
  

 

 

 
 

 

第 56 回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG) 

年次大会 

 

協賛のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会期： 2017年 5月 8日（月）～13日（土）  

会場： 幕張メッセ（千葉県）およびパシフィコ横浜（神奈川県）  

Chair：中山優子（神奈川県立がんセンター 放射線治療部長） 

Co-chair：鎌田 正（放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター長） 
主催：国際粒子線治療共同グループ  

      (Conference of the Particle Therapy Co-Operative Group、略称：PTCOG ) 
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＜開催概要＞ 

１．会議の名称 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

（ホームページ： http://www.procomu.jp/ptcog56/） 

２．会議開催時期 

 2017年 5月 8日（月）～13日（土）  

３．会議開催場所 

・幕張メッセ（千葉）----------------2017年 5月 8日（月）～10日（水） 

 （展示会は本会場では行われません） 

・パシフィコ横浜（神奈川県） -------2017年 5月 11日（木）～13日（土） 

 （展示会が併設で行われます） 

４.主催：国際粒子線治療共同グループ  
      (Conference of the Particle Therapy Co-operative Group、略称：PTCOG ) 

５.会議計画の概要 

（１）会議の構成 

・幕張メッセ（千葉）  

“Educational Workshop”----------2017年 5月 8日（月）～10日（水） 

 （展示会は本会場では行われません） 

・パシフィコ横浜（神奈川県）  

“Scientific Meeting”---------- -----2017年 5月 11日（木）～13日（土） 

 （展示会が併設で行われます） 
 

（２）会議の日程（予定） 

 
注）5月 11日～5 月 13日の 3日間、併設展示が同会場にて行われます。 

 

（３）参加者 

■今回参加者見込み（予想）：1500名 

■過去の参加者 

 
 

 

午前 午後 夜

　5月7日（日） 参加登録 歓迎レセプション

　5月8日（月）

　5月9日（火）

施設見学①

パシフィコバス移動、参加登録（於：パシフィコ横浜）

　5月11日（木） ガラディナー

　5月12日（金） 企業主催による社交行事

　5月13日（土） 学術セッション3日目 施設見学②

各種委員会

学術セッション1日目

学術セッション2日目

　5月10日（水）

教育セッション1日目

教育セッション2日目

教育セッション3日目

ＰＴＣＯＧ５１ ＰＴＣＯＧ５2 ＰＴＣＯＧ５3

韓国ソウル 独エッセン 中国上海
Educational 448 472 582 468
Scientific Meeting 627 734 542 923
Total Number
Of  Delegates

ＰＴＣＯＧ５4米

国ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ

706 887 832 1010
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■地域別参加者 

 
６．組織構成等 

主催：国際粒子線治療共同グループ  

      (Conference of the Particle Therapy Co-operative Group、略称：PTCOG ) 

委員：  

＜PTCOG Host Committee＞ 

Chair：中山優子（神奈川県立がんセンター 放射線治療部長） 

Co-chair：鎌田 正（放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター長） 

Members： 

蓑原伸一 神奈川県立がんセンター 放射線治療部 

野中哲生  神奈川県立がんセンター 放射線治療部 

野宮琢磨    神奈川県立がんセンター 放射線治療部 

溝口信貴 神奈川県立がんセンター 放射線治療部 

草野陽介 神奈川県立がんセンター 放射線治療部 

辻比呂志    放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 

野田耕司 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 

村上 健    放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 

高田栄一    放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 

北川敦志 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 

兼松伸幸    放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 

藤田 敬 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター 

伊藤悦子    放射線医学総合研究所 企画部国際連携推進室 

＜PTCOG Executive Committee＞ 

Jay Flanz  Chairman of PTCOG 

Tadashi Kamada Vice-Chairman of PTCOG 

Marco Durante Vice-Chairman of PTCOG 

Eugen Hug  Past Chairman of PTCOG 

Martin Jermann Secretary & Treasurer of PTCOG 

Zelig Tochner  Chairman of PTCOG Educational Sub-Committee 

Huan Giap  Chairman of PTCOG Publication Sub-Committee 

Anita Mahajan  Chairman of PTCOG Scientific Program Sub-Committee  

Tony Lomax  Co-Chairman of PTCOG Scientific Program Sub-Committee  

Marcelo Vazquez Co-Chairman of PTCOG Scientific Program Sub-Committee 

＜PTCOG 56運営事務局＞ 

〒135-0063  東京都江東区有明 3-1-22 TFTビル東館 9 階    

株式会社 プロコムインターナショナル内  

TEL：03-5520-8821  FAX：03-5520-8820 電子メール： ptcog56@procomu.jp 

米国・アフリカ地域 アジア・太平洋地域 欧州・中近東

mailto:ptcog56@procomu.jp


 - 3 - 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

 

