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ご挨拶 

 
第128回 日本解剖学会総会・全国学術集会を2023年 3月 18日(土) ～ 20日(月)に

東北大学川内キャンパスにて開催いたします。医学および関連する分野で最も歴

史のある本学会総会・全国学術集会を、約40年ぶりに仙台の地で開催できるこ

とを大変嬉しく感じております。 

解剖学（形態学）は、生体を構成する分子、細胞内小器官や細胞、さらには細

胞の集合体としての組織や臓器の構造を対象に、その静的・動的な変化を観察・理

解する学問であり、生物学や医学の最も基本となるものですが、近年の光学技術・

コンピューター技術などの急速な進歩によって、時空間的な観察精度は飛躍的に

アップしています。他の学術研究領域との融合研究が活発に展開され、医学・歯

学・獣医学のみならず生命科学における必要性・重要性は益々高まっておりま

す。本学術集会では、先端研究者による研究成果や最新の解析技術をご教示いただ

きながら、今後の形態学研究の可能性や新展開について活発な議論を行う場を提供

できればと存じます。 

また解剖学は、研究のみならず、医療人を養成するうえでの最も重要な教育

科目としての側面もございます。本学術集会が、日々熱意をもって学生や若手

医療人の養成に携わっておられる方々が、教育の現場で実践されている講義・

実習の方法や諸課題について情報を共有し、議論する機会となれば嬉しく存じ

ます。 

会場となる川内キャンパスは、旧青葉城内に位置しており、近隣には宮城県

美術館・仙台市博物館・仙台国際センター等が点在する、仙台随一の文教地と

いう環境にあります。仙台駅から地下鉄を利用していただければ、比較的短時

間でお越しいただける地にあります。大変残念ながら、COVID-19の感染拡大に

より第126回、第127回の全国学術集会は現地対面での開催断念を余儀なくされ

ましたが、現在実行委員会、プログラム委員会の方々にご協力をいただきなが

ら、仙台での対面開催に向けて鋭意準備を進めております。是非とも多くの

方々にお越しいただき、熱気のある大会となるよう努める所存です。甚だ僭越では

ございますが、どうぞ、大会成功にお力添えをいただけますよう、お願い申し上

げます。 

令和 3 年 12月 吉日 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

会頭 大和田 祐二 

東北大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野 
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＜開催概要＞ 

 
会議の名称 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

（ホームページ https://www.procomu.jp/anat2023/ 2022年3月より開設予定） 

 
１．会議開催時期 

2023年 3月 18日（土）～ 20日（月） 

 

２．会議開催場所 

東北大学 川内キャンパス（講義棟 B・C棟、川内萩ホール） 

 
３. 会議計画の概要 

 

（１）大会テーマ： サイコウ、解剖学！ ～ かたちを 見る、 知る、 活かす ～ 

 
（２）会議の構成 

1) 特別講演・市民公開講座（予定） 

2) シンポジウム 

3) 一般演題（口演・ポスター） 

4) 学生セッション 

5) ランチョンセミナー 

6) 総会 

7) 一般演題発表 

8) 展示会など 

 
（３）参加者（予定） 

参加者 1200 名（会期中延べ 4000 名） 

 
４．組織構成等 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

会  頭：大和田 祐二（東北大学大学院 医学系研究科） 

副会頭：笹野 泰之 （東北大学大学院 歯学系研究科） 

副会頭：出澤 真理 （東北大学大学院 医学系研究科） 

 
大会事務局 

東北大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野 

〒980-8575 宮城県仙台市青葉区星陵町2番1号 医学部5号館9階 

電話：022-717-8037 

運営担当 

株式会社 プロコムインターナショナル 
〒135-0063 東京都江東区有明 3 丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：anat128@procom-i.jp 

mailto:anat127@procom-i.jp
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（１）募金団体 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜寄付金募集要項＞ 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

 

（２）募金の名称 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会寄付金 

 

（３）募金の目標額 5,000,000 円 

 

（４）募金の期間 2021年 12月 1日(水)～2023年 4月 28日(金)（予定） 

 

（５）寄付金の使途 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会準備、並びに運営に関する費用に充当します。 

 

（６）寄付金申込書送付先 

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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  

 

