
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26回日本医療情報学会春季学術大会  

シンポジウム 2022 in せとうち 

共 催 趣 意 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   期：令和 4年（2022年）6月 30日（木）〜2022年 7月 2日（土） 

会   場：岡山コンベンションセンター 

開催形式 ：ハイブリッド開催 

大 会 長：横井 英人 

（香川大学医学部附属病院 医療情報部 教授） 
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各 位 

 

謹啓 時下ますますご清栄の段、心よりお慶び申し上げます。 

 平素は格別なるご支援とご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度「第 26 回日本医療情報学会春季学術大会 シンポジウム 2022 in せとうち」

を令和 4 年 6月 30 日（木）〜2022 年 7 月 2 日（土）の 3 日間、岡山市の岡山コンベンション

センターにて開催させていただくこととなりました。 

本大会は、日本医療情報学会が行う定期的な学術集会であり、医療情報に関する大量のデ一

タ収集や解析についての最新の情報交換の場を提供することを目的として、学術研究の進歩を

発表し、意見交換を行います。特に若い研究者にとって登竜門としての意義は大きく、大学院

生およびその指導教員など、全国より 1500名余りの参加者が見込まれています。会場は JR岡

山駅前の交通至便な場所です。 

学術大会は本来参加者の会費により運営されるべきではありますが、昨今のコロナ禍に於い

て、ハイブリッド開催の必要があり、遺憾ながら参加費だけでは十分な運営が難しいのが実状

でございます。諸般の事情は厳しい時期ではございますが、本会の趣旨に深いご理解を賜りま

して、何卒共催セミナーの開催を賜りたく謹んでお願い申し上げます。 

なお、日本製薬工業協会および日本医療機器産業連合会が設けた「企業活動と医療機関等の

関係の透明性ガイドライン」の趣旨に賛同し、ガイドラインに基づく情報公開の実施について

承諾いたします。 

 末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心より祈念いたします。 

謹白 
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■会議名称：第 26回日本医療情報学会春季学術大会 

 

■テーマ名：ビッグデータ再考 －現在・過去・未来－ 

 

■会  期：令和 4年 6月 30日（木）〜7月 2日（土） 

 

■会  場：岡山コンベンションセンター 

〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 14番 1号 

TEL：086-214-1000 

 

■参加者数：約 1,500名 

 

■大会長：横井 英人（香川大学医学部附属病院 医療情報部 教授） 

                   

 

■予定プログラム： 

 ・チュートリアル 

 ・特別講演 

 ・ポスターセッション 

 ・大会企画セッション 

 ・一般講演 

 ・共催セッション(ランチョンセミナー、スイーツセミナー) 

  

■主催事務局：香川大学医学部附属病院 医療情報部  

       〒761-0793 香川県木田郡三木町大字池戸 1750-1 

TEL：087-891-2382  FAX：087-840-2601 

 

 

■運営事務局： 株式会社メッド  担当：和食（わじき）・大橋 

〒701-0114 岡山県倉敷市松島 1075-3 

TEL：086-463-5344 FAX：086-463-5345 

E-mail：jami2022@med-gakkai.org 

 

開 催 概 要 
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■共催セミナー 開催概要 

 ・共催名称： 共催 第 26回日本医療情報学会春季学術大会 

貴社名 

・ 開催日時（予定）： 

ランチョンセミナー1～3  令和 4年 7月 1日（金）60分間 

ランチョンセミナー4～6  令和 4年 7月 2日（土）60分間 

スイーツセミナー1    令和 4年 7月 1日（金）60分間 

スイーツセミナー2    令和 4年 7月 2日（土）60分間 

 

会場：岡山コンベンションセンター 3F コンベンションホール、2F レセプションホール、 

                 1F イベントホール東 

■開催日および共催費 

※現地席数とお弁当の個数は異なります 

セミナー 開催日 開催会場 
WEB 視聴数 

(予定) 