 
下記のように「ダイヤモンド」、「プラチナ」、「ゴールド」、「シルバー」、「ブロンズ」とパッ

ケージ協賛を用意しております。 

締切日は 2016年 12月 15 日（予定）とします。 

 

注）※印の項目に関しては次頁を参照ください。 

 

上記パッケージ協賛にお申込みされた企業様には下記のサービスが自動的に提供されます。 

 

 ・本学会公式ホームページに御社のロゴが掲載されます。 

 ・各種印刷物に御社のロゴが掲載されます。 

 ・プログラム集とモバイルアプリに御社の会社概要が表記されます。 

 ・ドリンクサービスが提供される展示会場に御社と出展社が配置されます。 

 ・PTCOG56 のロゴを御社広報媒体に使用できます。 

 ・開会式と閉会式で御社に対して主催者より謝辞が述べられます。 

 ・各発表会場で御社のロゴが掲示されます。 

 

御社ロゴを電子媒体または紙焼き媒体でＷｅｂのリンク先の情報と一緒に送付ください。 

 

  

パッケージ ダイヤモンド プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ

申込み可能数 1社に限定 1社に限定 ２社まで 3社まで 5社まで

ブーススペース※ 60㎡ 40㎡ 30㎡ 25㎡ 15㎡

後付け 後付け

1頁 半頁

参加者へemail案内※※ 2回特約メール配信 2回特約メール配信
2回メール配

信
ー ー

無料参加証の提供 10名分 8名分 6名分 4名分 3名分

Gala Dinner招待券 8名分 6名分 4名分 2名分 1名分

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾊﾞｯｸにチラシ1枚

挿入
可 可 可 ー ー

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1枠（2時間）※※※

参加証紐へのロゴ掲載※※※※ 優先順位１ 優先順位２

協賛金額 2000万円 900万円 600万円 250万円 120万円

プログラム集内広告 表4掲載 表２掲載 ー

優先順位１ 優先順位２ ー ー ー

パッケージご協賛募集要項 
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パッケージ協賛についての詳細 

 
※上記ブーススペースには基礎小間作成費は含まれておりません。スペース渡しとなりま

す。 

小間作成費に関しましては別途会期 2 月程前にパッケージ小間等を案内申し上げます。 

※※電子メールでの案内はすべて学会事務局からの配信いたします。特約メールとはお申

込みいただいた協賛会社の html 形式で作成した自社広告を電子メールで送信するも

のです。その他の配信は協賛会社の方で英語 50 ワード以内で作成した自社広告を配信

するものです。事前参加、演題投稿、宿泊申込み、各種締切などをご案内する際に一緒

に配信いたします。 

※※※シンポジウムは学術プログラムの中に設けられます。部屋借り上げ、映像機器、ドリ

ンクなどに関する料金については別途事務局と連絡を取ってください。 

 

※※※※参加証のストラップ 

参加者、協賛会社、出展社、運営スタッフ等全員に配布される参加証のストラップの表面に

御社ロゴを配置いたします。参加証の紐は協賛会社よりご提供ください。ただし、ストラッ

プの形状等に関しては事前に主催者の了承が必要です。 
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第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

 

 
 

（１）寄附金の目的と使途 

       第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会準備、並びに運営に

関する費用に充当します。 

 

（２）募金の名称 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会寄附金 

 

（３）募金の目標額 

       5,000,000 円 

 

（４）募金の期間 

       2016年 3月 1日～2017年 5月 31日（予定） 

 

（５）寄附金申込方法 

       下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://procom-i.jp/ptcog2017sponsor/ 

 

（６）寄附金振込方法 

     <振込先> 

みずほ銀行二俣川支店 店番号 365 

口座番号 2131084 口座名 PTCOG56  

   

（７）税法上の扱い 

        免税措置は、特にありません。 

 

（８）寄附金募集の責任者 

     氏 名： 中山優子（神奈川県立がんセンター i-ROCK 放射線治療部長）  

        （住所）〒241-8515 神奈川県横浜市旭区中尾二丁目 3番 2号   

（電話）045-520-2222（代表） 

 

