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ご挨拶 

 

 このたび「第 61 回日本生体医工学会大会」を 2022 年 6 月 28 日（火）～30 日（木）、新潟市の信濃

川河口に面し、雄大な日本海と佐渡を一望できる朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）において開

催される運びとなりました。大会テーマは「新時代に向けた生体医工学」といたしました。 

 新時代に向けた生体医工学の分野としては、例えば組織工学、ウェアラブルデバイス、ロボット支援手

術・リハビリテーション、ナノロボット、バーチャルリアリティ、prime editing、organ-on-a-chip 等、

様々な研究開発トレンドがあげられます。本学会は益々新たなチャレンジングな研究開拓に進むものと

確信しています。そして、第 61 回大会は after コロナの段階に入り、久しぶりの対面型の学会形式にな

っていることと期待しております。 

 本大会の事務局である新潟大学工学部人間支援感性科学プログラムは、工学・医学・芸術・スポーツ・

保健学を取り入れた先進的な教育・研究組織です。新潟大学全学としても文理横断型の新たな学部、大学

院の構築を進めています。また、新潟県には長岡科学技術大学、新潟工科大学、新潟医療福祉大学、日本

歯科大学等の研究者が生体医工学の先端研究に取り組んでいます。そこで第 61 回大会は、新潟の特徴を

生かしたセッションも企画する予定です。 

 本大会の開催には、参加者からの参加登録費や各助成金等にてまかなわれるべきものではございます

が、準備から当日の運営には多額の費用を要します為、関連企業の方々からの浄財のご援助なくしては

厳しい状況にございます。つきましては、本大会の趣旨をご理解いただきまして、格別なるご高配を賜れ

ましたら幸甚に存じます。 

本来なら、直接お願い申し上げるべきところですが、書中をもって失礼いたします。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念いたします。 

  

  

 

  

 

第 61 回日本生体医工学会大会  

大会長 坂本 信 

新潟大学理事・副学長（医学部保健学科) 

 

 

 

 

 



2 

 

開催概要 

 

１．学会の名称     

第 61 回日本生体医工学会大会（https://jsmbe2022.com/） 

 

２．学会の会期     

2022 年 6 月 28 日（火）～30 日（木） 

 

３．大会長     

第 61 回日本生体医工学会大会 

坂本 信（新潟大学理事） 

 

４．開催場所 

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島 6-1） 

 

５．参加人数 

約 800 人 

 

６．プログラム（予定） 

特別講演、シンポジウム、ワークショップ、パネルディスカッション、オーガナイズドセッショ

ン、一般口演、ポスター発表、各種セミナー、市民公開講座 医学・工学分野に関する医療機器の

展示、工学機器の展示、書籍等の展示 

 

７．募集内容（詳細は、次ページ以降の各募集要項をご確認ください） 

① 寄附金募集         申込締切 2022 年 6 月 24 日（金） 

② プログラム・抄録集広告募集     申込締切 2022 年 5 月 30 日（月） 

③ 企業展示募集      申込締切 2022 年 5 月 30 日（月） 

④ 書籍展示       申込締切 2022 年 5 月 30 日（月） 

⑤ 共催セミナー（ランチョンセミナー） 申込締切 2021 年 12 月 10 日（金） 

 

 

 

 

https://jsmbe2022.com/
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8．組織委員  

 

【大会長】 第 61 回日本生体医工学会大会 

 坂本 信 新潟大学理事 

   

【実行委員長】 堀潤一 新潟大学工学部 

   

【実行委員】 前田義信 新潟大学工学部 

  飯島淳彦 新潟大学工学部 

 岩城護 新潟大学工学部 

 棚橋重仁 新潟大学工学部 

 林智彦 新潟大学工学部 

 中村有花 新潟大学工学部 

 谷藤理 新潟大学医歯学総合病院 

 小林公一 新潟大学医学部保健学科 

 坂井さゆり 新潟大学医学部保健学科 

 李鎔範 新潟大学医学部保健学科 

 塩野谷明 長岡技術科学大学 

 村上肇 新潟工科大学 

 伊藤建一 新潟工科大学 

 石井雅子 新潟医療福祉大学 

 亀田剛 日本歯科大学 
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申込フォームＱＲコード 

 

9．収支予算  

 

第 61 回日本生体医工学大会 収支予算書 

 

（収入）                          単位：円 

項目 金額 

参加費 11,860,000 

学会本部（開催準備金） 3,000,000 

財団・寄附金 3,800,000 

協賛金 4,184,000 

合計 22,844,000 

 

 

（支出）                          単位：円 

項目 金額 

会場費 5,800,000 

制作・印刷費 2,950,000 

通信・運搬費 100,000 

謝礼・交通費 800,000 

当日運営費 6,654,000 

情報交換会費 1,350,000 

事務局費 4,650,000 

雑費 540,000 

合計 22,844,000 

 

