第 31 回日本医学会総会 2023【医療関係者向けポスター】募集要項
1.

募集趣旨
日本医学会総会は、日本医学会が日本医師会と協力して、学術・実践の両面から医学の重要課題を
検討し、医学および関連領域の進歩発展に資するとともに、人類の健康と幸福の増進をはかることを
目的とする学術集会であります。明治 35 年の第 1 回集会以来、4 年に一度開催され、2023 年東京
での総会は 31 回にあたります。
このたびの第 31 回日本医学会総会 2023（以下、本総会）は『ビッグデータが拓く未来の医学と医
療～豊かな人生 100 年時代を求めて～』をテーマとし、医学に関する科学および技術の研究促進を
図り、医学および医療の水準の向上を目的に開かれた議論の場として開催します。
つきましては、本総会の気運を盛り上げ、また社会に広く周知するために第 31 回日本医学会総会
2023 の【医療関係者向けポスター】を募集します。多くの皆様のご応募をお待ちしております。

2. 基本構想
本総会ホームページ（http://isoukai2023.jp/）からダウンロードしてご確認ください。

3. 募集内容
募集趣旨および基本構想を踏まえ、本総会を医師、その他医療識者、研究者、学生に効果的にアピー
ルできるポスターのデザインを募集します。

4. 採用作品
最優秀賞（採用作品） 1 点 賞金 20 万円（税込）
優秀賞

3 点 賞金 3 万円（税込）

＊選考の結果、該当作品が無い場合があります。

5. 応募資格
募集は一般公募とし、どなたでも応募できます。 1 人 3 点までの応募とします。

6. 応募締切
2021 年 8 月 16 日（月）必着

7. 応募に必要な資料
（１） 応募用紙
（２） 応募作品
＊複数の作品を応募する場合は、1 作品ごとに応募用紙をご用意ください。
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8. 応募方法
(1) ホームページ（http://isoukai2023.jp/）より応募用紙をダウンロードし、必要事項を記入の
上、作品とともにメールまたは郵送にてご応募ください。
＊メールの場合は、件名に［医療関係者向けポスター応募：氏名］と入力してください。
＊郵送の場合は、封筒に［医療関係者向けポスター応募：氏名］と明記してください。
(2) 作品は、A４サイズごとに 1 点のポスターとしてください。
(3) 用紙の向きは縦長（W210mm×H297mm）としてください。
(4) デザインはコンピューターグラフィックソフトでの制作または手描きによるものとします。
(5) 提出方法について
＊メールの場合
メールのデータサイズは 1 通あたり 10MB 以内にしてください。
応募用紙を Word ファイル、作品を PDF ファイルにしてファイル名に氏名を入力し、
セットにして 1 つのメールにて送付ください。
例）医学太郎_医療関係者向け応募用紙.docx ／ 医学太郎_医療関係者向け作品.pdf

＊郵送の場合
日本工業規格 A4 版用紙（白紙）に出力してください。
(6) 複数の作品を応募する場合は、応募用紙と作品がバラバラにならないようご注意ください。
＊メールの場合
応募用紙と作品のファイル名に必ず番号を入力してください。
例）医学太郎_医療関係者向け応募用紙 2.docx ／ 医学太郎_医療関係者向け作品 2.pdf

＊郵送の場合
作品の裏面に氏名と作品番号を記載してください。
(7) 応募に関する一切の費用は応募者の負担とします。

9. 応募にあたる注意事項
⚫

入賞した作品の著作権（著作権法第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む）は、本総会に
帰属します。

⚫

応募作品は応募者の自作・未発表で、第三者の著作権等の権利を侵害しないものに限ります。
なお、この項目に反することが判明した場合には、審査結果発表後であっても賞を取り消すこと
があります。

⚫

応募作品は返却しません。

⚫

応募者の個人情報は、入賞者への連絡に使用し、許可なく第三者に開示・提供はしません。
ただし、入賞者は氏名等をホームページ等において公表します。

⚫

最優秀作品（採用作品）に対して、専門家によるリ・デザインを行う場合があります。
入賞者には、データの提出を求めます。ご提出いただけない場合は、賞を取り消すことがあります。
リ・デザインについての打ち合わせをお願いすることがあります。

