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会     期： 2017年12月12日（火）～14日（木） 

会     場： 仙台国際センター（会議棟、展示棟）／仙台市 

会     長： 烏山 一 （東京医科歯科大学） 

副  会  長： 樗木俊聡 （東京医科歯科大学） 

 上阪 等 （東京医科歯科大学） 

 森尾友宏 （東京医科歯科大学） 

 渡辺 守 （東京医科歯科大学） 

事 務 局 長： 山西吉典 （東京医科歯科大学） 

ホームページ： http://icongroup.co.jp/immunology 

 

趣 意 書 

第 46 回日本免疫学会学術集会 
The 46th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunology 

 

展示・広告 
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  和 名：第46回日本免疫学会学術集会 
  英文名：The 46th Annual Meeting of the Japanese Society for Immunology 
 
 
 
  特定非営利活動法人 日本免疫学会 
 
 
 
  2017年12月12日（火）・13日（水）・14日（木） 
 
 
 
  仙台国際センター（仙台市） 
    〒980-0856     仙台市青葉区青葉山無番地  TEL：022-265-2211 / FAX：022-265-2485 
 
 
 
  日本免疫学会は1971年に設立された我が国の医学会を代表する学会の一つです。この半世紀の間、世界の免疫学研

究はめざましい進展をみせ、医学生物学の分野における多くの新しい発見をもたらしてきました。その中で我が国の免疫学研

究が一貫して先導的な役割を果たしてきたことは世界が認めるところです。日本免疫学会はこの間我が国の免疫学研究の中

心拠点として活動してきました。 

  2005年には、任意団体からNPO法人として生まれ変わり、さらに活発な活動を展開してきております。現在、会員数4500

名を超える我が国でも有数の学会であり、学術集会の他、国際専門誌の発行、学生や若手研究者の研修会（免疫サマース

クール）、一般の人達への啓蒙活動（免疫ふしぎ未来）など多彩な活動を進めています。2010年8月には、神戸・大阪・京都

の関西地区にて、3年に1度の国際免疫学会が開催され、世界中から6000名近い研究者が集い、世界の免疫学研究の先

導役としての面目を果たしました。 

  我が国は今、これまで人類が経験したことのない超高齢化社会を迎えつつあり、この中で増加しているガンや生活習慣病

にも従来考えられてきたアレルギーなどの免疫疾患と同様に免疫細胞の関与が証明されています。近年、腸内細菌叢などの

常在菌による免疫制御と疾患の関わりも明らかになりつつあり、今後、学際的な免疫学分野の創造が期待できます。これから

も、単細胞レベルのバイオインフォマティクス解析、免疫系と他の高次機能システム（神経系、内分泌系、消化器系など）との

相互作用と疾患の理解、Big Dataを活用した新規免疫学的治療法の開発など、最先端のテクノロジーを導入し、より統合的

なアプローチを駆使することにより免疫学を発展させることが重要です。 

  日本免疫学会学術集会は、毎年国内のみならず世界中から2000名以上の免疫研究者が一堂に会し最新の研究成果を

発表し議論する本学会の最も重要な集会です。また、近年『英語』による発表を推進し、４年前には学術集会の完全英語化

に踏み切りました。その甲斐あって世界から、特にアジアからの一般参加者が着実に増えてきています。第46回学術集会は、

仙台の地で日本免疫学会学術集会が17年ぶりに開催されます。学術集会では例年通り、会員によるテーマごとのワークショ

ップ、国内外の第一線の研究者による最先端課題の国際シンポジウム、各種の教育・技術セミナーなどを企画しています。 

  上記の社会的背景と国民的要請に鑑み、生命原理の理解を基礎にヒトの多くの疾患や難病の克服と健康維持に資する

学術集会とすべく、鋭意準備を進めております。第46回日本免疫学会学術集会の目的・趣旨にご賛同いただき、何卒、ご支

援の程深くお願い申し上げます。 

 

 
 
 
第46回日本免疫学会学術集会は、“免疫学の最前線、免疫疾患の克服”に向けて、学会員をはじめ参加者の皆様方と活発

な討論が出来る場を提供できるよう準備を進めて参ります。第46回日本免疫学会学術集会の目的・趣旨にご賛同いただき、

何卒、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。 
お申し込みにつきましては、下記の形態よりお選びいただき（複数選択可）、最後のページにございます「展示・広告申込書」