（７）寄付金振込方法 

<振込先> 

銀行名：七十七銀行 大学病院前店 

預金種目：普通預金 

口座番号：５０２４９６４ 

名 義：第１２８回日本解剖学会総会・全国学術集会 会頭 大和田 祐二 

    ﾀﾞｲ128ｶｲﾆﾎﾝｶｲﾎﾞｳｶﾞｯｶｲｿｳｶｲ ｾﾞﾝｺｸｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｶｲﾄｳ ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 

 

（８）税法上の扱い 

寄付者が個人の場合は、所得税申告の際、寄付金控除は適用となりませんが、寄付

者が法人の場合は、一定の限度額まで経費として算定可能です。詳細は下記リンク

先の「法人が支出した寄附金の損金算入 １」をご参照ください。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm 

 

（９）寄付金募集の責任者 

氏 名：大和田 祐二 

（東北大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野） 

住所：〒980-8575 宮城県仙台市青葉区星陵町2番1号 医学部5号館9階 

電話：022-717-8037 

 

（10）寄付金応募の連絡先 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会担当 

株式会社 プロコムインターナショナル 

住所：〒135-0063 東京都江東区有明 3 丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：anat128@procom-i.jp

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
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第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜ランチョンセミナー募集要項＞ 
 
 

１ 会議の名称：第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

  （ホームページ https://www.procomu.jp/anat2023/ 2022年3月より開設予定） 

 

 ２ 会議開催時期：2023年 3月 18日（土）～20日（月） 

３ 会議開催場所：東北大学 川内キャンパス 

 

４ 会 頭：大和田 祐二 

(東北大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野) 

５ 参加者数：1200 名（予定） 

 

 

 

（１）開催形式 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会と貴社との共催 

チラシ等への記載方法 

共催：第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

○○○○株式会社 

（複数社にてご共催の場合は、○○○○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頭に一任いただきます。 

 
（３）演者および座長への依頼状 

演者、座長の方には、貴社よりご依頼の上、正式な承諾書を入手いただき、大会

事務局までお知らせください。また、大会２ヶ月前までに、演者の方より履歴書

を入手し、事務局までお知らせください。また、演者の方の抄録を学会抄録集に

掲載致します。恐れ入りますが、抄録データを 2022 年 12 月 23 日(金) までに

運営事務局までご送付いただきますようお願い致します。 

 
（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） 

会 議 開 催 概 要 

ランチョンセミナー運営要項 
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• 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致します。 

（例）控室機材、ランチョン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、控室代(講師・企業スタッフ)、看板装飾、

運営人件費、印刷物制作費等、その他 

 

 
（５）日程・会場決定について 

応募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

望欄を参考に協議させていただきますが、最終決定は会頭に一任いただきます。 

 

 
（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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  
 

 
（７）申込締切 

2022年 10月 28日(金)（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込みをお願い致しま

す。大会前日までにお振込みが難しい場合は別途ご連絡をお願い致します。 

（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> 

銀行名：七十七銀行 大学病院前店 

預金種目：普通預金 

口座番号：５０２４９６４ 

名 義：第１２８回日本解剖学会総会・全国学術集会 会頭 大和田 祐二 

    ﾀﾞｲ128ｶｲﾆﾎﾝｶｲﾎﾞｳｶﾞｯｶｲｿｳｶｲ ｾﾞﾝｺｸｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｶｲﾄｳ ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 

 

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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
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（９）共催費一覧 

開催日 セッション名 人数 共催費（税込） 

 

 
 

3 月 18 日（土） 

ランチョンセミナー1 約 300 名 

（密になる場合 150 名） 
500,000 円 

ランチョンセミナー2 約 200 名 

（密になる場合 100 名） 
500,000 円 

ランチョンセミナー3 約 150 名 

（密になる場合 75 名） 
500,000 円 

 

 
 

3 月 19 日（日） 

ランチョンセミナー4 約 300 名 

（密になる場合 150 名） 
500,000 円 

ランチョンセミナー5 約 200 名 

（密になる場合 100 名） 
500,000 円 

ランチョンセミナー6 約 150 名 

（密になる場合 75 名） 
500,000 円 

 

 
 

