
 

医学生物学電子顕微鏡技術学会
第38回学術講演会

電顕技術再発見  ーわくわくドキドキする電顕技術ー

開催趣意書

商業展示・広告掲載・賛助のお願い 

会期：2022年11月12日（土）、13日（日）
会場：朝日大学（岐阜県瑞穂市穂積）

主催 医学生物学電子顕微鏡技術学会 
Japanese Society of Electron Microscopy Technology for Medicine and Biology 

学会ホームページ http://emtech.jp/ 



ご挨拶 

謹　啓 

貴社におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は医学生物学電子顕微鏡技術学会
の活動に対し格段のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、第38回学 術講演会および総会を朝日大学（岐阜県瑞穂市穂積）にて開催する運びとなりました。

本学会は、医学生物学における電子顕微鏡技術の向上と維持発展に寄与することを目的に、「電子顕微鏡
技術者交流会」として発足し、その後「医学生物学電子顕微鏡技術学会」と改名しました。平成17年に有限
責任中間法人「医学生物学電子顕微鏡技術学会」として登録し、平成20年に一般社団法人「医学生物学電子
顕微鏡技術学会」に移行し、現在に至っております。電子顕微鏡技術を通して広範な学問領域の研究者の交
流の場として発展してきました。他にもシンポジウムや技術研修ならびに実技講習会も定例事業として開催
致しております。
また、約35年前に、当時の厚生省 WHO技術移転プロジェクトからの要請を受け、アジア近隣諸国との医
学生物学における電子顕微鏡を主とする学術ならびに電子顕微鏡技術の交流の場として国際医学生物学電子
顕微鏡シンポジウム (International Symposium on Electron Microscopy in Medicine and Biology: ISEM) をこ
れまでに7回開催し、国際的な学術交流を行っております。さらに、定期的に学会誌を発行し、学術書、技
術書、一般向けの図鑑や写真集の企画編集と数多くの書籍を発刊でぃてきました。また、将来の科学者育成
として、小・中学生や一般の方々を対象とした日本科学未来館での体験学習会を皮切りに、全国各地区の科
学館等にて、光学顕微鏡や電子顕微鏡等を用いたミクロの体験観察会を実施し、父兄にも興味を持って頂く
ようミクロの写真展や公開講演会等も開催してまいりました。既にこれらの参加者から医師や歯科医師、臨
床検査技師や看護士等を含む研究者として立派に活躍されている方も多く、本学会活動理念の一つである社
会貢献活動として、科学技術の伝承（継承）に役立っていると考えております。 
本学会が、持続的に活動を続けさせていただけますのも、皆様方関係ご各位のご支援の賜物と存じます。
第38回学術講演会を開催するにあたり、今まで蓄積してきた技術と知見を“質”として各分野に届けることを
目的とした「わくわくドキドキする電顕技術（わくドキ電顕技術）」をテーマに掲げました。 
本学会の活動は会費収入を基本に運営しておりますが、学会をさらに活性化させ、その目的をより一層効
果的に実現するため、本学会に関連の深い企業・団体の皆様にご支援を頂いております。ご協力戴きました
際には、有効かつ厳粛な予算執行をさせて頂くことを確約致します。また、講演予稿集やホームページ等に
その御厚情に対し深謝の意を明記させていただきたいと考えております。 
つきましては、本学会趣旨にご理解とご賛同をいただき、ご協力を賜りますようご検討をお願い申し上げ
ます。 
 末筆ながら貴社・貴団体の益々のご繁栄をご祈念申し上げます。

謹　白

2022年２月吉日

　　医学生物学電子顕微鏡技術学会 第38回学術講演会実行委員会
　　会 長　永山 元彦 (朝日大学歯学部口腔病理学)
　　実行委員長　堀田 康明 (朝日大学歯学部口腔共同科学研究所)
　　実行委員一同