 

１０．お申込み・お問合せ先 

第 61 回日本生体医工学会大会 運営事務局 担当：上田・大城 

〒939-8063 富山市小杉 120（株式会社ＰＣＯ内） 

TEL：076-461-7028 Ｅ-mail： jsmbe@pcojapan.jp 

大会 HP： https://jsmbe2022.com/ 

 

 

mailto:jsmbe@pcojapan.jp
https://jsmbe2022.com/
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申込みフォーム QR コード 

寄附金募集要項 

 

1. 募金の名称 

 

2. 目標金額 

 

3. 募金使用用途 

 

4. 募集の対象先 

 

5. 募集期間 

 

6. 寄附金の申込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 寄附金振込先 

 

 第 61 回日本生体医工学会大会 

 

1,000,000 円 

 

第 61 回日本生体医工学会大会の運営費用 

 

製薬関連企業、医療・工学機器関連企業、その他の企業 

 

2021 年 9 月 1 日～2022 年 6 月 24 日 

 

本募金趣意書にご賛同・ご支援いただけます際は、 

お手数ながら大会ホームページの「協賛募集のご案内」 

にあります、お申込みフォームよりお申し込み下さい。 

右記のＱR コードからもお申し込み可能です。 

 

【寄附金申込書送付先及びお問合せ先】 

第 61 回日本生体医工学会大会 運営事務局 

〒939-8063 富山市小杉 120（株式会社ＰＣＯ内） 

TEL : 076-461-7028    E-mail : jsmbe@pcojapan.jp 

担当：上田、大城 

 

下記指定銀行口座にお振込みいただきますようお願い申し上げます。 

銀 行 名：北陸銀行 

支 店 名：越前町支店 

口座番号：普通 6062016 

口座名義：第 61 回日本生体医工学会大会運営事務局 

   （ダイロクジュウイッカイニホンセイタイイコウガッカイタイカイ 

ウンエイジムキョク） 

※振込み手数料はご負担ください。 

 

8. 学会の目的と寄附を必要とする理由  

  本学会は、医学・生物学に理工学技術を取り入れて、有効な診断・治療技術

を創出して臨床現場に届ける生体医工学、生体磁気に関する学術・研究活動

を振興し、医療機器や医薬品の研究開発者、臨床工学士などの人材を輩出し、

医療の進歩、健康社会の構築に貢献することを使命とする学会です。 

本大会の開催には、参加者からの参加登録費や各助成金等にてまかなわれる

べきものではございますが、準備から当日の運営には多額の費用を要します

為、関連企業の方々からの浄財のご援助なくしては厳しい状況にございます。

つきましては、本大会の趣旨をご理解いただきまして、格別なるご高配を賜

れましたら幸甚に存じます。 

 

9. 募集にあたり  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、

医療機関及び医療関係者等に対する研究費、寄附、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、貴社と当学

会との学会共催費用に関し、当該ウェブサイトで公開されること（開示形式：

第 61 回日本生体医工学大会：○○○○○○○円）に同意します。 

 

mailto:jsmbe@pcojapan.jp
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申込フォームＱＲコード 

プログラム・抄録集 広告募集要項 

 

1. 広告媒体  第 61 回日本生体医工学会大会 プログラム・抄録集 

 

2. 掲載要項  １） サイズ：A４ 1 頁または 1/2 頁 

２） 印刷部数：1,300 部(予定)   

※プログラムは冊子，抄録集は PDF となります。 

３） 広告料金 

表２ 表表紙裏（カラー） 132,000 円（税込） 1 社 

表３ 裏表紙裏（カラー） 110,000 円 (税込)  １社 

表４ 裏表紙（カラー）  165,000 円（税込） 1 社 

後付 1 頁（モノクロ）   88,000 円（税込）  4 社 

後付 1/2 頁（モノクロ）   55,000 円（税込） 10 社 

４） 募集金額：1,309,000 円（税込） 

５） 作成費用：印刷費 1,400,000 円（税込） 

 

3. 申込方法  大会ホームページの「協賛募集のご案内」にあります、 

お申込みフォームよりお申し込み下さい。 

右記のＱR コードからもお申し込み可能です。 

 

 

4. 申込締切  2022 年 5 月 30 日（月）  

※お申込み後の取消は原則として受付けません 

 

5. 原 稿 入 稿 締 切  2022 年 5 月 30 日（月）  

原稿は完全版下（デジタルデータ：印刷用 PDF または、Adobe Illustrator） 

を、運営事務局までメールにてお送りください。 

 