3 月 20 日（月） 

ランチョンセミナー7 約 300 名 

（密になる場合 150 名） 
500,000 円 

ランチョンセミナー8 約 200 名 

（密になる場合 100 名） 
500,000 円 

ランチョンセミナー9 約 150 名 

（密になる場合 75 名） 
500,000 円 

注）その他、特別講演、教育講演、シンポジウム、ワークショップ、パネルディスカ

ッション等各種セッションの共催企業も募集しておりますのでご相談ください。 

 
（１１）透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会は、本学術集会共催セミナーに要した費用 （共催費、飲料費等）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致します。 

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 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜展示募集要項＞ 

■ 学会名： 第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

 
■ 会期： 2023年 3月 18日（土）～ 20日（月） 

 

■ 会頭：大和田 祐二 
(東北大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野) 

 
■ 学会会場： 東北大学 川内キャンパス 

 

■ 展示会場： 東北大学 川内キャンパス 

 

■出展料金  

１）医薬品・機器： 150 ,000 円（税込）/１小間（スペース渡しの み） 

注）上記金額は展示スペースのみ(W1800mm×D900mm×H2100mm)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。 

オプション関係をご希望される企業様は、後日パッケージブース（50,000 円（税込））

をご案内させていただきます。 

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）オンライン HP への掲載によるオンライン展示 50,000 円（税込） 

オンライン展示会指定ページにて、ご提出いただいた動画・画像・PDF な

どの PR データの掲載を予定しております。 

 

３）書籍：50,000円（税込）/小間（１小間＝机5本、5本未満の場合は1台に付き

10,000円（税込）） 書籍展示及び書籍販売が可能です。 

展示・販売方法に関しましては事前にご連絡ください。 

なお、書籍展示・書籍販売の可否は、大会頭が決定いたします。 

 
■募集小間数：20小間（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みを行ってくださ  

い。展示会場への出展者の入場制限はありません。   
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■展示会日程（予定） 

◇搬入設営  会期前日を予定（ 会期約 1 月前に別途ご連絡予定） 

◇展示 会期初日 9 時 00分～ 会期最終日 15時 00分までを予定  

◇搬出 会期最終日 15時 00 分～ 16時 00分までを予定（ 別途ご案内予定） 

注） 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

しては会頭に一任いただきます。   

注）上記日程は急遽変更になる場合がございますのでご了承ください。 

この変更にともなう出展申込みの取消はできません。 また、これにより生じ

た損害は補償いたしかねます。  

 

 

 
■オンライン展示イメージ   

 

PR 概要 

PR 導入

企業バナ

ー 
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■ 個別 PRページ  
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■第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会運営担当 

株式会社 プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3 丁目 6 番地 11 TFT ビル東館９階 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：anat128@procomu.jp 

 

■申込方法 

別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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/ 

 

■申込締切 

2022年 12月 23日(金)（予定） 
 

 
■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。 

 

■展示申込についてのお問い合わせ先・申込書送付先 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会運営担当

株式会社 プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3 丁目 6 番地 11 TFT ビル東館９階 

第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会運営担当宛 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：anat128@procom-i.jp 

 

■出展料振込先 

<振込先> 

銀行名：七十七銀行 大学病院前店 

預金種目：普通預金 

口座番号：５０２４９６４ 

名 義：第１２８回日本解剖学会総会・全国学術集会 会頭 大和田 祐二 

    ﾀﾞｲ128ｶｲﾆﾎﾝｶｲﾎﾞｳｶﾞｯｶｲｿｳｶｲ ｾﾞﾝｺｸｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｶｲﾄｳ ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 

申込み受領次第、請求書をご送付させていただきます。 

 

注）出展料は上記指定口座へ大会前までにお振込みください。

お振込みが間に合わない場合は事前にご連絡ください。 

mailto:anat128@procomu.jp
https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
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第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜広告募集要項＞ 
1. 広告掲載媒体：第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会プログラム集 