実行委員会

会長　   　　永山　元彦（朝日大学歯学部口腔病理学） 

実行委員長  　　堀田　康明（朝日大学歯学部口腔科学共同研究所） 

実行委員（会計責任者） 　　江原　道子（朝日大学歯学部口腔病理学） 

実行委員（五十音順） 

    岡田　英志（岐阜大学大学院医学系研究科 救急・災害医学分野） 

    落合　隆永（朝日大学歯学部口腔病理学） 

    高田ちひろ（岐阜大学大学院医学系研究科 救急・災害医学分野） 

    武井　史郎（中部大学応用微生物学部環境生物学科） 

    高橋　知里（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

    富田　弘之（岐阜大学医学系研究科 腫瘍制御学講座 腫瘍病理学分野） 

    中尾　寿奈（朝日大学歯学部口腔病理学） 

    松岡　太相（朝日大学大学院歯学研究科） 

    宮本　侑果（朝日大学大学院歯学研究科） 

    六車　香織（中部大学応用微生物学部） 

お問い合わせ先

実行委員会事務局　　朝日大学歯学部口腔病理学 （〒501-0296 岐阜県瑞穂市穂積1851）

学術講演会実行委員会事務局メールアドレス　38gakkaioffice@emtech.jp
　　



お申し込み方法  

同封の冊子に折り込み済みの各申し込み用紙または用紙をダウンロードし、に必要事項をご記入の上、下記
の 学術講演会実行委員会事務局まで電子メールでお送り下さい。 締め切り日等は各ご協力内容により異な
ります。 

◯広告掲載お申し込み  

先着順にて掲載頁の選択権を割り振りますので、お早めのお申し込みをお願い致します。原稿送付予定もご
連絡下さい。なお、広告媒体等、詳細は以下の通りです。 
1. 広告媒体名: 第38回学術講演会 抄録集  
2. 配布対象 : 学術講演会参加者ならびに学会員  
3. 発行部数 : 約200部 
4. 印刷体裁 : A4版、縦。カラー料金は別途要する場合がありますので事前にお問い合わせ下さい。  
5. 抄録広告掲載料:冊子に折込の申込書に記載の通り。 
6. 版下引き渡し方法:版組済みデジタルデータ(pdf.または画像ファイル)  
7.お申し込み締め切り日：2022年7月1日  
8. 版下送付締め切り日：2022年8月1日  
9. 掲載内容 

   表2(表紙裏)   1頁 60,000円 
   表3(裏表紙中側)  1頁 60,000円 
   表4(裏表紙外側)  1頁 60,000円 
   裏表紙見開き内側 後付  1頁 40,000円  
   後付(中折)   1頁 30,000円 
   後付 (中折)   1/2 頁 20,000円 

◯バナー広告お申し込み 

1. バナー募集数 8枠  
2. 掲載開始 2022年3月上旬予定 
3. 掲載期間 2022年5月から学術講演会終了後1ヶ月（予定）。「学会ホームページ」への継続掲載をご
希望の場合は、ご相談下さい。  
4. バナー掲載料：1枠1件につき20,000円（税込、前納） 
5. バナーの規格：縦100ピクセル×横200ピクセル（JPEG形式 100キロバイト以下） 
6. バナーの掲載  
内容を審査の上、先着順にて掲載いたします。 
バナー広告の内容およびそのリンク先のホームページの内容は、閲覧者に不利益を与えないものとします。 
また、広告内容に関する一切の責任は、広告主に帰属し、必ずしも本学会が推奨するものではありません。  
7. お申し込み方法：申込書（別紙）に必要事項をご記入の上、画像ファイルとともに学会事務局宛にメール
でお送 りください。また、「リンク先」のURLをお知らせください。  
8. お申し込み開始：2022年2月22日（火）　募集数が埋まり次第締め切り。 受付次第、速やかに学術講演
会ホームページに掲載させていただきます。