⚫

ポスターには、次の【記載事項】をすべて記載しデザインしてください。
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【記載事項】
シンボルマーク：

応募される方には、シンボルマークの画像データをメールにてお送りします。
メールの件名を「シンボルマーク画像データ取得申請（氏名・所属）」とし、
応募窓口（E-mail： isoukai2023@congre.co.jp）へメールにて申請ください。

名称：

第 31 回日本医学会総会
(THE

31ST

GENERAL

ASEMBLY

OF

THE

JAPAN

MEDICAL

CONGRESS）
テーマ： ビッグデータが拓く未来の医学と医療 ～豊かな人生 100 年時代を求めて～
会 期：

（学術集会）2023 年 4 月 21 日（金）～23 日（日）
（学術展示）2023 年 4 月 20 日（木）～23 日（日）
（一般展示）2023 年 4 月 15 日（土）～23 日（日）

会 場：

東京国際フォーラムおよび丸の内・有楽町エリア

会 頭：

春日雅人 朝日生命成人病研究所長 国立国際医療研究センター名誉理事長

主催機関：
1.主催

日本医学会

2.実行機関

第 31 回日本医学会総会

3.主務機関

東京大学医学部、東京医科歯科大学医学部、慶應義塾大学医学部、
東京慈恵会医科大学、順天堂大学医学部、杏林大学医学部、
昭和大学医学部、帝京大学医学部、東京医科大学、東京女子医科大学、
東邦大学医学部、日本大学医学部、日本医科大学、国立がん研究センター、
国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、
国立成育医療研究センター、東京都医師会

4.後援（予定） 日本医師会、日本歯科医師会、文部科学省、厚生労働省、環境省、
経済産業省、国土交通省、総務省、東京都、日本放送協会（NHK）
事務局： 〒113-8655 東京都文京区本郷７－３－１ 東京大学医学部附属病院中央診療棟２(8F)
TEL：03-5800-8971 FAX：03-5800-6412 E₋mail：isoukai31-gakkai@umin.org

シンボルマークについて

無限（インフィニティ）の形状を用い持続可能な社会を表しています。
全体的な緑のカラーは 実り 豊かさ 安心 を
黄緑は 患者、 緑は 情報テクノロジー、 深緑は 医療関係者 を 表しています。
黄緑（患者）から 緑（情報テクノロジー）へ、緑（情報テクノロジー）から
深緑（医療従事者）へ、深緑（医療従事者）から黄緑（患者）へと、無限のループが
続く様子を示しています。緑矢印の形状は 進化 を表してしています。
●商標登録出願中
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10. 審査・発表
(1) 審査
応募作品は以下審査員により構成される第 31 回日本医学会総会 2023 ポスター審査委員会に
おいて審査し、入賞作品を選考します。

(2) 審査員

一次審査：第 31 回日本医学会総会 2023 広報委員会委員
二次審査：春日 雅人 第 31 回日本医学会総会 2023 会頭
朝日生命成人病研究所所長
国立国際医療研究センター名誉理事長
門脇 孝

第 31 回日本医学会総会 2023 準備委員長
国家公務員共済組合連合会虎の門病院院長
東京大学名誉教授

岡野 栄之 第 31 回日本医学会総会 2023 広報委員長
慶應義塾大学大学院医学研究科委員長・生理学教室教授
山内 敏正 第 31 回日本医学会総会 2023 幹事長
東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科教授

(3) 発表
入賞者には直接通知をおこない 2021 年 10 月（予定）にホームページにて発表します。
本総会ホームページ http://isoukai2023.jp/index.html

11. 郵送による応募先・お問い合わせ
「第 31 回日本医学会総会 2023 ポスター」係 行
〒103-8276 東京都中央区日本橋 3-10-5 オンワードパークビルディング
株式会社コングレ内
E-mail： isoukai2023@congre.co.jp
＊お問い合わせは E-mail にてお願いします
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