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会頭挨拶

第31回日本医学会総会は「ビッグデータが拓く未来の医学・医療 ～豊かな人生100年時代を求めて～」

をメインテーマとして、2023年4月に東京で開催いたします。

日本医学会総会は明治35年の第1回より、今回まで約120年にわたり4年に1回開催されております。今回

はビッグデータに体現されるデジタル革命、すなわちAI、IoT、ICT、ロボティクスなどの技術革新がどの

ようなスピード感でどのように医学・医療を変えていくかという点について皆様と認識を共有することが

出来たらと思います。

当総会では、学術展示・博覧会（一般展示）を東京国際フォーラムを中心とした東京駅周辺にて開催す

ることとしており、医学・医療の各専門分野の方々に多数登壇いただく市民公開講座等を同時に開催いた

します。

多くの医療関係者の皆様に豊かな人生100年時代を目指す医療について考える機会を提供するとともに、

一般の方々にも医学・医療の面白さや素晴らしさ、未来の医学・医療について理解を深めていただく良い

機会にしたいと考えています。

また、医学会はもとより各界の識者からも広くご意見・ご助言をいただき、より多くの方々のお力添え

により、意義のある総会にしたいと考えています。

皆様揮ってご参画いただけますようお願い申し上げます。
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第31回日本医学会総会

会頭 春日 雅人

朝日生命成人病研究所所長

国立国際医療研究センター名誉理事長



開催概要

■メインテーマ ビッグデータが拓く未来の医学と医療

～豊かな人生100年時代を求めて～

■主催機関

1.主催 日本医学会

2.実行機関 第31回日本医学会総会

3.主務機関 東京大学医学部、東京医科歯科大学医学部、慶應義塾大学医学部、東京慈恵会医

科大学、順天堂大学医学部、杏林大学医学部、昭和大学医学部、帝京大学医学部、

東京医科大学、東京女子医科大学、東邦大学医学部、日本大学医学部、日本医科

大学、国立がん研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療

研究センター、国立成育医療研究センター、東京都医師会

4.後援 日本医師会、日本歯科医師会、文部科学省、厚生労働省、環境省、経済産業省、

(予定)       国土交通省、総務省、東京都、日本放送協会(NHK)、日本病院会、日本看護協会、

日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本診療放射線技師会、国際博覧会推進本部、

読売新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、日本経済新聞社、東京新聞、共同通信社

■会期・会場

学術集会 2023年4月21日（金）～23日（日）

東京国際フォーラム、JPタワー ホール＆カンファレンス、東京商工会議所、

ステーションコンファレンス東京 等

学術展示 2023年4月20日（木）～23日（日）

東京国際フォーラム

博覧会 2023年4月15日（土）～23日（日）

東京国際フォーラム、東京丸の内・有楽町エリア

■来場者数 ※従来実績に基づいた目標

登録会員 3万5千人

一般市民 50万人（リアル会場への来場＋オンラインバーチャル会場への来場）

■会議の目的と開催意義

日本医学会総会は日本医学会が日本医師会と協力して、学術・実践の両面から、医学の

重要課題を討議し、医学および関連領域の進歩発展に資するとともに、人類の健康と幸福

の増進をはかることを目的とする学術集会です。明治35年に第1回集会を開いて以来、4年

に１度開催され、令和5年東京での総会は第31回にあたります。

第31回日本医学会総会 開催概要
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学術展示 出展のご案内



学術
展示

展示委員長挨拶

コロナ禍は現代社会に大きな変革をもたらしました。

それは、生活様式や働く環境を変えたばかりではなく、特に新型コロ

ナ禍の戦いの場となった医療現場にも大きな変革をもたらしました。

変革は、医学や医療現場に新たなニーズを生み出します。それがどん

なニーズで、それらにはどんなソリューションが準備されているのか。

それらを探るべく、本学術展示では、医療従事者とサービスと技術を提

供する企業との交流の場として設定させていただきました。

日本の医学と医療を大きな視点でとらえ、業界のボーダーを超えた

マッチングを実現し、学術展示関連企業、新規参入企業、学術関係者の

win-win-winの展示をおこなうことが本展示の狙いです。

医学・医療関係の出展企業に加えて、医療業界に関連するスタート

アップ企業にも広くご出展参加をご案内するととともに、研究課題、医

療課題に基づき展示ゾーンを設定し、出展者、参加者とも必要な対象と

効率的なマッチングを提供できればと考えております。

全国から参集する3万人を超える登録参加者が、新たなマッチングを

発見できるよう、各業界からより多くの皆様にご出展参加いただけます

よう、心よりお願い申し上げます。
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第31回日本医学会総会