◯商業展示お申し込み  

お申し込み手続き後、詳細（電源、装置の搬入等）の打ち合わせを担当実行委員よりご連絡申し上げます。 

1卓 （約1,800×800mm）60,000円 

社名表示は各自ご用意ください。実行委員会に委託される場合は、別途実費をいただきます。 

お申し込み締め切り日：2022年9月30日（金）展示卓数が埋まり次第締め切り。  

◯ご賛助お申し込み  

ご賛助は1口 30,000円（何口でも結構です）でお願い致します。1口30.000円単位で金額を記載致しており
ますが、1口単位でなくとも差し支えございませんので、お申し込み用紙にご支援内容を記載戴ければ幸甚
です。 

お申し込み先: 

学術講演会実行委員会メールアドレス　38gakkaioffice@emtech.jp
実行委員会事務局　　朝日大学歯学部口腔病理学 （〒501-0296 岐阜県瑞穂市穂積1851)

お振込先：大垣共立銀行  穂積支店（店番　030）  普通　965676  名義：電顕技術学会38回実行委員会



賛助金 申込書  

医学生物学電子顕微鏡技術学会 第38回学術講演会実行委員会 御中  

 以下の通り賛助致します。  

  ・口数（1口 30，000円）：　　　　　　口 

  ・御社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・郵便番号：　　　　    

  ・ご住所： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・お電話番号：　　　　　　　　　　　　　  

  ・ご担当者氏名： 　　　　　　　　　　　　　 

  ・ご担当者 e-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　 

   

お振込先:  

  大垣共立銀行  穂積支店（店番　030）  普通　965676   
  名義：電顕技術学会38回実行委員会 



広告掲載申込書  

医学生物学電子顕微鏡技術学会 第38回学術講演会実行委員会 御中  

 以下の通り広告掲載を申し込み致します。  

  □  表2(表紙裏)   1頁 60,000円 
  □  表3(裏表紙中側)  1頁 60,000円 
  □  表4(裏表紙外側)  1頁 60,000円 
  □  裏表紙見開き内側 後付  1頁 40,000円  
  □  後付(中折)   1頁 30,000円 
  □  後付 (中折)   1/2頁 20,000円 

  ・御社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・郵便番号：　　　　    

  ・ご住所： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・お電話番号：　　　　　　　　　　　　　  

  ・ご担当者氏名： 　　　　　　　　　　　　　 

  ・ご担当者 e-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　 

    

 お振込先:  

  大垣共立銀行  穂積支店（店番　030）  普通　965676   
  名義：電顕技術学会38回実行委員会 



商業展示申込書 

医学生物学電子顕微鏡技術学会 第38回学術講演会実行委員会 御中  

 以下の通り広告掲載を申し込み致します。  

  ・出店コマ数（1卓　 60,000円）：（　　）卓 

  ・会社名表示（有料）   ：（要 ・ 不要） 
  ・電 源    ：（要 ・ 不要） 
  ・必要電源容量   ：（　　　）kVA 
   ・コンセント： 形式（設置機器が大型の場合: 　　)および必要口数（　　　） 
    寸法 ( 　　 ※電源設置等、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。） 
  ・1卓のサイズ：約1,800×800mm 

  ・御社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・郵便番号：　　　　    

  ・ご住所： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・お電話番号：　　　　　　　　　　　　　  

  ・ご担当者氏名： 　　　　　　　　　　　　　 

  ・ご担当者 e-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　 

   

 お振込先:  

  大垣共立銀行  穂積支店（店番　030）  普通　965676   
  名義：電顕技術学会38回実行委員会 



バナー広告申込書 

医学生物学電子顕微鏡技術学会 第38回学術講演会実行委員会 御中  

 以下の通りバナー広告を申し込みます。  

  ・掲載料：20，000円 

  ・御社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・郵便番号：　　　　    

  ・ご住所： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

  ・お電話番号：　　　　　　　　　　　　　  

  ・ご担当者氏名： 　　　　　　　　　　　　　 

  ・ご担当者 e-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　 

   

   

 お振込先:  

  大垣共立銀行  穂積支店（店番　030）  普通　965676   
  名義：電顕技術学会38回実行委員会