（９）寄附金募集の連絡先 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会担当宛 

株式会社 プロコムインターナショナル内      

     所在地： 東京都江東区有明三丁目 6番地 11  

東京ファッションタウンビル東館 9階 

     電話：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820  E-mail : ptcog56@procomu.jp 
 

（１０）透明性ガイドラインに関する同意について 

本研究会では、本学術集会（寄付金）に関して、各社の「企業活動と医療機関等の関係の

透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意いたします。 

尚、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。 
 

寄付金募集要項 
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第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

 
 

 
会 議 開 催 概 要 
 

１ 会議の名称：第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

 （公式ホームページ：  http://www.procomu.jp/ptcog56/） 

 

２ 会議開催時期： 2017 年 5月 8日（月）～13日（土）  
 

３ 会議開催場所： 

・幕張メッセ（千葉）----------------2017年 5月 8日（月）～10日（水） 

 （展示会は本会場では行われません） 

・パシフィコ横浜（神奈川県） -------2017年 5月 11日（木）～13日（土） 

  （展示会が併設で行われます） 

 

４ Chair：中山優子（神奈川県立がんセンター i-ROCK 放射線治療部長） 

Co-chair：鎌田 正（放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター長） 

 

５ 参加者数：1500名 

 

共催セミナー運営要項 
 

１ セミナー開催にあたって 

 

（１） 開催形式 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会と貴社との共催 

チラシ等への記載方法 

 共催：第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

    ○○○○株式会社 

（注）複数社にてご共催の場合は、 

 共催：第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

○○○○株式会社/□□□□株式会社 

 

（２） プログラム編成 

演者、座長、テーマ等につきましては、事前にご相談ください。 

最終決定に関しては会長に一任とさせていただきます。 

 

（３） 演者および座長への依頼状 

演者、座長の方には、御社よりご依頼の上、正式な承諾書を入手いただき、学会

事務局宛お知らせください。  

 

 

共催セミナー募集要項 
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（４） 共催関係費用負担について 

＜共催費用に含まれるもの＞ 

・ 講演会場費/付帯設備費（机、椅子、ステージ等） 

・ 音響関係費/照明関係費 

・ 会場機材費（本大会で使用している設置済み機材） 

・ PC発表用機材（スクリーン、プロジェクター、講演台上 Windows PC１台） 

・ レーザーポインター 

・ マイク（座長席/演者席/客席） 

  

＜共催費用に含まれないもの＞ 

上記以外の経費は別途共催会社様にてご負担をお願いいたします。 
（例）座長・講師控室使用料、控室機材、共催セミナー参加者飲食費（弁当・お茶

等）、講師等飲食費、講師旅費・謝金・宿泊費、看板装飾、運営人件費、印

刷物制作費等、その他 

 

共催セミナーの共催費用については、別紙の一覧表をご参照ください。 

 

（５） 日程・会場決定について 

募集にあたっては、ご希望の日程、会場が重なる場合がございますので、必ず、

第 2希望、第 3希望をご記入ください。会場の決定については、申込書の開催希

望欄を参考にし、協議させていただきますが、最終決定は会長に一任とさせてい

ただきます。 

 

（６）申込方法 

         下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://procom-i.jp/ptcog2017sponsor/ 

 

（７）申込締切 

     2016年 1月 31 日（予定）   

 

（８）共催費用のご入金 

共催費用のご入金は下記指定口座に大会前日までにお振り込みをお願いします。 

     大会前日前までにお振込みが難しい場合は別途ご連絡をお願いいたします。 
     （注）共催セミナー手配関係のご案内（アンケート）は大会１月前頃に送付予定です。 

 

＜振込先＞ 

みずほ銀行二俣川支店 店番号 365 

口座番号 2131084 

口座名 PTCOG56  

 

 

注）共催費用のご請求書が必要な場合は運営担当までご連絡ください。 
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  （９）共催費一覧  

開催日 セッション名 会場 人数 
(予定) 