展示委員長 青木 茂樹

順天堂大学放射線医学教授



学術
展示

実施内容

■基本方針 持続可能な医療に向けて、従来の出展企業に加えて、医療業界に関連する

スタートアップ企業の出展を勧奨。業界のボーダーを超えたあらたなマッ

チングを実現し、学術展示関連企業、新規参入企業、学術関係者のwin-

win-winの成果が得られる展示を展開する。

■来場対象者

総会登録者 35,000 人以上

・医師 ・歯科医師 ・研究者

・メディカルスタッフ（看護師、薬剤師、保健師、助産師、臨床検査技師、その他）

・大学院生 ・学部学生 ・医療情報担当者（行政、企業）

■展開様式 1. 団体・企業の小間出展 等による参加

出展者のサービス提供カテゴリーによってゾーン分けを検討

2. オンライン展示による参加

第31回日本医学会総会登録会員と企業、団体が交流できる場を

オンラインに開設、登録会員の課題やニーズと企業、団体のリソ

ースをつなぎ商談を推進するとともに、医療、医学のさらなる発

展につなげる
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学術
展示

会場・展示レイアウト（予定）

■スマートな働き方企画展示

■会場：東京国際フォーラム
ホールE
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出展者のサービス提供カテゴリーによってゾーン分けを検討

学術展示エリアの一画に、「スマートな働き方企画展示」コーナーを設置します。
ここでは、医療従事者向けに、働き方改革に関連した、テレワーク支援、家事支援、
保育支援等の製品・サービスや、男女共同参画やダイバーシティに関する取り組みを
紹介、情報提供を行う事を目的とした展示を展開します。
医療従事者向けの学術展示の分類となりますが、医療従事者が働き方改革にどのよう
に取り組んでいるかを理解いただくことを目的として、一部一般市民の入場を許可す
る予定です。

ホールB5ロビー

学術展示エリア



学術
展示

出展参加様式-1 小間およびスペース出展 8

■小間出展 A （ホールE）

形状

■小間出展 B （ホールE）

形状

出展料 1小間 220,000円（税込）

間口２m×奥行1m×壁高2.7m／装飾高さ制限

出展料 1小間 440,000円（税込）

間口２m×奥行2m×壁高2.7m／装飾高さ制限

■スペース出展 C （ホールE）

※提供条件 16㎡以上

出展料 1㎡あたり 88,000円（税込）

◇募集小間総数 200小間

◇募集締切 2022年 3月31日（木）（第1次）

2022年 8月31日（水）（第2次）

2022年11月30日（水）（最終）

※小間出展ABDE、またはスペース出展Cを申込された場合、オンライン学術展示の一部機能

を無償で提供いたします。

※小間出展ABとDEでは高さ制限が異なります。

■小間出展 D （ホールB5ロビー）

形状

■小間出展 E （ホールB5ロビー）

形状

出展料 1小間 220,000円（税込）

間口２m×奥行1m×壁高2.4m／装飾高さ制限

出展料 1小間 440,000円（税込）

間口２m×奥行2m×壁高2.4m／装飾高さ制限



学術
展示

出展参加様式-2 オンライン学術展示 9

■オンライン学術展示

参加者の皆様にご利用いただく総会アプリに、展示情報を掲載させていただきます。
ウェブサイト、出展内容等の確認ができ、出展者様の広報スペースとして活用できます。
掲載内容は出展者様にご登録いただきます。

