤学⼤学院・消化器外科学 教授） 
主 催： ⼀般社団法⼈ ⽇本消化器外科学会 
予定参加者数： 約 7,000名（現地参加，Web参加合算） 
テ ー マ： 「Harmony across boundaries. Challenges beyond borders.」 
参 加 費： （予定） 会員 15,000円，   ⾮会員 20,000円， 
     初期研修医・メディカルスタッフ 5,000円，   医学⽣・留学⽣ 無料 
プログラム： 特別講演，招待講演，特別企画，シンポジウム，パネルディスカッション， 

    ワークショップ，要望演題，⼀般演題，専攻医セッション， 
学部学⽣・メディカルスタッフ・初期研修医セッション，共催セミナーほか 

※現地開催を基軸とするハイブリッド形式（現地開催＋⼀部ライブ配信・オンデマンド配信）
にて開催いたします．各セッションの開催形式は，本総会Web サイトをご確認ください． 
同 時 開 催：  第 78 回⽇本消化器外科学会総会附設 医薬品・医療機器等展⽰会 
    ※上記開催概要については，2022 年 8 ⽉時点の予定であり確定ではありません． 
 
【総会本部】  
    第 78 回⽇本消化器外科学会総会 総会本部  

弘前⼤学 ⼤学院医学研究科 消化器外科学講座 
 
【主   催】 
 ⼀般社団法⼈ ⽇本消化器外科学会 
 〒108-0073 港区三⽥三丁⽬ 1番 17号 アクシオール三⽥ 6階 
 TEL：03-5427-5500  FAX：03-5427-5566 
 
【お問い合わせ先】 
    第 78 回⽇本消化器外科学会総会 運営事務局 
 〒108-0073 港区三⽥三丁⽬ 1番 17号 アクシオール三⽥ 6階 
 ⼀般社団法⼈ ⽇本消化器外科学会 学術運営室 
    TEL：03-5427-3200  FAX：03-5427-5566 
 Email：soukai78@jsgs.or.jp 
  

開催概要 



 

 
1. 会場 
■ 函館市⺠会館 
〒042-0932 北海道函館市湯川町 1-32-１ 

■ 函館アリーナ 
〒042-0932 北海道函館市湯川町 1-32-2 

■ 花びしホテル 
〒042-0932 北海道函館市湯川町 1-16-18 

 
2. 書籍展⽰会場の決定，⼩間の割り当てについて 

今回の総会会場にて，他の展⽰・プログラムを考慮し検討しております．具体的な会場・
卓の配置は，お申込のご出展内容・お申し込み卓数をもとに，総会本部にて決定いたしま
す．なお，会場レイアウトの都合上，変更が発⽣する場合がございますので，あらかじめ
ご了承ください．最終決定は 2023 年 5 ⽉頃の予定です． 

 
3. 開催⽇程 
搬⼊： 2023 年 7 ⽉ 11 ⽇（⽕） 
展⽰： 2023 年 7 ⽉ 12 ⽇（⽔）〜14 ⽇（⾦）  
搬出： 2023 年 7 ⽉ 14 ⽇（⾦）※本総会終了後より 

※ 詳細については会場レイアウト決定後にご連絡いたします． 
 
4. 出展対象 
書籍展⽰は，医学関係書籍の販売を⽬的としております． 
医学関係書籍展⽰以外のご出展をご希望の⽅は，運営事務局へお問い合わせください． 

 
5. 展⽰仕様 
テーブル 1卓単位でのお申し込みとなります． 
展⽰台サイズ： W1,800mm×D900mm×H700mm 
※ 書籍展⽰台の⼨法は変更になる場合がございます． 
※ 社名版，照明，⽩布などは付属いたしません． 
※ 電源，備品の追加は出展申し込み受け付け後にお送りする「出展要項」をご確認の

上，「追加オプション申込」にてお申込ください． 
 

6. 出展料⾦ 
テーブル 1卓：16,500円（消費税 10％込） 
※ ただし，1 か所につき 10卓を上限とさせていただきます． 
 

  

書籍展⽰開催概要  



 

 
1. 申込⽅法について 

本総会へのご出展は，オンラインでのお申込みとさせていただいております． 
本募集要項の内容をご確認のうえ，第 78 回⽇本消化器外科学会総会Web サイト
（https://www.jsgs.or.jp/78/）「企業の皆様へ」ページからお申込みください． 
お申込み締切⽇は，2022 年 12 ⽉ 26 ⽇（⽉）です． 