2. 配布対象：学会員、参加者および関係者 

3.  配布部数（版型）：約 2,000 部（B5 版） 

4. 媒体制作費：2,000,000 円 

5. 広告料総額：1,420,000 円 

6. 募集数計：33 口 

7. 広告掲載料金 

No. 仕様 料金（税込） 

1 
広告 B5 版大会プログラム集１ページサイズ（4 色） 

（掲載頁は表 4 募集口数（1 口） 
120,000 円 

2 
広告 B5 版大会プログラム集１ページサイズ（1 色） 

（掲載頁は表 2） 募集口数（1 口） 
100,000 円 

 

3 
広告 B5 版大会プログラム集１ページサイズ（1 色） 

（掲載頁は表 3） 募集口数（1 口） 

 

100,000 円 

 

4 
広告 B5 版大会プログラム集 1 ページサイズ（1 色） 

（掲載後付） 募集口数（10 口） 

 

50,000 円 

 

5 
広告 B5 版大会プログラム集１/2 ページサイズ（1 色） 

（掲載後付） 募集口数（20 口） 

 

30,000 円 

注 1）掲載頁の表 4、表 2、表 3 に関しては、お申込多数の場合、先着順とさせていただきま

すのでご了承ください。 

注 2）表 4（裏表紙）、表 2（表表紙の裏）、表 3（裏表紙の裏）となります。

注 3）後付の場合、掲載場所に関しては主催者に一任いただきます。 

 
8. 広告申込締切：2022年 12月 23日(金)（予定） 

 
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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  

 

10. 版下送付締切および送付先 

（ア）版下送付締切：2022年 12月 23日(金)（予定） 

（イ）版下送付先：株式会社プロコムインターナショナル  

注）版下は完全版下（可能な限り電子データまたは紙焼き）でご送付ください。 

 

11. 広告料振込先 

<振込先> 

銀行名：七十七銀行 大学病院前店 

預金種目：普通預金 

口座番号：５０２４９６４ 

名 義：第１２８回日本解剖学会総会・全国学術集会 会頭 大和田 祐二 

    ﾀﾞｲ128ｶｲﾆﾎﾝｶｲﾎﾞｳｶﾞｯｶｲｿｳｶｲ ｾﾞﾝｺｸｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｶｲﾄｳ ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
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お申込み受領次第、請求書をご送付致します。 

注）広告料は原則、上記指定口座へ大会前にお振込みください。 
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第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜ＨＰバナー広告募集要項＞ 
1. 掲載場所：第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会ホームページ  

トップページ内 

https://www.procomu.jp/anat2023/ （2022年3月開設予定） 

 

 

2. 掲載期間：掲載申込以降（ 2022年 4月～2023年 3月末日 ） 

 
3. 広告原稿サイズ：天地 33 左右 160 pixels 

 

4. 掲載料：50,000 円（税込） 

 

5. 募集数：5 社 

 
6. 申込方法： 

別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。 

お申込み後に、掲載用のバナーデータ、およびリンク先の URL をメールにてご送付

ください。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  
 

7. 広告申込・データ締切：2022 年 12 月 23 日(金)（予定） 

 
8. 広告料振込先： 

<振込先> 

銀行名：七十七銀行 大学病院前店 

預金種目：普通預金 

口座番号：５０２４９６４ 

名 義：第１２８回日本解剖学会総会・全国学術集会 会頭 大和田 祐二 

    ﾀﾞｲ128ｶｲﾆﾎﾝｶｲﾎﾞｳｶﾞｯｶｲｿｳｶｲ ｾﾞﾝｺｸｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｶｲﾄｳ ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 

お申込み受領次第、請求書をご送付致します。 

 

注）広告料は原則、上記指定口座へ大会前にお振込みください。 
 

（連絡先）第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会運営担当

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3 丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：anat128@procom-i.jp 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
mailto:anat128@procom-i.jp
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第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜口演会場内正面スクリーン投影広告要項＞ 

 
本学会の口演会場の正面スクリーンにスライドショーやビデオの 

コンテンツを期間中のセッション間の休憩時間及び幕間に投影（各社 1 分間）します。 

 

1. 投影場所：本学術集会口演会場正面スクリーン 

（注）口演会場にて同じ映像用コンテンツの投影を予定しておりますが、プログラム編成等

により会場数は変更になる可能性がございますのでご了承ください。 

 