現地出展社申込企業・団体については、オンライン学術展示の一部機能を付帯機能として
無料で提供いたします。

学術集会についてもオンライン、リアルのハイブリッド開催を予定しており、学術集会の
オンラインサイトとリンクする形で、展示のご紹介を予定しています。

〇目的：

〇期間：

〇対象：

〇形式：

〇料金：

〇応募締切： 2022年11月30日（水）

第31回日本医学会総会登録会員と企業、団体が交流できる場をオンラインに開設、

登録会員の課題やニーズと企業、団体のリソースをつなぎ商談を推進するとともに、

医療、医学のさらなる発展につなげる

＜開 設＞ 2023年3月1日（水）～

＜本 番＞ 2023年4月20日（木）～4月23日（日） 4日間

＜ポスト＞ 2023年4月24日（月）～5月31日（水）

第31回日本医学会総会登録会員 （参加目標：35,000人）

※学術集会のオンラインサイトと連携

オンライン学術展示のウェブサイト内に設置

1枠 550,000円（税込）



学術
展示

出展参加様式-2 オンライン学術展示 10

サイトイメージ

機能一覧



学術
展示

その他 要綱

●申込方法

第31回日本医学会総会公式HP（http://isoukai2023.jp/）よりお申込みください。

申し込み順を参考に展示小間の場所を調整させていただきますが、必ずしもご要望に沿えないことを

あらかじめご了承ください。

●申込締切

2022年3月31日（第1次）

2022年8月31日（第2次）

2022年11月30日（最終）

※各申込規定数になり次第、締め切らせていただきます。

●契約の成立

（1）主催者は申込を受領後、出展・共催を承認したメールを申込者に送信することにより契約が成立するもの

とします。

主催者は審査において展示・共催の内容が本総会の趣旨に適さないと判断した場合、出展をお断わりする

ことがあります。この場合、申込者に生ずる損害について、主催者は一切の責任を負わないものとします。

（2）申込者は、契約の成立により、本趣意書を遵守する義務が発生します。

●お支払について

申込締め切り後、申込担当者宛へ請求書を発行いたします。

なお、会期中にご使用されたオプション備品・使用電気工事費等につきましては、会期終了後に

別途請求をさせていただきます。

●透明性ガイドライン

本総会では、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」および日本医療機器

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」の趣旨に賛同し、ガイドライン

に基づく情報公開の実施について承諾いたします。

●キャンセルポリシー

契約成立後、申込者の都合により取り消しをされる場合は、以下の通り規定の取り消し手数料を申し受け

ますので、予めご了承ください。

・申し込み後～2022年12月20日（火） ：出展料の30％

・2022年12月21日（水）以降 ：出展料の100％

主催者が書式を定める申込辞退書を申込者が事務局へ提出することにより、キャンセルが成立するものとします。

●天災等、不可抗力による開催形態の変更の可能性について

天災（地震、津波、火災、パンデミック、その他、またそれに伴う交通機関の遅延や停止、付随する災害など）

や、その他不可抗力の原因により、現地開催の規模・会期縮小または、現地開催を中止し、オンラインのみでの

開催の可能性があります。その場合、主催者決定の変更後の開催形態にて協賛していただきます。申込者の都合

で辞退される場合は、上記のキャンセルポリシーが適用されますので、予めご了承ください。

なお、開催形態の変更に伴い、準備でかかった申込者側の経費に関して、主催者は補償の責を負いません。

●その他出展・協賛などについて

・小間割・セミナー枠などは、申込内容などを鑑みて主催者が決定いたします。

希望、変更等の依頼、お問合せにはお答えいたしません。

・小間割図と出展者マニュアル、セミナー枠などは遅くとも会期の1ヶ月前にはメールにて案内いたします。

・電気工事等備品のお申込は、出展者マニュアルと同送の各種申込書にてお申込ください。

・薬機法未承認製品の展示については展示事務局までお問い合わせください。

・海外からの出展物の国内への持ち込みについては税関へお問い合わせください。

・会期中、本総会会場内では主催者が企画/承認する物販および書籍販売コーナー以外では、現金と引き換えに

出展物を引き渡すことは禁止します。
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博覧会 出展・協賛のご案内



博覧会

博覧会展示委員長挨拶

第31回日本医学会総会 博覧会

みんなで健康、みんなの医療、みんなが長寿

第31回日本医学会総会が、来る2023年（令和5年）4月に12年ぶりに東京（丸の内、

有楽町エリア）で開催されます。

メインテーマを「ビッグデータが拓く未来の医学と医療～豊かな人生100年時代

を求めて～」と定め、医療従事者が参加する、医学・医療の学術研鑽の場である学

術集会・学術展示と合わせて、一般市民に開かれた博覧会、「みんなで健康、みん

なの医療、みんなが長寿」を開催することとなり、鋭意その準備を進めております。

前回の2011年東京大会は、開催直前に東日本大震災に見舞われましたが、開催の

延期や規模の変更、ウェブ博覧会の開催などの工夫を通して、災害を乗り越える特

色ある総会となりました。

今回は、開催前にコロナ禍を経験し、社会情勢や医療現場が大きな変革を余儀な

くされている中、それをどう乗り越えていくのかという点で、たいへん注目される

総会となっております。加えて、新しいとりくみとして、従来のような大型の展示

会場での開催ではなく、東京駅周辺の丸の内・有楽町エリアにおいて、まちと一体

となった博覧会の実現を目指します。

過去の実績では、全国から3万人を超える医師や医療従事者にあわせ、博覧会へ

の来場者を含め30万人を超える方が本総会に参加しています。今回のテーマである、

「みんなで健康、みんなの医療、みんなが長寿」で示すように、保健、医療、福祉

の各分野から多くのみなさまの参加をいただき、未来の健康社会の創造に貢献でき

る事業を実現できればと願っております。

みなさまにおかれましても、出展・協賛を通じて是非ともご参加を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

日本医学会総会が発信する、「健康・医療・長寿の博覧会」

東京駅周辺丸の内・有楽町エリアにて、多彩な企画で開催！
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第31回日本医学会総会

展示委員長 青木 茂樹

順天堂大学放射線医学教授



博覧会

博覧会日本医学会総会について

日本医学会総会は、日本医学会が日本医師会と協力して医学および医学関連領域の

進歩・発展を図り、学術面、実践面から医学・医療における重要課題を総合的に討議

することを目的としています。

第1回日本聯合医学会は、東京において明治35年4月2日から4日間、田口和美会頭、

北里柴三郎副会頭で開催され、16分科、1,700余名が参加し、活発な研究発表が行わ

れました。第2回日本聯合医学会は明治39年4月に同じく東京で開催されました。第3

回からは、日本医学会と改称され、4年毎に開催が続けられてきました。

現在、日本医学会は138の分科会を擁しています。日本医学会総会はこれらと連合

し、分科会における最新の成果を統合し紹介する場を提供します。また、1999年より

社会に開かれた総会として一般市民に開放された博覧会を併催。以後、医学、医療サ

イドが主催する国内唯一最大の「医学と医療に関する学会・博覧会」として毎回30万

人以上の参加実績を残しております。

今日のように、医学、医療が高度に専門化、細分化する一方、社会や社会制度にお

けるその重要度がますます高まる中、日本医学会総会は、日本医学の英知を結集し、

新しい未来を切り開く場として、医学・医療の世界にとどまらず社会全体にとっての

重要な責務を担うと同時に、その課題解決の場として期待されています。

＜参考＞ 第30回日本医学会総会 2019 中部 の動員実績

〇プレイベント
中部各県で開催に向けた啓発イベントを実施

〇市民公開展示「健康未来EXPO2019」
ポートメッセなごやで9日間開催

来場者数

2,790人

来場者数

302,437人

登録者数

36,893人
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学術集会・学術展示
登録会員向け（有料）