 
2. 出展料⾦のお⽀払い 
出展場所決定後，出展料のご請求書を運営事務局より発⾏いたします． 
なお，会期中にご使⽤になられたオプション備品・電気料⾦等につきましては，会期終了
後にご請求いたします． 

 
3. 申込みの取り消しについて 

お申込み受け付け後の出展キャンセル・変更は，お受け出来かねます． 
出展料お振込後のご返⾦は出来ませんので，ご了承ください． 

 
4. 展⽰会の中⽌について 
災害・天変地異等の不可抗⼒により，展⽰会の全⽇程・または⼀部を中⽌する場合があり
ます．この場合，主催者は出展社に対して，開催中⽌となった部分の割合（⼀部中⽌の場
合）および開催残⽇数を考慮して，主催者が相当と認める額を出展社に払い戻しいたし
ますが，それ以外の責任は⼀切負えませんことをあらかじめご了承ください． 

 

 
1. 当⽇の運営について 
詳細決定後，ご担当者様がお申込み時にご登録した Email に決定内容のご報告と開催要
項をご案内いたします．（2022 年 5 ⽉頃予定） 
その後の流れ，当⽇運営までの詳細については，施⼯会社からお送りいたします「出展要
項」をご確認ください． 

 
2. 当⽇⼿配関係について 

当⽇運営に必要な飲⾷（お弁当），機材，控室ケータリング等の追加発注物は，本総会
展⽰事務局にて取り纏めを⾏いご準備いたします． 
なお，追加発注による⼿配物に関するご請求は，総会終了後に展⽰事務局より発⾏い
たします． 

  

お申し込みについて 

出展当⽇の運営と⼿配物関係について 



 

 
出展場所決定後，請求書を運営事務局から発⾏いたします． 

 
1. お振込み先 
銀⾏名 ：三井住友銀⾏ 
⽀店名 ：京橋⽀店 
⼝座種別：普通預⾦ 
⼝座番号：8267149 
⼝座名義：⼀般社団法⼈ ⽇本消化器外科学会 
カナ名義：イッパンシャダンホウジンニホンショウカキゲカガッカイ 

 
2. お振込み期⽇ 

2023 年 6 ⽉末⽇ 
 

 
本総会に関するお問い合わせは，基本的に Email（soukai78@jsgs.or.jp）で受付けております．  
 
【お電話でのお問い合わせ先】 

第 78 回⽇本消化器外科学会総会 運営事務局 
TEL：03-5427-3200 

   
 

出展料⾦のお⽀払いについて 

お申し込みについて 



技術革新を社会貢献の力に
●SDGs達成に向けた取り組みの鍵を握るのは新たな技術開発と活用のし
くみです．本総会での議論を通じて，消化器外科診療の向上と社会が抱え
る課題解決に資するinnovationの創出を目指します．
●ICTを活用した新たな外科技術の開発や研究の推進を目指します．
●新規技術の活用による外科診療の効率化と生産性の向上を目指します．

社会との連携・共栄
●社会の一構成員として地球環境に優しい学会運営を目指します．
●本総会では食品ロスを減らすための取り組みを行います．食べきれない食
品を生まないよう，参加者の皆様にもご協力をお願いします．
●地元生産者や企業，自治体のご協力を得て，地域の豊かな食文化や産業・
技術を知るための特設会場を設け，相互交流を推進します．

会員の多様性を消化器外科発展の力に
●多様性豊かな組織では，多様な発想と叡智を集結することで力強い発展が
期待されます．背景の異なる約2万人もの会員を擁する本学会の特性を活
かし，参加者それぞれに輝けるプログラム編成を目指します．
●議論の中から課題解決策は生まれます．議論を重視したプログラム構成を
行います．
●特別企画やシンポジウム，セミナー等はオンラインを活用し，時間と空間
にとらわれない継続的な知のアップデートの機会を確保します．

第78回日本消化器外科学会総会では，持続可能な開発目標（SDGs）の実現に向けて，以下3つ
の重点項目に取り組みます．

SDGsの実現に向けた
取り組みについて
JSGS78 SDGs Action Plan
第78回日本消化器外科学会総会会長　袴田健一

Colorful team

Innovation

Co-prosperity