共催費 

5月 8日（月） 
（幕張メッセ） 

モーニングセミナー１ 第１会場 約 500名 700,000 円 

ランチョンセミナー１ 第１会場 約 500名 1,500,000円 

5月 9日（火） 
（幕張メッセ） 

モーニングセミナー２ 第１会場 約 500名 700,000 円 

ランチョンセミナー２ 第１会場 約 500名 1,500,000円 

5月 10日（水） 
（幕張メッセ） 

モーニングセミナー３ 第１会場 約 500名 700,000 円 

5月 11日（木） 
（パシフィコ横浜） 

モーニングセミナー４ 第１会場 約 500名 700,000 円 

ランチョンセミナー３ 第１会場 約 600名 1,500,000円 

ランチョンセミナー４ 第２会場 約 200名 1,000,000円 

5月 12日（金） 
（パシフィコ横浜） 

モーニングセミナー５ 第１会場 約 500名 700,000 円 

ランチョンセミナー５ 第１会場 約 500名 1,500,000円 

ランチョンセミナー６ 第２会場 約 200名 1,000,000円 

5月 13日（土） 
（パシフィコ横浜） 

モーニングセミナー６ 第１会場 約 500名 700,000 円 

  

（１０）透明性ガイドラインに関する同意について： 

本学会では、本学術集会共催セミナーに要した費用 （共催費、料飲費等）に関して、各社

の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開

することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。 
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第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

 
 

 

■学会名：  第56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

（公式ホームページ：   http://www.procomu.jp/ptcog56/） 

 

■会期：  2017年 5月 11 日（木）～13日（土） 午前 

 

■ Chair：中山優子（神奈川県立がんセンター  i-ROCK 放射線治療部長）  

Co-chair：鎌田  正（放射線医学総合研究所  重粒子医科学センター長）  

 

■学会会場：パシフィコ横浜（神奈川県）  

 

■展示会場：パシフィコ横浜（神奈川県） 展示ホールＣ（予定） 

 

■出展料金  

１）展示 A： 250,000円/１小間（スペースのみ：幅 1.8m×奥行 1m）  

注）上記金額は展示スペースのみの料金です。バックパネル、サイドパネル等は含まれてお

りません。後日パッケージブース（有料:50,000円、税別）をご案内さいたします。 

また、特別電気工事費、電気使用料は別途ご請求となります。 

２）展示 B： 700,000円/１小間（小間スペース：幅 3m×奥行 3m） 

  上記出展料はパッケージ小間で、小間スペース以外に下記の項目を含んでおります。 

  ・バックパネル、サイドパネル 

  ・社名板 

  ・500Wまでの基本電気容量（これを超える場合は別途料金を申し受けます） 

  ・WIFIが利用できます。 

  ・机 1本、椅子 2脚 

  ・小間内灯り（スポットまたは蛍光灯） 

  ・床カーペット 

３）書籍：60,000円/小間（１小間＝机4本、机1本追加毎に15,000円の追加料金） 

  なお、書籍展示かどうかの判断は、本大会長が決定いたします。 

 

■募集小間数： 30小間程度（予定）  

 

■出展物：出展対象に記載された範囲のもの、および当方の認めたもの。  

 

■出展者へのご案内：出展者説明会は行いません。開催 1月程前に詳細を別

途連絡予定でございます。  

 

■本会議への参加資格について  

 出展者の皆様に対しては本大会の講演会場および関連プログラムへの参加

資格はありません。参加を希望される場合は別途参加申込を行って下さ

い。展示会場への出展者の入場制限はありません。  

 

 

併設展示会募集要項  
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■展示会日程（予定）   

◇搬入設営  会期前日を予定しておりますが会期約 1月前に別途ご連絡予定  

です。  

◇展示     2017年 5月 11日（木） 9時～会期最終日 12時 00分頃まで予定  

◇搬出     会期最終日 12時 00分頃～ 14時予定（別途ご案内予定）  

      注）上記日程が急遽変更になる場合がございますのでご了承下

さい。この変更にともなう出展申込の取消はできません。ま

た、これにより生じた損害は補償できません。  

◇搬入・搬出経路に関しては別途、大会前にご連絡いたします。  

◇小間配置  小間配置に関しては事前にご案内予定ですが、最終的な配置に

関しては会長に一任といたします。  

注）上記日程は変更する場合がありますのでご了承ください。  

 

■第56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会運営   

 （株） プロコムインターナショナル 

 連絡先 〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9 階 

 電話     03-5520-8821 

    ファックス  03-5520-8820 

    電子メール  ptcog56@procomu.jp 

 

■申込方法＆締切 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://procom-i.jp/ptcog2017sponsor/ 

 

申込締切：2016年 2月 28 日までにお申込ください。 

出展料は指定口座に大会前日までにお振り込み下さい。大会前日前までにお振込みが難し

い場合は別途ご連絡をお願いいたします。請求書が必要な場合はご連絡ください。 

 