博覧会
一般市民向け（無料）



博覧会

博覧会

博学 ：学術展示開催予定会場
（登録会員向け展示）

：博覧会開催予定会場
（市民向け公開展示）

展示会場配置図（案）

会期・会場

会期と会場（予定）

15



博覧会

博覧会ご協賛のご提案にあたって

・丸の内朝大学：のべ20,000人以上
・FIN/SUM 2019：のべ10,000人
・東京丸の内盆踊りまつり：11,500人
・打ち水プロジェクト：2,700人
・ピンクリボンスマイルウオーク東京大会：2,200人
・3 ×3 Labo：約20,000人
・行幸マルシェ（実施回数 23回）：来場者数 111,044人
・丸の内マルシェ（実施回数2回）：9,804人

丸の内・有楽町エリアの魅力

丸の内・有楽町エリアは世界有数のビジネスセンターとして、国内外の有力企業が多数集積し、
日本の経済を支えるビジネス拠点となっています。2002年9月にエリア初の大規模商業施設
「丸ビル」が開業。その後、2007年に「新丸ビル」、2009 年に「ブリックスクエア」などの
商業施設が増え、ビジネスに限らずショッピングや観光でも多くの人がこの街を訪れています。

ビジネス

日曜日

62,600人

従業者数

280,000人
事業所数

4,300事業所

交通

丸の内
仲通り

ホール会議施設

30箇所

金曜日

71,700人 土曜日

55,500人

文化・
イベント

丸の内・有楽町エリア
イベント集客実績

本博覧会はこのエリア全体を活用し、健康・医療・長寿を
テーマにした一体的なイベントとして開催します。

日本医学会が主催する丸の内・有楽町エリアにおけるはじめての取り組み
は、社会に注目されるまたとない機会となります。

1日の駅乗車人数

約1,170,000人

28路線
13駅

16



博覧会

博覧会博覧会テーマ・会場構成

企画構成

博覧会テーマ

17

順天堂大学×インターメディアテク 医学史展示



博覧会

博覧会博覧会 テーマ展示展開案

最先端の医学、医療に出会い、体験する

次世代スマートホスピタル202X

最先端の医学、医療、技術が実現す
るAI、ロボットによる人と技術が調
和した病院モデルの展示

診察

次世代技術を用いた
最先端の診察を体験

治療

拡がりつつある最先端
の治療、医療を革新す

る治療に触れる

看護
テクノロジーで適
切にスマート化し
た新しい看護の姿

を体験

ビッグ
データ

持続可能な医療の実
現を支える最先端テ
クノロジーを体験

＜フロンティアエリア＞

・MaaS
・次世代遠隔診療
システム

・体感する検査診断

・手術室
・化学療法室
・低侵襲治療室
・処置室

・AIスマート
ナーシング

・患者見守りシステム
・HCU/ICU

・ビッグデータの構築
・ビッグデータの活用
・ビッグデータが
つくる未来

18

東京国際フォーラム ホールE

※画像はイメージ

■展開平面図（案）

■イメージパース



博覧会

博覧会博覧会 テーマ展示展開案

＜コミュニティエリア＞

健康を支える社会につながる

コミュニティクリニック

地域と連携し、医療、保健、福祉、AI、
それぞれが融合した予防医療の拠点と
なる、新しいクリニックのモデル展示

ホーム
ドクター
地域の医療を支える
かかりつけ医、診療

所の姿を体験

生活に溶け込み各個人
の健康を維持、管理す
る健康検査を体験

PHR
地域

包括ケア
地域の保健、福祉、
介護とつながり、一
体となる医療を体験

・新しい診察室
・オンライン診療システム
・予防医療拠点

・地域包括ケアシステム
・在宅医療 ・スマートハウス
・在宅看護、在宅介護 ・ICT
・健康サポート薬局
・栄養ケアステーション

・スマートウォッチ
・自己健康測定体験
・健康測定の新技術
・市民生活と健康行動

19

東京国際フォーラム ホールE KITTEアトリウム

■展開平面図（案）／ PHR・ホームドクター

■イメージパース

■展開平面図（案）／地域包括ケア

■イメージパース

※画像はイメージ

※画像はイメージ



博覧会

博覧会博覧会 テーマ展示展開案

＜ヘルシーライフエリア＞

運動は
健康の処方箋

健康増進に役立つさ
まざまな運動、最新

の器具を体験

ロコモ＆
フレイル予防
健康寿命の延伸に寄
与する、健康予防策
に関するさまざまな

計測を体験

フリー
ステージ

健康維持
のための食事

日々の健康につながる
食事のあり方を紹介、
体験、試食会開催

暮らしから健康を考える

セルフケアスタジオ

自分の健康に責任を持ち、自律的に暮らすことを支えるさ
まざまなツールやサービスを自由に体験、「運動」「食