6. 支払方法  フォーム受付後、請求書を発行いたします。お支払い期限までに、 

下記指定銀行口座にお振込みいただきますようお願い申し上げます。 

支払期限：2022 年 5 月 30 日（月） 

銀 行 名：北陸銀行 

支 店 名：越前町支店 

口座番号：普通 6062016 

口座名義：第 61 回日本生体医工学会大会運営事務局 

   （ダイロクジュウイッカイニホンセイタイイコウガッカイタイカイ 

ウンエイジムキョク） 

 

※振込み手数料はご負担ください。 

 

7. お問合せ先  第 61 回日本生体医工学会大会 運営事務局 

〒939-8063 富山市小杉 120（株式会社ＰＣＯ内） 

TEL : 076-461-7028    

E-mail : jsmbe@pcojapan.jp 

担当：上田・大城 

 
 

 

mailto:jsmbe@pcojapan.jp
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申込フォームＱＲコード 

企業展示募集要項 

 

1. 出展対象 

 

 医療機器、検査機器、医薬品他 

2. 出展料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 単価：132,000 円（税込）   

募集：10 社（スペースに限りがありますので、先着順とさせいただきます） 

小間サイズ：W1.8m×D0.4m×H2.1（予定） 

※基礎小間には、バックパネル、社名板等が設置されております。 

（下記基礎仕様図参照） 

 

3. 申込方法  大会ホームページの「協賛募集のご案内」にあります、 

お申込みフォームよりお申し込み下さい。 

右記のＱR コードからもお申し込み可能です。  

 

 

4. 申込締切 

 

 2022 年 5 月 30 日（月）  

※お申込み後の取消は原則として受付けません。 

 

5. 支払方法  フォーム受付後、請求書を発行いたします。お支払い期限までに、 

下記指定銀行口座にお振込みいただきますようお願い申し上げます。 

支払期限：2022 年 5 月 30 日（月） 

銀行名：北陸銀行 

支店名：越前町支店 

口座番号：普通 6062016 

口座名義：第 61 回日本生体医工学会大会運営事務局 

（ダイロクジュウイッカイニホンセイタイイコウガッカイタイカイ 

ウンエイジムキョク） 

※振込み手数料はご負担ください。 

 

6. お問合せ先  第 61 回日本生体医工学会大会 運営事務局  

〒939-8063 富山市小杉 120（株式会社ＰＣＯ内） 

TEL : 076-461-7028     

E-mail : jsmbe@pcojapan.jp 

担当：上田・大城 

 

【基礎小間に含まれるもの】 

バックパネル：W900×H2100(予定) 

展示台（白布付）：W1800×D450×H700 

社名版：W900×H200 

※電気工事費、電気使用料は別途お申し込 

みが必要です。運営事務局にお知らせください。 

 

 

mailto:jsmbe@pcojapan.jp
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企業展示 確認事項 

 

・小間割の決定 

展示の出展申込受付後、出展物の種類、形状、小間数等を考慮の上、主催者にて決定させていただきま 

す。 

 

・出展物／外国出展物 

出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。 

また、展示会場は保税展示場にはいたしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、 

又は、ATA カルネの制度をご利用ください。 

 

・薬事法未承認品の展示について 

運営事務局へお問い合わせ下さい。 

 

・出展者へのご案内 

出展者説明会は行いません。開催の 1 ヶ月前頃に小間割、搬入、管理などについて詳細をご連絡いた 

します。什器・照明器具などのリースもこの時にご案内します。 

 

・出展物の販売の禁止 

会期中現金と引き換えに出展物を引き渡すことは禁止します。但し、当方の認めたものは限定的に許 

可する場合があります。 

 

・会場の管理 

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理に当たりますが、天災、その他の不可抗力によ 

り事故、盗難、紛失及び小間内における人的災害の発生については責任を負いません。 

 

・会期・開場時間の変更 

やむを得ない事情により会期及び開場時間を変更する場合があります。この変更を理由として出展申 

込を取り消すことはできません。また、これによって生じた損傷は保障しません。 

 

・本会議への参加資格について 

出展者に対しては、第 61 回日本生体医工学会大会及び関連プログラムへの参加資格はありません。 

学会プログラムに参加希望の方は運営事務局までお問い合わせ下さい。但し、展示会場内への出展社 

の入場制限はありません。 
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申込フォームＱＲコード 

書籍展示募集要項 
 
 

1. 出展料金 

 

 

 

 

 

 

 単価：11,000 円（税込）   

募集：5 社（スペースに限りがありますので、先着順とさせいただきます） 

展示机（W1,800mm×D600mm×H700mm）1 台あたり 

【基礎小間】事務局が準備する展示基礎小間は下記の通りです。 

・展示机用テーブルクロス 

・電気 500W まで無料 

※上記以外の装飾、電気配線など一切は出展社各位でご負担いただきます。 

※備品および電気器具を使用される場合は展示申込書にご記入ください。 

2. 申込方法  大会ホームページの「協賛募集のご案内」にあります、 

お申込みフォームよりお申し込み下さい。 

右記のＱR コードからもお申し込み可能です。 

 