に必要事項をご記入の上、下記の宛先までお送りくださいますようお願い申し上げます。 

会議の名称 

主 催 

開催期間 

場 所 

会議の目的と概要 

展示・広告・バナー広告 
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■展示会 
免疫学に関連のある医薬品、ワクチン、医・理科学機器、試薬（抗血清、抗体等）、実験動物用器具、受託サービス等および

書籍等の展示会を開催し、参加者の皆様に最新情報を提供しております。展示会会場はポスター会場と同一であり、参加者

の方々が気軽に展示会場を訪れることが期待され、サイエンス情報交換の場そして協賛企業様との産学交流の場として、活

発な討論がなされるものと期待しております。 
≪お申込みタイプ≫ 
  Aタイプ（医薬品・ワクチン、機器・試薬等）：1小間 / 291,600円（消費税込） － 
     募集対象：機器･試薬・ソフトウェア・受託サービス等 
     ※1小間サイズ（W2000×D1500×H2400mm）：社名板、展示台（W1800×D450×H700mm）、蛍光灯、イス が付きます。 
  Bタイプ（書籍、翻訳サービス等）：1小間/ 108,000円（消費税込） 
     募集対象：出版社、書籍関連、翻訳サービスのみ 
     ※1小間（展示台）サイズ：W1800×D600×H750mm  
  Cタイプ（アカデミック対象）：1小間 / 259,200円（消費税込） － 
     募集対象：大学や公的機関の研究施設等で出展される場合を対象としております。大学発ベンチャー企業も対象といたしますが、 
     出展条件としまして出展の際は大学名表記をします。 
     ※1小間サイズ（W2000×D1500×H2400mm）：社名板、展示台（W1800×D450×H700mm）、蛍光灯、イスが付きます。 
 
Aタイプ・Cタイプ 
                             搬入：                       2017年12月11日（予定） 

                             搬出：                       2017年12月14日（予定） 

                             展示会：          2017年12月12日～14日 

                             詳細は後日出展要項にてお知らせいたします 

 

                            小間サイズ：    W2000mm x D1500mm 

                           バックパネル：W2000mm x H2400mm 

                                                                           システムパネル・表面白色シート仕上げ 

                           社名版：                   W900mm x H200mm 

                                                                          白地にスミゴシック体文字 

                           照明：                           蛍光灯（1灯） 

                           展示台：                   W1800mm x D450mm x H700mm 

                                                                          白クロス・椅子1脚付き 

 

                           上記以外のものはオプション扱いとなります 

                           電力料金は後日お見積とさせて頂きます 

                           
 
■広告掲載  

1.  広告媒体名 ： 2017日本免疫学会総会・学術集会記録 第46巻 プログラム 
2.  配布対象 ： 学会参加者・掲載企業各社（広告掲載誌として1冊をお送りいたします） 
3.  発行部数 ： 2,000部 
4.  版型 ： A4予定（詳細決定後にご連絡） 
5.  広告掲載料金 ： 表4 1頁（1色） 162,000円（消費税込） 

表3 1頁（1色） 129,600円（消費税込） 
表2 1頁（1色） 129,600円（消費税込） 
記事中 1頁（1色） 108,000円（消費税込） 
記事中 1/2頁（1色） 64,800円（消費税込） 

6.  広告原稿 ： サイズ詳細は決定次第お知らせ致します。 
完全データにてご入稿ください。 
完全データの入稿形式： 
Adobe illustrator － FONTは全てアウトライン化、画像は埋込して下さい。使用したOSと

illustratorのバージョンを明記の上、確認用PDFデータと同送（メール添付）して下さい。 
PDF形式でご入稿の場合は、制作されたアプリケーションソフトもご明記の上ご入稿下さい。 

7.  原稿締切 ： 2017年9月29日(金)までに下記送付先までご送付ください。 
8.  申込締切日 ： 2017年9月29日(金) 
9． 振込期日  2017年10月31日（火） 
10.  記録集作成費 ： 1,960,000円 
11.  募集規模 ： 予定数13社（162,000円×1社＋129,600円×2社＋108,000円×8社+64,800円×2社