事」「睡眠」に関する企画を一般市民にわかりやすく展示

・エクササイズイズメディスン
・簡単エクササイズ
・VR遠隔体操

・こころとからだのロコモ予防
・在宅運動モニタリング
・ロコモ体操

・The Japanese diet
・健康につながるサプリメント
・カロリー計算
・腸に効く食事と運動

20

丸ビル マルキューブ TOKIA西側ガレリア

■展開平面図（案）／ 運動、ロコモ、ステージ ■展開平面図（案）／健康維持

■イメージパース ■イメージパース

※画像はイメージ※画像はイメージ



博覧会

博覧会

・人間の免疫応答
・サイトカイン
ストーム

・ワクチン

３)人間の防御
機構（免疫）
とワクチン

博覧会 テーマ展示会場 21

SARS-CoV-2の姿、パンデミック、感染予防の対策からワクチン
のしくみ、検査と治療の実態について総合的に解説COVID-19企画

※学術プログラムとの連携

・SARS-CoV-2のウイルス
学上の立ち位置

・パンデミックとは
・SARS-CoV-2パンデミック
の実際

・SARS-CoV-2の変異

１)SARS-
CoV-2/パン
デミックとは

・感染について
・飛沫、飛沫核の
説明

・SARS-CoV-2感染
の特徴

・感染対策の実際

２)感染防御

・SARS-CoV-2検査
・治療（呼吸管理）
・治療（薬物療法）

４)検査・
治療の開発

東京国際フォーラム ホールE

■展開平面図（案）

※画像はイメージ

■イメージパース



博覧会

博覧会博覧会 テーマ展示展開案 22

がんゲノム医療のメリット、デメリットについて正しい理解
を拡げ、目指す未来像を紹介、一般市民への興味喚起と認知
促進を図るとともに、実際にがんゲノム医療を受ける場合の
方法について、情報の提供を行う

がんゲノム医療
合同展示

がんゲノム医療の全体像を一般市民の方にわかり
やすく紹介するコア展示を中心として、各領域に
関わる企業、団体の協賛出展を集めて展示展開し、
産官学合同でメッセージを発信する

がんと
ゲノム

がんゲノム
医療のいま

がん遺伝子
パネル検査

・拠点病院
・エキスパートパネル
・保険診療と自由診療
・リキッドバイオプシー
・メリット、デメリット
・カウンセリング

C-CATの
役割 がんゲノム

医療の未来

・個別化医療
・医療の質向上
・保険診療の品質管理、向上
・革新的な治療法、
診断法の開発

＜博覧会・学術展示連携展開＞
・博覧会：一般市民向けの啓発展示
・学術展示：関連企業の医療関係者に

向けたプロモーション

東京国際フォーラム ホールE

子どもが主役になった健康、医療テーマにした体験企画を展
開、楽しく理解を深めることを通して健康、医療への興味喚
起を図り、将来の多様な人材育成につなげていく

キッズ
チャレンジ
パーク

ヘルス
チェック
チャレンジ

医師の
しごと体験

手術体験
セミナー

病気と闘うキッズ絵画コンクール

病院に入院、通院する難病の子どもを
対象に絵画作品を募集し、作品を展示

病気のしく
みを学ぶ
チャレンジ
セミナー

子ども向け
企画展示

東京国際フォーラム ホールE

キッズ
スポーツ
チャレンジ



博覧会

博覧会

⑥
行
幸
通
り

（
地
上
・
地
下
）

③
丸ビル

⑤
新丸ビル

④丸の内仲通り

①東京国際
フォーラム

⑦TOKIA
ガレリア

②
KITTE

東京駅

アクティビティゾーン

＜行幸通り 地上＞

＜丸の内仲通り＞

健康飲食ゾーン

＜TOKIAガレリア＞

博覧会の楽しみ方
案内マップ

みんなで
朝活体操

謎解き健康
ウォークラリー

禁煙＆薬物撲滅啓発

ビル登山体験イベント

すいみん＆
リラクゼーション

みんなで
ヨガ体験

ハーブリラク
ゼーション

ステージ
プログラム

タウン
コンサート

リラクゼーションゾーン

ミニ講演会
事前展開
＆期間中

五感で楽しむ健康のまち

丸の内・有楽町 街ぐるみ企画

丸の内・有楽町エリア街づくり活動と連携し、健
康を五感で楽しむ参加体験企画を展開、健康リテ
ラシーの向上、行動のきっかけづくりにつなげる

博覧会 テーマ展示展開案

健康フードトラック
＠アーバンテラス

医総会×飲食店
コラボ健康ランチ

＜マルキューブ＞

音楽イベント

シティ
ドレッシング

23

プレ講演会

企業出張
講演会

＜丸の内・有楽町エリア各所＞

企業協賛
市民セミナー



博覧会

博覧会博覧会 テーマ展示展開案

丸の内、有楽町エリアで働く人や、疾患の当事者・支援
者に向けて、気になる疾患やお悩みに関する最新の知見
や情報の発信を通して、疾患に不安を持つ方や、治療に
関して悩みを抱える方の安心につなげる