 

3. 申込締切 

 

 

 2022 年 5 月 30 日（月） 

※お申込み後の取消は原則として受付けません  

 

4. 支払方法  フォーム受付後、請求書を発行いたします。お支払い期限までに、 

下記指定銀行口座にお振込みいただきますようお願い申し上げます。 

支払期限：2022 年 5 月 30 日（月） 

銀行名：北陸銀行 

支店名：越前町支店 

口座番号：普通 6062016 

口座名義：第 61 回日本生体医工学会大会運営事務局 

   （ダイロクジュウイッカイニホンセイタイイコウガッカイタイカイ 

ウンエイジムキョク） 

※振込み手数料はご負担ください。 

 

5. その他  1）出展場所の決定については、事務局に一任いただきますようお願い申し上げます。 

2） 各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・ 

災害の責任について、主催者では一切負いませんのでご了承ください。 

3） 搬入・搬出やオプションの申込については、後日、運営事務局より別途 

ご案内いたします。 

 

7. お問合せ先  第 61 回日本生体医工学会大会 運営事務局 

〒939-8063 富山市小杉 120（株式会社ＰＣＯ内） 

TEL : 076-461-7028     

E-mail : jsmbe@pcojapan.jp 

担当：上田、大城 

 

 

 

 

 

mailto:jsmbe@pcojapan.jp
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申込フォームＱＲコード 

共催セミナー（ランチョンセミナー）募集要項 

会場 席数 
6 月 28 日（火） 

共催費（税込） 

6 月 29 日（水） 

共催費（税込） 

6 月 30 日（木） 

共催費（税込） 

朱鷺メッセ 

４階国際会議室 
約 200 席 550,000 円 550,000 円 550,000 円 

 

1. 共催費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ランチョンセミナー：550,000 円（税込）   

募集：3 社（先着順とさせいただきます） 

上記料金には、以下の費用が含まれております。 

・講演会場費 

・控室使用料×1 室 

・機材費 （大会で使用している設置済みの機材） 

・音響照明関係費 (大会で使用している設備） 

・舞台設備費（大会で使用している設備） 

※運営スタッフは含まれておりません。 

2. 申込方法  大会ホームページの「協賛募集のご案内」にあります、 

お申込みフォームよりお申し込み下さい。 

右記のＱR コードからもお申し込み可能です。 

 

4. 申込締切 

 

 

 2021 年 12 月 10 日（金）   

※お申込み後の取消は原則として受付けません 

 

5. 支払方法  フォーム受付後、請求書を発行いたします。お支払い期限までに、 

下記指定銀行口座にお振込みいただきますようお願い申し上げます。 

支払期限：2021 年 12 月 27 日(金) 

銀行名：北陸銀行 

支店名：越前町支店 

口座番号：普通 6062016 

口座名義：第 61 回日本生体医工学会大会運営事務局 

   （ダイロクジュウイッカイニホンセイタイイコウガッカイタイカイ 

ウンエイジムキョク） 

※振込み手数料はご負担ください。 

 

6. その他  1）お申込み後、運営事務局より請求書を送付いたします。 

期日までに指定口座にお振込をお願いいたします。 

2）座長・演者・セミナータイトルなど 

  貴社の予定タイトル・座長･演者を、申込書にご記入ください。 

座長・演者・テーマについては、ご希望を運営事務局宛にご連絡のうえ、 

会長の承認後に、座長と演者へのご依頼をお願いいたします 。 

3）会場運営 

  セッションの運営は貴社にてお願いします。（弁当･資料配布、アナウン 

ス･進行係・照明 等は貴社にてご準備ください。） 

4）会場前看板 

ご希望により、学術集会統一書式のものを作成いたします。 

（オプション）後日お送りする「実施要項 」にてお申し込みください。 
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5）備品の管理および事故 

①セミナーで使用する備品等の管理は申込企業が責任を負うものとし、 

盗難･紛失･損傷等について、主催者は補償を含めた一切の責任を負い 

かねますので、各社にて保険に加入するなどの措置をとってください。 

②申込企業の行為により事故が発生したときは、当該申込企業の責任に 

おいて解決するものとし、主催者はこれに対し一切責任を負いません。 

6）告知 

  原稿、告知方法、告知媒体を事前に運営事務局にご連絡ください。 

 

8. お問合せ先 

 

 第 61 回日本生体医工学会大会 運営事務局 

〒939-8063 富山市小杉 120（株式会社ＰＣＯ内） 

TEL : 076-461-7028     

E-mail : jsmbe@pcojapan.jp 

担当：上田・大城 

 

 

 

 

 

mailto:jsmbe@pcojapan.jp

