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ご 挨 拶 

謹啓 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、私こと、このたび第 14 回日本創傷学会総会・学術集会の会長を任ぜられました。

当科での日本創傷外科学会主催は２回目となります。2010 年 7 月に、やはり同じ会場に

て田原真也前教授が学術集会会長として、わたくしが事務局長として開催させていただ

き早 12 年となりました。その間の創傷外科学・創傷治療学の発展には目を見張るものが

あります。 

日本創傷外科学会は、創立から飛躍的に発展し続け本邦における急性慢性を問わず創

傷をトータルに学ぶ大きな学会へと発展を遂げてきました。若い学会ではございますが、

会員数は約 1600 人を超える規模を持つ学会となり、今回の学術集会参加者は約 750 名

を見込んでおります。 

 今回のテーマを「創傷、その先にあるもの」としました。形成外科医あるいは創傷外科

医にとって、創傷診療は治癒すればそれで終了するものではありません。創傷の種類、部

位、病態など様々な状況において、必ず「その先」がございます。再発予防、合併症対

策、下肢であれば歩行維持など様々です。つまり、「その先」を見据えての創傷治癒・創

傷外科があるものと考えています。このテーマに沿って、シンポジウム、パネルディスカ

ッション等のプログラムを組み、創傷治療とその先にあるものをトータルで学ぶ機会と

なるよう考えております。 

本来このような学会は、学会員の会費や参加費などで運営されるべきであると承知し

ておりますが、財政的な余裕がなく、通常の経費のみでは円滑な運営に支障をきたすこ

とが予測されます。 

つきましては、このような諸事情をご賢察の上、学術集会運営費の一部としてご協賛

を賜りたくお願い申し上げる次第です。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 

第 14 回日本創傷外科学会総会・学術集会  

会  長    寺師 浩人 

（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学 教授） 



学 会 概 要 

1. 学会名称

第 14 回日本創傷外科学会総会・学術集会  

The 14th Annual Meeting of Japan Society for Surgical Wound Care  

2. 主催機関及び責任者

  会 長：  寺師  浩人（神戸大学大学院医学研究科  形成外科学  教授）  

  事 務 局 長：  野村  正（神戸大学大学院医学研究科  形成外科学  准教授）  

  事 務 局：  神戸大学  形成外科  

〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7 丁目 5-2 

3. 会期： 2022 年 7 月 14 日（木）・7 月 15 日（金）

4. 会場：  ANA クラウンプラザホテル神戸

〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町１丁目  

TEL：078-291-1121 

5. 会員数： 約 1,700 名

6. 来場予定者数： 約 750 名

7. 開催計画の概要

【学術プログラム】

特別講演、招待講演、シンポジウム、パネルディスカッション、一般演題  

ランチョンセミナー、イブニングセミナー、モーニングセミナー、

ハンズオンセミナー、教育セミナー

【その他】  

企業展示、ドリンクサービス 

8．  学会 URL：  https://jsswc14.jp 

9．  運営事務局：  株式会社春恒社 コンベンション事業部  

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12 新宿ラムダックスビル 

TEL：03-3204-0401 ／ FAX：03-5291-2176 

E-mail：jsswc14@c.shunkosha.com



◆企業展示概要

【展示会場】  ANA クラウンプラザホテル神戸 10F ロビー・他（予定） 

【展示日程】 2022年 7月 14日（木） 9:00～17:00（予定） 

2022年 7月 15日（金） 9:00～14:00（予定） 

【募 集 数】 20小間予定 

【出 展 料】 1小間 330,000円（税込） 

1小間につき机（白布付き 1,800mm×900mm）1台、 

バックパネル（900mm×2,100mm）2枚と社名版を含む 

※お申込確認後、請求書をご担当者様宛に送付いたします。

出展料金は請求書を以って指定口座にお振込みください。

なお、お申込後 20日以内に請求書がお手元に届かない場合は、

申込書が届いていない恐れがございますので、お問い合わせ先までご連絡ください。

【展示小間】  各社の出展場所・小間割りは、主催者にて決定させていただきます。 

事務局が準備する展示基礎小間は下記の通りです。（予定） 

・幅 1,800mm×高さ 2,100mmのバックパネルおよび展示机（白布付き）。

・社名板（幅 1,200mm×高さ 200mm）を 1社につき 1枚。

＊上記以外の装飾、電気配線など一切は出展社各位でご負担いただきます。 

＊詳細につきましては、お申込いただいた企業様宛に別途ご連絡いたします。 