“気になる疾患”

インフォメーションコーナー

24

“気になる疾患”
インフォメーションコーナー

（疾患例）

片頭痛 乳がん
糖尿病 パーキンソン病

認知症 脳卒中
循環器病等 その他疾患

◆関連学会と連携し、疾患啓発に関する展示を制作する。

◆各関連学会が展示監修し、協賛社の情報に基づき展示編纂

◆協賛企業はインフォメーションコーナー内に広報パネルの
設置、展示エントランスに社名、ロゴ表記等

展開案



博覧会

博覧会博覧会 テーマ展示展開案

順天堂大学日本医学教育歴史館のコンテンツをバーチャル
化し、インターメディアテクと連携して展開、日本の医学
教育の発展について広く紹介する

医学史展示

日本医学教育歴史館
所蔵の展示物の展開

インターメディアテク

バーチャル展示体験

25



博覧会

博覧会オンライン博覧会 26

オンライン博覧会

第31回日本医学会総会 博覧会

みんなで健康、みんなの医療、みんなが長寿

博覧会のコンテンツをオンラインで楽しめる「オンライン博覧会」を開催、サイト内医療を中
心に広がっている一つの「まち」として見立てて博覧会の内容に触れるとともに、コンテンツ
に関連したオンラインならでは体験を提供し、理解を深める。

メインマップ
博覧会が開催されている各会場を俯瞰
会場を自由に回遊しながら観覧

丸の内・有楽町
街ぐるみ企画

次世代スマート
ホスピタル202X

セルフケア
スタジオ

コミュニティ
クリニック

医学史展示

COVID-19
企画展示

がんゲノム医療
合同展示

子ども向け
企画展示

ピックアップ
注目の企画や
コンテンツを紹介

各展示詳細紹介 個別の主催者展示について紹介

協賛・出展企業
オンラインブース

企業のPRコーナーを設定して企業展示
の内容を画像や動画などで紹介、来訪
者とコンタクトする機能など展開

MaaS 手術室
AIスマート
ナーシング

オンライン
3D診療

AI
ホスピタル

スマート
ハウス

オンライン博覧会
特別企画（案）

オンライン博覧会だけで体験
できる参加企画を設定

＜展開例＞
・スペシャルツアー
・ライブ配信
・コンテスト
・SNS連携企画
・医総会検定 など

〇会 期：2022年月11月1日～2023年5月31日（予定）
〇来場者数：全国から10万人
※全国の健康、医療に関心の高い方をターゲットとし、情報発信を
行い集客をする。