■取消 

出展申込書の提出後は、事務局が不可抗力と認めた事項以外での取消はできません。 

従って、出展料金の返却もいたしかねますのでご了承ください。 

 

■展示お問い合わせ先・申込書送付先 

〒135-0063   東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館９階   

株式会社 プロコムインターナショナル 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会運営担当宛 

 電話：03-5520-8821 ファックス：03-5520-8820 

電子メール：ptcog56@procomu.jp  

■出展料振込先 

＜振込先＞ 

みずほ銀行二俣川支店 店番号 365 

口座番号 2131084 

口座名 PTCOG56  
 

注）出展料は上記指定口座へ大会前までにお振込み下さい。お振込みが間に合わない場合

は事前にご連絡下さい。また、請求書が必要な場合は運営担当宛ご連絡下さい。 



 - 11 - 

 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

 

 
 

1. 広告掲載媒体：第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会抄録集（会期当日発行予定） 

2. 配布対象：学会員、関係の対象参加者および関係者 

3.  配布部数（版型）：約 2,000部（A4版） 

4. 媒体制作費：1,200,000円 

5. 広告料総額：  710,000円 

6. 募集数計：7口 

7. 広告掲載料金 

No. 仕様 料金（円） 

①  
広告Ａ４版大会抄録集１ページサイズ（１色） 

（掲載頁は表３） 募集口数（1口） 
200,000円  

②  
広告Ａ４版大会抄録集 1ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（3口） 
110,000円  

③  
広告Ａ４版大会抄録集１/2ページサイズ（１色） 

（掲載後付）   募集口数（3口） 
60,000 円 

 

 

注）掲載頁の表３に関してはお申込多数の場合お申込の先着順とさせていただきますのでご了承ください。 

また、後付の場合は掲載場所に関しては主催者に一任とさせていただきます。 

8. 広告申込締切:2017年 2月 28日 

9. 広告申込方法 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://procom-i.jp/ptcog2017sponsor/ 

 

10. 版下送付締切および送付先 

（ア）版下送付締切：2017年 2月 28日 

（イ）版下送付先：上記「9．広告申込方法」掲載の住所に送付ください。 

  注）版下は完全版下（可能な限り電子データまたは紙焼き）で送付ください。 

11. 広告料振込先 

みずほ銀行二俣川支店 店番号 365 

口座番号 2131084 

口座名 PTCOG56  
注）広告料は原則、上記指定口座へ大会前にお振込み下さい。  

 

 

 

 

 

 

大会プログラム集広告募集要項 
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第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

 

 
 

 

 

学  会  名： 第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

会 長  名： Chair：中山優子（神奈川県立がんセンター i-ROCK 放射線治療部長）

Co-chair：鎌田 正（放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター長） 

会   期： 2017年 5月 8日（月）～13 日（土） 

・幕張メッセ（千葉）  

“Educational Workshop”---2017 年 5 月 8 日（月）～10 日（水） 

・パシフィコ横浜（神奈川県）  

“Scientific Meeting”------2017年 5月 11日（木）～13日（土） 

時   間： 8：00～18：00（予定）  

注）労務により時間が変動しますのでご了承下さい。 

会   場： 幕張メッセ（千葉県）およびパシフィコ横浜（神奈川県）  

参 加 人 数： 1500名（予定） 

労 務 内 容： 総合受付（金銭取扱い除く）、会場進行、誘導、クローク等 

総要請人数： 30名程度 

依 頼 社 数： 20社 

貴社依頼数： １～２名（会期期間中） 

申込み方法：  下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://procom-i.jp/ptcog2017sponsor/ 

 

以上 
 

 

 

 

 

（連絡先）第 56 回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会運営担当 

（株式会社プロコムインターナショナル内） 

   〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階  

TEL：03-5520-8821／FAX：03-5520-8820  ptcog56@procomu.jp 

  

労務提供募集要項 
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第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会 

＜各種申込方法＞ 
 

 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

http://procom-i.jp/ptcog2017sponsor/ 

 

 
 

注）後日、別枠の協賛（例：最初に展示を申し込まれて、後日、広告掲載を申し込まれたい）

をお申込みされる場合は、同様に上記サイトよりお申し込みください。 

 

 

 

（連絡先） 

第 56回国際粒子線治療共同グループ (PTCOG)年次大会運営担当 

（株式会社プロコムインターナショナル内） 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階  

TEL：03-5520-8821／FAX：03-5520-8820  ptcog56@procomu.jp 

 
 

 


