和歌山臨床細胞学会への
協賛募集のご案内

和歌山臨床細胞学会
ホームページ：http://wscc.umin.jp
事務局本部： 和歌山県立医科大学人体病理学教室
〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1
電話:073-441-0635
FAX:073-444-5777
事務担当：生駒左江加（wscc@wakayama-med.ac.jp）

ご挨拶

粛啓 時下貴社におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素より格
別のご高配と多方面に渡るお支えを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私ども和歌山臨床細胞学会は、和歌山県の臨床医学における細胞診断学の確立と発展を目的と
して活動しております。その歴史は古く、昭和 55 年に和歌山細胞診研究会として創立され、昭和 58 年
に日本臨床細胞学会和歌山県支部に、その後平成 27 年には日本臨床細胞学会の独立法人化に伴い和歌
山臨床細胞学会へと名称を変更して参りました。活動としましては、悪性腫瘍による死亡率が常に日本
のワースト上位を占めてきた和歌山県において、臨床における診断や治療への関与、癌検診の実施や県
民への啓蒙活動、細胞診指導医や細胞検査士の育成などを積極的に行い、その改善に寄与して来たとこ
ろであります。現在の会員は、和歌山県の全域の細胞検査士約 40 名および病理医や産婦人科医を中心
とした細胞診指導医約 15 名を含む約 100 名です。
私どもは、毎年、学会総会、学術集会、研究会・勉強会、県民への啓蒙活動を行っています。学術集
会は、毎年一回、2 月に開催し、和歌山県における臨床細胞学・細胞診断学の学術研究とその成果の地
域医療や実地臨床への応用を推進しております。次回の学術集会におきましても、症例検討、学術研究
発表、教育講演、特別講演を行い、和歌山県における細胞診断学をさらに発展させる内容にしていく所
存です。
本会の運営につきましては、できるだけ簡素、質素を旨といたす所存でありますが、その必要経費は
参加者からの会費によるところが大きく、すべての必要経費を参加費のみでは賄えないのが現状です。
つきましては本学術集会の趣旨をお汲み取り戴き、厳しい経済状況のもと誠に恐縮ではございますが、
貴社の本学術集会内での告知広告・ブース設置と展示、学術集会抄録集への広告掲載、ドリンク・フー
ドサービスの提供、寄付金をお願い申し上げます。温かいご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げま
す。甚だ恐縮ではございますが、何卒ご協賛下さいますようお願い申し上げます。

末筆ながら、貴社の益々の御繁栄を祈念申し上げます。
謹白
平成 30 年 9 月吉日

和歌山臨床細胞学会
会長：村田 晋一
和歌山県立医科大学・人体病理学教室

学会の概要
１）学会の名称：
会長：
副会長：

和歌山臨床細胞学会
村田晋一（和歌山県立医科大学 人体病理学教室 教授）
井箟一彦（和歌山県立医科大学 産科婦人科学教室 教授）
吉田 恵（和歌山労災病院 中央検査部主任）

２）学会の目的：
和歌山臨床細胞学会は、昭和 55 年に和歌山細胞診研究会を起源とし、和歌山県の臨床医学にお
ける細胞診断学の確立と発展を推進する専門学会として設立されました。以後、全身を網羅する幅
広い領域の臨床にまたがる専門医と細胞検査士を擁して活動して参りました。特に臨床医学におけ
る「悪性腫瘍」の診断に重要な役割を果たしており、社会的にも子宮頸癌や肺癌などの癌検診にお
いて重要な役割を担ってきました。また、年一回の学術集会におきましても、症例検討、学術研究
発表、教育講演、特別講演を行い、和歌山県における細胞診断学をさらに発展させることを目的と
しています。
３）学会会員：
和歌山県全域の細胞検査士約 40 名および病理医や産婦人科医を中心とした細胞診指導医約 15 名
を含む約 100 名
４）学会活動
1) 総会： 年一回・２月第一土曜日開催
2) 学術集会： 和歌山臨床細胞学会学術集会
会期： 年一回・２月第一土曜日開催 12 時～17 時（予定）
会場： 和歌山市を中心とした県内の会場
参加者： 約 50－70 人の会員
プログラム概要
①
②
③
④
⑤
⑥

教育講演
特別講演
スペシャルレクチャー／セミナー
学術研究発表
症例検討
フォトコンテスト

3) 研究会・勉強会： 会員の細胞診診断能力の向上への取り組み
4) 啓蒙活動： 癌検診などの重要性と細胞診の役割についての県民への啓蒙活動
5) その他： 定例会
５）事務局：
和歌山県立医科大学人体病理学教室内
〒641-8509 和歌山市紀三井寺 811-1
ホームページ：http://wscc.umin.jp
電話:073-441-0635 FAX:073-444-5777
事務担当：生駒左江加（wscc@wakayama-med.ac.jp）