会期中にタームを
設定し、ピック
アップコンテンツ
を入れ替えて展開

プレ企画（案）
会期前からティザー的に、
テーマ展示担当委員のインタ
ビューなどを掲載



博覧会

博覧会

①博覧会への出展

第31回日本医学会総会 博覧会の機会を活用し、医学・医療の学術的・技術的な
発展を目的とした出展を行う。

②博覧会におけるテーマ展示・プログラム協賛

第31回日本医学会総会 博覧会の趣旨にご賛同いただき、医学・医療の学術的・
技術的な発展を目的としたテーマ展示・プログラムへの協賛を行う。

A マルキューブ／KITTEアトリウム／TOKIA西側ガレリア

B 東京国際フォーラム ホールE（市民公開エリア）

C 丸の内・有楽町 街ぐるみ 企画展示

B 個別テーマ展示協賛

E オンライン博覧会全体協賛

F 主催者イベント協賛

A 全体特別協賛

出展・協賛概要

C 特別編集展示企画協賛《COVID-19企画展示》

D 企業合同展示企画協賛《がんゲノム医療合同展示》

G 丸の内・有楽町 街ぐるみ 企画協賛

27



博覧会

博覧会出展・協賛 ①博覧会への出展

■博覧会 ＜出展＞A

（マルキューブ／KITTEアトリウム／TOKIAガレリア）

■博覧会 ＜出展＞B

（東京国際フォーラム ホールE）

28

〇スペース規格 ※提供条件 16㎡以上

出展料 1㎡あたり 187,000円（税込）

〇小間規格

〇小間規格

出展料 1小間 770,000円（税込）

間口２m×奥行1m×壁高2.7m／装飾高さ制限

出展料 1小間 770,000円（税込）

間口２m×奥行2m×壁高2.7m／装飾高さ制限



博覧会

博覧会出展・協賛 ①博覧会への出展

■博覧会 ＜出展＞C

丸の内・有楽町 街ぐるみ 企画展示 ※小間出展においての販売可

29

KITTE 南側テラス（屋外）

【会期】2023年4月15日（土）～ 4月23日（日）

【面積】50㎡／ 1 小間（4 枠）

【金額】1,540,000 円（税込）／ 1 小間

マルキューブ外構（屋外）

【会期】2023年4月15日（土）～ 4月23日（日）

【面積】100㎡／ 1 小間（1枠）

【金額】3,080,000 円（税込）／ 1 小間

仲通りフードフェスタ出展 ※キッチンカー限定

【会期】2023 年4 月15 日、16 日/22 日、23 日（土日開催）

【面積】約6㎡／ 1 拠点

【金額】55,000 円（税込）／ 1 拠点・2 日間

仲通りフードフェスタ特別出展 ※使用希望面積に応じて応談



博覧会

博覧会

■博覧会 ＜共催＞

市民公開講座

【会期】2023年4月15日（土）～ 4月23日（日）の１日（60分～90分）

【会場】丸ビルホール 収容 約314～399席

【金額】3,300,000 円（税込）／ 1 枠

【内容】テーマは申込企業・団体にて選択

【共催費に含まれるもの】

・講演会場費 ・機材費（基本的な講演機材）

・控室会場費 ・音響関係費（座長・演者マイクなど）

【共催費に含まれないもの】

・演者、座長の謝金、交通宿泊費 ・参加者へのお弁当等飲食費

・運営費（人員、看板装飾関係等）・ポスター、チラシ等の印刷製作費

・控室ケータリング費

出展・協賛 ①博覧会への出展 30



博覧会

博覧会出展・協賛 ②博覧会におけるテーマ展示・プログラム協賛 31

■博覧会 ＜協賛＞A

全体特別協賛

博覧会全会場で特別協賛社名を表記。あわせて東京国際フォーラムでの大型の

スペース提供においての啓蒙活動など様々な展開が可能。

【金額】33,000,000 円（税込）

1．主催者発行プレスリリース及び広報制作物に全体特別協賛社名表記

2．各会場エントランスでの全体特別協賛社名表記

3．20小間提供（エリア選択可）

4．テーマ展示内での製品展示（テーマ展示選択）

5．マルキューブ体験スタジオでの実施枠（45 分）× 3 枠提供

6．丸の内エリア内講演会場 市民公開枠（60 分）× 3 枠提供

7．会場配布パンフレットにおける広告面の提供

8．オンライン博覧会での全体特別協賛社名表記と広告スペース提供

9．丸の内仲通りフラッグに全体特別協賛社名表記

■博覧会 ＜協賛＞B

個別テーマ展示協賛

・次世代スマートホスピタル202X

・セルフケアスタジオ

・コミュニティクリニック

・疾患別インフォメーションコーナー

主催者企画のテーマ展示と連動しての展開。

【金額】11,000,000 円（税込）

1．主催者発行プレスリリース及び広報制作物にテーマ展示協賛社名表記

2．該当テーマ展示エントランスでのテーマ展示協賛社名表記

3．テーマ展示付近のエリアに6 小間提供

4．テーマ展示内での製品・協賛社情報の展示（テーマ展示選択）

5．マルキューブ体験スタジオでの実施枠（45 分）× 1 枠提供

6．丸の内エリア内講演会場 市民公開枠（60 分）× 1 枠提供

7．会場配布パンフレットにおける広告面の提供

8．オンライン博覧会でのテーマ展示協賛社名表記と広告スペース提供

【金額】3,300,000 円（税込）

1．該当テーマ展示エントランスでの協賛社名表記

2．テーマ展示内での製品・協賛社情報の展示（テーマ展示選択）

【金額】1,100,000 円（税込）

1．該当テーマ展示エントランスでの協賛社名表記



博覧会

博覧会出展・協賛 ②博覧会におけるテーマ展示・プログラム協賛 32

■博覧会 ＜協賛＞C

特別編集展示企画協賛 《COVID-19企画展示》

主催者企画の特別編集展示と連動しての展開。

【金額】3,300,000 円（税込）

1．該当展示エントランスでの協賛社名表記

2．特別編集展示付近のエリアに1 小間提供（2 ｍ× 2 ｍ）

3．特別編集展示との連携可（展示内に製品展示等）

【金額】1,100,000 円（税込）

1．該当展示エントランスでの協賛社名表記

■博覧会 ＜協賛＞D

企業合同展示企画協賛 《がんゲノム医療合同展示》

登録会員（医療従事者）向け企業合同展示と連動して、自社の製品や企業広報を展開。

【金額】1,650,000 円（税込）

1．該当展示エントランスでの協賛社名表記

2．企業合同展示付近の学術展示エリアに1 小間提供（2ｍ×2ｍ）

※博覧会エリアへの変更可

3．企業合同展示との連携可（個別ブースへの誘導等）

【金額】1,100,000 円（税込）

1．該当展示エントランスでの協賛社名表記

■博覧会 ＜協賛＞E

オンライン博覧会全体協賛

開催事前より公開されるオンライン博覧会で協賛社の社名を大きく表記。

【金額】11,000,000 円（税込）

1．主催者発行プレスリリース及び広報制作物に協賛社名表記

2．オンライン博覧会での協賛社名表記と広告スペース提供

3．会場配布パンフレットにおける広告面の提供

4．オンライン博覧会での出展ブース提供

【金額】880,000 円（税込）

1．オンライン博覧会での広告スペース提供
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■博覧会 ＜協賛＞F

