
開催趣意書
～各種協賛のお願い～

大会長 黒瀬 濟
(広島県尾道市)



ご 挨 拶

謹啓 貴社に於かれましては益々清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より日本アンチエイジング歯科学会の学会活動にご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。

この度、2022 年 9 月 3 日(土)  4 日(日)に「日本アンチエイジング歯科学会

第16回学術大会」 を 広島の地で開催の運びとなりました。まだまだ新型ウイルス

COVIT-19の流行で、第14回までの学術大会とは開催環境が異なりますが、第15回学術

大会(東京)が成功裏に終えられた事を受け、その手法を受け継ぎ、また、感染対策の専門家である

大毛宏喜教授(広島大学病院副病院長)に開催環境のアドバイスを頂戴いたしまして、安心安全な大会を開催す

るべく準備を進めていく所存です。

現在、日本アンチエイジング歯科学会は 会長 松尾 通 を筆頭に、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯

科医療機関勤務のコデンタル、更に一般会員等、多彩なメンバー構成で会員数1,600名の学会となっておりま

す。

学会は「３つの到達目標」として

✓ 容姿管理（美しい歯と笑顔でいつまでも若さを保つ）

✓ 生活管理（歯で一生噛む、おいしく食べる）

✓ 寿命管理（健康で長生きをする） の３項目を掲げております。

この度の第16回学術大会ではテーマを『RELATIONSHIP』といたしました。

歯科医療を進める中で、口の中（口腔内）の衛生と機能を保持することで豊かで楽しい人生を送るお手伝

いが出来ることは広く知られるようになってまいりました。

全身疾患を考えた時に未病（病気の自覚症状が出る前の段階、若しくは自覚症状のみで検査結果に異常の

ない状態）患者さんと接する機会が与えられている歯科では、歯科業種の連携をはじめ、近年では最重要項

目として保険診療にも盛り込まれている〝歯科医科連携〟歯科と医科の連携、五感六根をフルに働かせるこ

とのできる〝生活連携〟というジャンルを確立したく計画しております。

五感（西洋医学）視・聴・嗅・味・触 と 六根（東洋医学）眼・耳・鼻・舌・身・意

簡単に申しますと日本古来からの衣食住の充実と、正しい知識や最前線をお届けしたく充実の講師陣で大会

を準備しております。

歯科の領域では、「一般歯科」における歯科診療に加えて、見た目の美しさにおける「審美歯科」、健や

かな生活を守るための「予防歯科」、子供の健やかな成長のための「小児歯科」。他にも、「矯正歯科」、

「口腔外科」、「在宅訪問診療」、「施設訪問診療」、「デンタルカウンセリング」と役割が増えており、

「アンチエイジング」、「栄養指導」の大切さも歯科から発信されております。

患者さんの QOL の向上のために、常に正しい知識を持ち情報を発信すること。そして、学会会員同士で交

流を重ねる中でゆるぎない『生活歯科』として患者さんの中に在り続けること。併せて地域社会に貢献する

こと を大会の目的としております。

上記趣意をお汲み取りいただき、ぜひとも協賛のご協力をお願い申し上げる次第です。

本来ならば、拝眉のうえお願い申し上げるところではございますが、取り敢えず書面にてご案内いたしま

す。末筆ながら、皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます。 謹白

第16回日本アンチエイジング歯科学会学術大会

大会長 黒瀬 濟



■ 各種協賛募集要項■

★各種申込について

◆ 全ての項目の申込は、下記のURLにアクセスしていただき、申込フォームよりお申し込みください。

◆ 各種お支払いにつきましては後日、請求書を送付させていただきます。(ご案内の金額は全て税別表記となっ

ております)

◆ 各種協賛のキャンセルにつきまして、お申込後は、主催者側が不可抗力と認めた場合以外は、取消及び料金の

払い戻しを致しかねますので、予めご了承下さい。

◆ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催形式が変更となる場合もございますので、ご了承ください。

申込フォーム https://jsda16.jp/sp

１．協賛金の募集について

学術大会の開催に際しては参加者からの登録料で全てを賄うべきところではありますが、必ずしも十分に支出経

費をカバーできないことが予想されます。大変心苦しいお願いではございますが、上述の趣意をおくみとりいただ

き、ご支援の程、お願い申し上げる次第です。 何卒よろしくお願い申し上げます。

1) 協賛金の目的：第16回日本アンチエイジング歯科学会学術大会の開催資金

2) 協賛金の使途：第16回日本アンチエイジング歯科学会学術大会の準備および運営費用の一部として

3) 募 集 期 間： 2022年 7 月 15 日（木）まで

4) 協 賛 金： 10,000 円／１口 (1口以上)

5) 特 典：

（1）プログラム・抄録集に、協賛企業として明記いたします。

（2）5口以上のご協賛をお申込みいただいた場合、当日、会場受付にて配布するコングレスバックに、御社

の商品チラシを同封する事が可能です。(5口の協賛に対し、A4 サイズ 1 枚。希望企業のみ。)

送 付 先 開催概要記載の運営事務局宛

送付期日 2022年8月22日(月)～26日(金) この期間内にご送付願います。

■ 開催概要 ■

1. 会議の名称 第16回日本アンチエイジング歯科学会学術大会

2. 大 会 長 黒瀬 濟 (黒瀬歯科医院 院長・広島県尾道市)

3. 実行委員長 西原 典幸 (山根歯科医院 院長・広島県広島市)

4. 会 期 2022年9月3日(土)～4日(日)