２.投影時間：各セッション間の休憩時間または幕間（各社 1 分間） 

各セッションとセッションの幕間を 10 分程度設定して 3 日間の放映回数を見込んでおりま

す。ただ、応募演題数、またセッションの進行具合により必ずしもその放映回数が確保で

きるかどうかは確約できかねますことをご了承ください。 

 

３．投影用コンテンツ作成及び媒体について： 

１）Power Point で作成される場合は 1 分以内で自動送りで設定されているコンテンツとし

てください。Power Point は、Windows 版 Power Point 2016, 2019 で作成されたものに限り

ます。 

２）Windows10 と最新のMedia Player の初期コーデックで再生可能なビデオファイル 

（WMV 形式推奨) のみとします。 

３）画像の解像度は XGA (1024×768 ピクセル) です。 

４）投影データはメディア (CD-R または USB フラッシュメモリ) をお持込みいただくか、 

PC 本体をご持参ください 

注１）上記に該当しない場合は運営事務局に事前にご相談ください。 

注２）投影用コンテンツは事前に主催者の確認が必要となります。詳細は別途ご連絡

いたします。 

 

４． 広告料： 150,000 円（税込）  

５． 募集数：5 口 

６．申込方法： 

別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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  

７． 広告申込・データ締切: 2022年 12月 23日(金)（予定） 

 ８． 振込先 

銀行名：七十七銀行 大学病院前店 

預金種目：普通預金 

口座番号：５０２４９６４ 

名 義：第１２８回日本解剖学会総会・全国学術集会 会頭 大和田 祐二 

    ﾀﾞｲ128ｶｲﾆﾎﾝｶｲﾎﾞｳｶﾞｯｶｲｿｳｶｲ ｾﾞﾝｺｸｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ ｶｲﾄｳ ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 

お申込み受領次第、請求書をご送付させていただきます。 

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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
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９． 口演会場正面スクリーンでの広告投影イメージ 

注）下記はイメージ図です。実際の投影画面とは異なりますのでご了承ください。 
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第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜ネームカード用ストラップとホルダー協賛募集要項＞ 

 

本学術集会の参加者に配布するネームカード用ストラップとホルダーの協賛会社を下記のよ

うに募集いたします。 

 

１． ネームカード用ストラップとホルダーの提供 

協賛会社様の負担によりご提供おねがいします。デザイン、形状等は事前に主催者側に

ご相談ください。 

 

２． 配布対象者とご提供希望個数 

本学会参加者を対象といたしまして 1300 個を希望いたします。 

 

３． 配布場所 

学会総合受付にて参加者に配布予定です。 

 

４． 募集数 

1 社限定 

 

５． 申込方法： 

別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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  

６． 申込み締切日：2022年 12月  23 日(金)（予定） 

 ７． 納品日と納品場所： 

・納品日 2023年 2月 28日(火)（予定） 

・納品場所 大会事務局 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
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第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜ドリンク寄付募集要項＞ 
 

 

学会名： 第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

 
会期： 2023年 3月 18日（土）～ 20日（月） 

 

会頭：大和田 祐二 
(東北大学大学院 医学系研究科 器官解剖学分野) 

 
学会会場： 東北大学 川内キャンパス 

 

展示会場： 東北大学 川内キャンパス 

 

参加人 数 ： 1200 名（予定） 

提供依頼社数： 約 2 社 

提供希望本数： 500 本/ 社 

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。 

 
申込締切： 2022年 12月 23日(金)（予定） 

申込方法： 別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。 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  

以上 
 

 

（連絡先）第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会運営担当

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3 丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：anat128@procom-i.jp 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
mailto:anat127@procom-i.jp
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第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会 

＜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。 

 

【  https://procom-i.jp/anat2023sponsor/  】  

 

 
注）後日、別枠の協賛をお申込みされる場合も、同様に上記サイトよりお申込みくださ

い。（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場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（連絡先）第 128 回日本解剖学会総会・全国学術集会運営担当 

株式会社プロコムインターナショナル 

〒135-0063 東京都江東区有明 3 丁目 6 番地 11 TFT ビル東館 9 階 

TEL：03-5520-8821 FAX：03-5520-8820 

E-mail：anat128@procom-i.jp 

https://procom-i.jp/anat2023sponsor/
mailto:anat127@procom-i.jp