現地席数 

（予定） 
共催費（税込） 

ランチョンセミナー1 7月 1日（金） コンベンションホール 約 500名 約 500席 

550,000円 

ランチョンセミナー2 7月 1日（金） レセプションホール 約 500名 約 250席 

ランチョンセミナー3 7月 1日（金） イベントホール東 約 500名 約 200席 

ランチョンセミナー4 7月 2日（土） コンベンションホール 約 500名 約 500席 

ランチョンセミナー5 7月 2日（土） レセプションホール 約 500名 約 250席 

ランチョンセミナー6 7月 2日（土） イベントホール東 約 500名 約 200席 

スイーツセミナー1 7月 1日（金） レセプションホール 約 500名 約 250席 

スイーツセミナー2 7月 2日（土） レセプションホール 約 500名 約 250席 

 

■共催費内訳 

  １．共催費に含まれるもの 

項目 数量 備考 

講演会場費 1会場  

会場附帯設備・備品、WEB配信用機材 一式 机、椅子、ステージ、音響・照明 

講師控室 1室  

スクリーン 1枚 メイン 

プロジェクター 1台 メイン 

液晶モニター 各 1台 座長、講師用 

レーザーポインター 1本 演者用 

手元ライト 各 1本 座長、講師、進行用 

マイク 各 1本 座長、講師、進行・質疑用 

PCオペレーター、PC 受付 各 1名  

ミネラルウォーター 各 1本 登壇者用 

抄録集掲載・編集費 一部負担  

共催セミナー 募集要項 
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２．共催費には含まれず別途ご負担いただくもの（※） 

項目 備考 

参加者用弁当、軽食 
ランチョンセミナー、スイーツセ

ミナー、 

交通費・宿泊費・謝金 座長、講師、他 

座長、講師の飲食 控室内 

運営スタッフ 
弁当・資料等の配布・回収、 

座長・講師へのお水だし 等 

アナウンス 会場内 

広報印刷物 案内看板、チラシ等 

WEB配信リハーサル(ZOOM登壇の場合) WEB環境確認他 

録画・録音、同時通訳機材・設備、 

その他学会基本仕様以外のもの 
 

※上記２の費用負担に際し共催社規定が関係する場合は、必ず申込期日までに申込書にて

運営事務局までお知らせください。ご連絡いただきました内容は主催事務局に報告のうえ、

対応を協議いたします。申込期日以降の変更や申込書以外でのご連絡には対応できかねる

場合がございますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

■申込方法 

本募集要項の内容をご確認のうえ、別紙の『共催セミナー申込書』に必要事項をご記入い

ただき、主催事務局宛に FAXにてお送りください。 

申込み締切：令和 4年 2月 4日（金） 

 

■セミナー内容 

セミナーテーマ、座長、演者については、共催社と主催事務局での協議のうえ、決定させ

ていだきます。ご希望のセミナー内容を申込書にご記入ください。なお、詳細が未定の場

合は記入欄に「未定」とご記入ください。 

 

■会場決定 

募集にあたり、ご希望のセッションが重なる可能性がございます。 

セッションの決定については、申込書の開催希望欄を参考のうえ、当番世話人一任とさせ

ていただきますので、予めご了承ください。 

 

 

共催セミナー 募集要項 
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■スケジュール（予定） 

 2022年（令和 4年） 2月 4日 申込み締切 

   主催者と共催企業間で、役割・費用負担の分担を協議 

      〃     3月中旬 共催セミナー（プログラム概要）正式決定 

   共催費請求書の発送 

     〃     5月下旬 当日手配関係(控室飲食準備等)のご案内 

                （発注書の送付） 

           〃      5月末日 共催費入金締め切り     

         〃 学会終了後 当日手配関係の請求書送付 

 

 

■共催費お振込み先 
お申込後、請求書を発行いたしますので、令和 4年 5月末日までにお振込みください。 

請求書発行まではお振込なさらないようお願いいたします。 

また、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。 

 

銀 行 名：百十四銀行  

支 店 名：医大前出張所支店（店番：３１４） 

口 座 名：JAMI2022Sympo 代表者 横井 英人 

フリガナ：ジャミニーゼロニーニーシンポ ヨコイ ヒデト 

口座番号：０２１２４２３ 

 

 

 

 

■申込書送付先・問合せ先 

第 26回日本医療情報学会春季学術大会 

運営事務局：株式会社メッド  担当：和食（わじき）・大橋 

〒701-0114 岡山県倉敷市松島 1075-3 

TEL：086-463-5344 FAX：086-463-5345 

E-mail：jami2022@med-gakkai.org 
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