学術集会運営予算案

収入の部
1

参加費

150,000

2

和歌山臨床細胞学会本部援助金

100,000

3

学術集会内での告知広告

300,000

4

学術集会「抄録集」への広告

290,000

5

ブース展示収入

50,000

6

寄付金

10,000

収入合計

900,000

支出の部
1

事前準備費(WEB 関係･事務業務・通信費）

2

学術集会「抄録集」作成関係

300,000

3

会場費（機材関連費・ポスターを含む）

210,000

4

講師招聘関係費

300,000

5

人件費

20,000

6

事後処理費

10,000

7

予備費・諸雑費

10,000

支出合計

50,000

900,000

協賛の内容
1. 協賛していただく学会：
和歌山臨床細胞学会、あるいはその学術集会
※ 協賛先は基本的には和歌山臨床細胞学会をお願いしていますが、決算書を必要とされる場合は学
術集会を選択してください。

2．募集内容：
1) 講演会あるいはスペシャルレクチャー／セミナー共催：（募集数１社）
学術集会内での15分程度の告知広告を行っていただきます。
（料金）講演者2名の招聘費負担あるいは300,000円
2) 学術集会「抄録集」への広告：
（募集数５社）
（媒体）
「和歌山臨床細胞学会学術集会抄録集」
発行部数：100冊 ※ 版下原稿でのご提出となります（カラー対応です）。
配布対象：和歌山臨床細胞学会学会員、和歌山県内の病理医・細胞検査士が在籍する
病院、その他
（料金）① 表紙裏（A4・１頁、60,000円、1社）② 裏表紙裏（A4・１頁、60,000円、1社）
③ 記事中（A4・１頁、50,000円、1社）④ 記事中（A・1/2頁、30,000円、4社）
3) 試薬・パンフレット等の製品や広告のブース展示：（募集数１社）
（料金）50,000円
（機器の展示は行っておりません。）
4) ドリンク・フードサービス：
（募集数３社）
パンフレット１枚による広告をしていただけます。
（料金）ドリンク・フードの持ち込み
5) 寄付金：（募集数は不定）
金額の指定はございません。寄付金をお寄せいただいた方々の名称一覧を、「和歌山臨床細
胞学会学術集会抄録集」に掲載いたします。
3. 協賛金の用途および会計監査と承認
1) 用途： 和歌山臨床細胞学会の活動および学術集会の運営費に充当します。
なお、学術集会の余剰金が出た場合は和歌山臨床細胞学会に寄附されます。
2) 会計監査と承認： 和歌山臨床細胞学会および学術集会の決算報告について、監事より監査を受
け、学会総会にて承認を得ます。なお、外部公表は学術集会の決算報告のみ
です。
4. 申込方法
※下記「申込書」を事務局までメールの添付ファイルとしてご提出いただいた後、
協賛の料金を下記口座にお振り込みください。
【申込先】（下記申込み用紙をメールにて下記アドレスまで送付ください。）
和歌山臨床細胞学会事務局
和歌山県立医科大学人体病理学教室内（〒641-8509 和歌山市紀三井寺 811-1）
電話:073-441-0635 FAX:073-444-5777 HomePage：http://wscc.umin.jp
事務担当：生駒左江加（wscc@wakayama-med.ac.jp）
【協賛金お支払先】
銀行名：紀陽銀行紀三井寺支店
口座名；和歌山臨床細胞学会 会長 村田晋一
口座番号：（普）704698
＊「請求書」が必要な場合には、ご連絡ください
＊ 金融機関の振込利用明細を持って領収書とさせていただきます。
領収書が別途必要な方はご連絡ください。
5. 募集締め切り
毎年1月10日（募集数に制限がある項目については、先着順、募集数に達し次第、申込を締め
切らせていただきます。）なお、振り込みは1月20日までにお願いします。

和歌山臨床細胞学会事務局宛

和歌山臨床細胞学会への協賛の申込書
下記の通り協賛を申し込みます。
１．申し込み企業・団体等
会社名

（カナ）

TEL
FAX

部課名
住所

E-mail
(〒

‐ ）

担当者

２．申込み内容
※申込内容の□に✔をつけていただいた上で、金額をご記入ください。
申込対象

申込内容

□ 和歌山臨床細胞学会 （決算書を必要とされない場合）
□ 学術集会 （決算書を必要とされる場合）
□ 学術集会内での告知広告
□ 学術集会「抄録集」への広告
□ 表紙裏（A4・１頁）
□ 裏表紙裏（A4・１頁）
□ 記事中（A4・１頁）
□ 記事中（A4・１／２頁）
□ スペシャルレクチャー共催
□ 試薬・パンフレット等の製品や広告のブース展示
□ ドリンク・フードサービス
□ 寄付金

金額

円

３．備考柵：希望事項をご記入ください。

【送付先】
＊この用紙をメールの添付ファイルとして下記アドレスまで送付していただきますよう
お願いいたします。
和歌山臨床細胞学会事務局
和歌山県立医科大学人体病理学教室 （担当：生駒左江加）
wscc@wakayama-med.ac.jp
〒641-8509 和歌山市紀三井寺811-1
電話:073-441-0635 FAX:073-444-5777