◆書籍展示概要

【展示会場】 ANA クラウンプラザホテル神戸 10F ロビー（予定） 

【展示日程】 2022年 7月 14日（木） 9:00～17:00（予定） 

2022年 7月 15日（金） 9:00～14:00（予定） 

【出 展 料】 1社：総売り上げの 5% 

【基礎小間】 事務局が準備する書籍販売基礎小間は下記のとおりです。 

・1小間の大きさ：1,800mm×奥行 900mmの白布付のスペース

・社名板はご用意いたしません

・椅子 2脚（複数小間申込みの場合は必要数をご記入ください）

上記以外の装飾、電気配線など一切は出展社各位でご負担いただきます

・電気器具を使用される場合はコンセント（別途料金）が必要になります

備品および電気器具を使用される場合は『展示実施要項』にて詳細をご案内いたしますので、

そちらよりお申込み下さい。

企 業 展 示・書 籍 展 示 募 集 要 項 



【電気供給について】 

コンセント等の電気工事をご希望の企業様には有料で工事いたします。

電気供給工事のお申込みを希望されます場合は、後日送付いたします『展示実施要項』にて詳細を

ご案内いたしますので、そちらでお申込みください。

【申込方法】 

 添付の申込書に必要事項を記入し、E-mailまたは FAXでお申し込みください。 

 ※出展物の内容によっては出展お申込をお受けできない場合もございますのでご了承ください。

【申込期限】 2022年 4月 15日（金） 

【お支払について】 

お申込確認後、請求書をご担当者様へ送付いたします。 

出展料は請求書を以ってお振込みください。 

なお、お申込後 20 日以内に請求書がお手元に届かない場合は、申込書が届いていない恐れがござい

ますので、運営事務局までご連絡ください。 

【キャンセル】 

出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできません。やむをえず出展を取り消しされる

場合、お支払済の出展料は返金できませんのでご了承ください。 

※小間配置が確定した後のキャンセルにつきましては、出展料お支払い前であっても、それまでに発

生した事務手数料を申し受ける場合がございます。

【変更・中止】 

事務局は不可抗力、またはやむを得ない事由により本企業展示の開催期間及び開催時間の変更、ま

たは開催の中止等を行う場合もあります。中止の場合、出展料は返金いたしますが、出展者側にてそ

れまで要した費用は各社の負担とさせていただきます。 

【その他】 

１． 搬入・搬出等、詳細につきましては、後日『展示実施要項』にてご案内いたします。企業展示に関

する説明会はございません。 

２． 各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・災害等の損害に対

して、事務局では一切の補償等の責任は負いませんのでご了承ください。 

３． 本展示会において、現金授受など製品の販売とみなされる行為はできません。 



本学会では、各社が本会に要した費用（共催費、出展費、広告費、飲食費等）に関して、 

日本製薬工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」及び、

日本医療機器産業連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、

各社がウェブサイト等にて情報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

株式会社春恒社 コンベンション事業部 

第 14回日本創傷外科学会総会・学術集会 運営事務局 

〒169-0072 東京都新宿区大久保 24-12新宿ラムダックスビル 

TEL：03-3204-0401 ／ FAX：03-5291-2176 

E-mail：jsswc14@c.shunkosha.com

情報公開について 

お問い合わせ先 



第 14 回日本創傷外科学会総会・学術集会 

企業展示出展申込書 

   申込日    年 月 日 

太枠内は必ずご記入ください。 

貴社名 

ご担当部課： ご担当者名： 

所在地 
(〒 － ) 

TEL FAX 

E-mail

申込形態・ 

小間数 
1小間 330,000円（税込） 小間 円 

出展内容 

【企業展示標準仕様】 

展示机 □ 要 □ 不要

バックパネル □ 要 □ 不要

社名板 □ 要（社名板表記「 」） □ 不要

※上記社名と異なる場合、必ず表記をご記入ください。

【特記事項】 

特別装飾業者等を独自で手配される場合は、そのご連絡先をご記入ください。 

＊電気供給工事、コンセント工事や基礎小間以外のオプション品のお申込みを希望されます場合は、 

 後日送付いたします『展示実施要項』にて詳細をご案内いたしますので、そちらでお申込みください。 

＊出展料以外の経費につきましては、学会終了後に合計金額を請求申し上げます。 

申込締切日：2022年 4月 15日（金） 

【申込先（お問い合わせ）】 

株式会社春恒社 コンベンション事業部 

第 14回日本創傷外科学会総会・学術集会 運営事務局  担当：長谷山・山口・齋藤 

〒169-0072 東京都新宿区大久保 2-4-12新宿ラムダックスビル 

E-mail：jsswc14@c.shunkosha.com ／ TEL：03-3204-0401

FAX 送信先：03-5291-2176