5. 会 場 ホテルグランヴィア広島 (広島市南区松原町1-5（ＪＲ広島駅直結）)

6. 大会WEB https://jsda16.jp/

7. 会議開催計画の概要

1）学術集会プログラム（予定）

(1)特別講演 (2)教育講演 (3)企画講演 (4)その他

2）参加者 日本アンチエイジング歯科学会会員および、その他の歯科医療・医療関係者 等

3）参加者予定数 800名

8. 学術大会運営事務局 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-43-9 口腔保健協会 コンベンション事業部内

TEL 03-3947-8761 FAX 03-3947-8873 E-mail jsda16@kokuhoken.jp



2．大会HPの広告掲載(バナー広告)募集について

本学術大会の専用HPを開設します。告知、事前登録、宿泊案内等々、全てをHP上で行いますので、参加者が必

ず閲覧するHPとなり、宣伝効果には十分かと思います。

1) ＵＲＬ ： https://jsda16.jp/ のトップページ、もしくは全ページにバナーをリンクします。

2) 広告掲載費：

3) 申込期限 ： 2022年8月26日(金)まで

※お申込みいただいた方は、jsda16@kokuhoken.jp まで、バナーデータ(150pixel × 30～60pixel)と、

リンク先URLをお送りください。

3．プログラム・抄録集広告掲載募集について

大会参加者全員に配布されるプログラム・抄録集の広告掲載を以下の要領にて募集いたします。

1) 体裁：Ａ4正寸型判広告 発行部数：1200部

2) 広告掲載料：

3) 申込期限 ：2022年6月16日(木)まで

4) 広告データ必着日：2022年7月8日(金)まで

※データ入稿：IllustratorとPDFのデータの2種をE-mail にて jsda16@kokuhoken.jp までお送りください。

※表2、表3、表4につきましては、申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

4．スポンサーCMの募集について

学術大会開催期間中の講演会場(第1,第2)における幕間(休憩時間)に、御社の商品や企業イメージを告知していた

だけるよう、VTRを投影いたします。来場者が必ず視聴する事となりますので、宣伝効果は十分にあるかと思われ

ます。

1) 期間 ： 学術大会両日の幕間

2) 投影費： 15秒CM 100,000円 30秒CM 200,000円

3) 申込期限 ： 2022年 7 月 15 日（木）まで

4) データ必着日：2022年8月26日(金)まで

※データはmp4形式にて作成願し、運営事務局までお送りください。

学会賛助会員 学会非賛助会員

表2 表紙の裏 カラー 60,000円 80,000円

表3 裏表紙の前 カラー 50,000円 70,000円

表4 裏表紙 カラー 70,000円 90,000円

後付 モノクロ 40,000円 60,000円

学会賛助会員 学会非賛助会員

トップページのみ 30,000円 50,000円

全ページ 50,000円 70,000円



5．商品展示の募集について

1) 日 時： 2022年9月3日(土) 13:00～18:00 4日(日) 9:00～14:30 ※予定

2) 会 場： ホテルグランヴィア広島 4F 「悠久」「桂楓梓」「ホワイエ」 3F「ホワイエ」

（1コマ・ テーブル:1800×600。展示会場の割振につきましては準備委員会にご一任いた

だきます。）

3) 募集期間： 2022年 6 月 16 日（木）まで

※予定枠数に到達した場合は、締切日以前であっても、受付を終了させていただきます。

4) 展示料 (1ｺﾏ) ：

※特別展示エリアは4Fホワイエとなります。

※電気を使用される企業におかれましては、架設電気工事、電気使用料を学術大会終了後に

別途、ご請求させていただきます。

5) 出 展 特 典：

（1）プログラム・抄録集に、展示企業として明記いたします。

（2）特別展示エリアに商品展示をお申し込みされた企業の方につきましては、1コマにつき1名を懇親会に

ご招待させていただきます。

（3）出展企業章は1コマにつき2名分(特別展示エリアは3名分)をご用意いたします。

該当人数を超える方の入場につきましては、学術大会参加登録が必要ですので、ご注意ください。

(参加登録区分はコデンタル区分を選択し、大会HPより事前参加登録手続きをしてください。)

学会賛助会員 学会非賛助会員

特別展示エリア 200,000円 240,000円

通常展示エリア 100,000円 120,000円



6．ランチョンセミナー協賛の募集について

本大会におきましては、以下の時間帯でランチョンセミナーの開催枠を設定しており、ご協賛いただけます企業

を募集いたします。(商品展示の申込企業限定)

1)日 時 ： 9月4日（日）12：10～12：40（予定） 定員100名

2)会 場 ： ホテルグランヴィア広島 「悠久」

3)募集期間： 2022年4月1日（金）まで ※協賛・展示等の締切日と異なりますのでご注意ください。

4)費 用 ： (1)講師料・・・御社と講師の間でお取り決めください。

(2)諸費用・・・1)協賛金(会場借用・機材関係負担金)     300,000円

2)弁当代(1,200円×100食) 120,000円

小計 420,000円

※機材はスクリーン、プロジェクター、マイクとなります。PCはご持参ください。

※弁当（お茶付）の発注は準備委員会で行わせていただきます。

※協賛・展示等の締切日よりも早期設定となっておりますのでご注意ください。

※セミナーの開催は商品展示の申込をされた企業様に限らせていただきます。

※申し込みの際に、セミナー企画の概要をご提出いただきます。なお、企画が採択された場合には、5月末日まで

に抄録原稿を提出していただきます。

広島駅へのアクセス

学術大会会場は広島駅直結です