＝1,414,800円） 
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■ホームページバナー広告 

1.  広告媒体名 ： 2017 第46回日本免疫学会学術集会ホームページ 
2.  広告掲載料金 ： 108,000円（消費税込）（1回1バナー） 
3. 掲載期間 ： データをいただき掲載された時点から学術集会終了まで。 
4.  広告原稿 ： （日本語、英語版共通） 

①画像サイズ：タテ70ピクセル×ヨコ230ピクセル 
②解像度：72pixel/inch 
③ファイル形式：jpeg、gif、ping のいずれか 
④ファイルサイズ：300キロバイト程度まで 
⑤その他：リンク先URLを併せてお知らせください 

5.  原稿締切 ： 2017年10月31日(火)までに下記送付先までご送付ください。 
6.  申込締切日 ： 2017年10月17日(火) 
7． 振込期日  2017年11月30日（木） 
8. ホームページ作成費  864,000円（更新費含む） 
9.  募集規模 ： 予定数5社（108,000円×5社＝540,000円） 

 
 
【注意事項】 作成したバナーデータは電子メール添付等で担当者までお送りください。内容の審査を経て、掲載完了後に請

求書をお送りいたします。なお掲載範囲には限りがあり、ご希望にそえない場合がございますので、予めご了承ください。スペ

ースに限りがありますので、即時掲載には応じられないことがあります。不適当な内容を含む広告や免疫と関連が少ないもの

は、掲載をご遠慮いただく場合があります。掲載上の都合によりやむを得ずバナー規格が変更となる場合があります。  
 
 

【上記お申し込み、お問い合わせ、広告原稿・バナーデータ送付先】  
   ■第46回日本免疫学会学術集会準備室■ 

合同会社iCON内 
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 

電話: 03-6871-9421 Email: immunology@icongroup.co.jp 
 
 
 
 
 

 
 
（1）会議の構成：国際シンポジウム、オーバービュートーク、Technical Seminar、Clinical Seminarなど各種セミナー、ワークシ

ョップ、ポスター展示・討論、機器展示会 
（2）日程表 

日 程 午 前 午 後 

1日目 12月12日 
ｵｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾄｰｸ、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、Clinical Seminar、Technical 
Seminar  など各種セミナー、評議員会、ﾎﾟｽﾀｰ、機器展示会 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ

、機器展示会 

2日目 12月13日 
ｵｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾄｰｸ、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、Clinical Seminar、Technical 
Seminar  など各種セミナー、総会、学会賞受賞講演、ﾎﾟｽﾀｰ

、機器展示会 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ

、機器展示会 

3日目 12月14日 
ｵｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰﾄｰｸ、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、Clinical Seminar、Technical 
Seminar など各種セミナー、ﾎﾟｽﾀｰ、機器展示会 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ

、機器展示会 
（3）会議使用言語 

日本語、英語（シンポジウムについては、全て英語） 
（4）参加予定国 

米国、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、オーストリア、スウェーデン、オーストラリア、中国、韓国、東

南アジア諸国、日本 他 
（5）予定発表演題数 

750件 
（6）参加予定者数 

2,000名 
（7）出版物の有無 

有り、2017 日本免疫学会総会・学術集会記録 第46巻 
 

 開催の概要 
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開始： 2017年 6月 9日（金）正午 
締切： 2017年 7月 14日（金）正午 

 
 
 

開始： 2017年 8月 4日（金）正午 
締切： 2017年 11月 10日（金）正午 

 
 
 

http://icongroup.co.jp/immunology 
 
 
 

会長： 烏山 一 （東京医科歯科大学） 
副会長： 樗木俊聡 （東京医科歯科大学） 
 上阪 等 （東京医科歯科大学） 
 森尾友宏 （東京医科歯科大学） 
 渡辺 守 （東京医科歯科大学） 
事務局長： 山西吉典 （東京医科歯科大学） 

 
 
 
 ■第46回日本免疫学会学術集会準備室■ 
      合同会社iCON内 
      〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 
      電話: 03-6871-9421  

Email: immunology@icongroup.co.jp 
    

                                           第46回日本免疫学会学術集会 
                                          学術集会長  烏山 一 
                                          東京医科歯科大学大学院 
                                          医歯学総合研究科免疫アレルギー学分野 
  

演題登録期間（オンライン登録のみ）予定 

事前参加登録期間（オンライン登録のみ）予定 

実行委員会 

連絡先 

ホームページ 