主催者イベント協賛
主催者企画のイベントの協賛社として、イベント会場に社名を表記するとともに、イベント会場

でのスペースを使っての啓蒙活動を展開。

【金額】11,000,000 円（税込）

1．主催者発行プレスリリース及び広報制作物に協賛社名表記

2．イベント会場エントランスでの協賛社名表記

3．イベント会場エリア内でのPR 展示スペースの提供とサンプリング

4．マルキューブ体験スタジオでの実施枠（45 分）× 1 枠提供

5．丸の内エリア内講演会場 市民公開枠（60 分）× 1 枠提供

6．イベント実施会場配布パンフレットにおける広告面の提供

7．オンライン博覧会での協賛社名表記と広告スペース提供

【金額】1,100,000 円（税込）

1．イベント会場エントランスでの協賛社名表記

2．マルキューブ体験スタジオでの実施枠（45 分）× 1 枠提供
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■博覧会 ＜協賛＞G

丸の内・有楽町 街ぐるみ企画協賛

仲通りフラッグ協賛（2 枠）

【会期】2023年4月15日（土）～ 4月23日（日）

【金額】3,850,000 円（税込）

シャトル・バスラッピング協賛（3 枠）

【会期】2023年4月15日（土）～ 4月30日（日）

【金額】1,540,000 円（税込）

タウンアクティビティ協賛

タウンイベント協賛
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博覧会博覧会広報（主な予定）

■2022年10月、2023年２月

・ 第31回日本医学会総会記者発表

■2022年4月～

・ 第31回日本医学会総会記事掲載（パブリシティ）

■2021年秋～2023年４月開催直前

・ウェブ、新聞、交通広告などで第31回回日本医学会総会特集記事・広告掲載

■ポスター・チラシを制作し各所に掲出配置

・東京都及び各県市自治体施設に掲出、配置

・東京都の各教育委員会より小中学校/高校及び医療福祉専門学校へ配布

・首都圏内交通主要箇所に掲出、配置

・首都圏病院、診療所に掲出、配置

■2022年秋～

・首都圏、関東各県/市町村広報連携

■2022年秋～

招待券を制作し、各所へ配布

・ 首都圏・関東各県内の各病院、診療所施設にて配布

・ 博覧会展示/学術出展関連企業へ配布

・ 都県保健福祉部門等の窓口や関係施設へ配布

・ 各市町村保健福祉部門の窓口や関係施設へ配布

・ 各教育委員会より小中学校/高校及び医療福祉専門学校へ配布

・ 関連工業会会員企業を通じて社員家庭へ配布

協賛社は広告に御社名を表記

協賛社は印刷制作物に御社名を表記

■媒体関連

■印刷物関連
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博覧会その他 要綱

●申込方法

第31回日本医学会総会公式HP（http://isoukai2023.jp/）よりお申込みください。

申し込み順を参考に展示小間の場所を調整させていただきますが、必ずしもご要望に沿えないことを

あらかじめご了承ください。

●申込締切

2022年3月31日（第1次）

2022年8月31日（第2次）

2022年11月30日（最終）

※各申込規定数になり次第、締め切らせていただきます。

●契約の成立

（1）主催者は申込を受領後、出展を承認したメールを申込者に送信することにより契約が成立するものとします。

主催者は審査において展示の内容が本総会の趣旨に適さないと判断した場合、出展をお断わりすることが

あります。この場合、申込者に生ずる損害について、主催者は一切の責任を負わないものとします。

（2）申込者は、契約の成立により、本趣意書を遵守する義務が発生します。

●お支払について

申込締め切り後、申込担当者宛へ請求書を発行いたします。

なお、会期中にご使用されたオプション備品・使用電気工事費等につきましては、会期終了後に

別途請求をさせていただきます。

●透明性ガイドライン

本総会では、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」および日本医療機器

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」の趣旨に賛同し、ガイドライン

に基づく情報公開の実施について承諾いたします。

●キャンセルポリシー

契約成立後、出展者の都合により取り消しをされる場合は、以下の通り規定の取り消し手数料を申し受け

ますので、予めご了承ください。

・申し込み後～2022年12月20日（火） ：出展料の30％

・2022年12月21日（水）以降 ：出展料の100％

主催者が書式を定める申込辞退書を申込者が事務局へ提出することにより、キャンセルが成立するものとします。

●天災等、不可抗力による開催形態の変更の可能性について

天災（地震、津波、火災、パンデミック、その他、またそれに伴う交通機関の遅延や停止、付随する災害など）

や、その他不可抗力の原因により、現地開催の規模・会期縮小または、現地開催を中止し、オンラインのみでの

開催の可能性があります。その場合、主催者決定の変更後の開催形態にて協賛していただきます。出展者の都合

で辞退される場合は、上記のキャンセルポリシーが適用されますので、予めご了承ください。

なお、開催形態の変更に伴い、出展の準備でかかった申込者側の経費に関して、主催者は補償の責を負いません。

●その他出展・協賛などについて

・小間割・セミナー枠などは、申込内容などを鑑みて主催者が決定いたします。

希望、変更等の依頼、お問合せにはお答えいたしません。

・小間割図と出展者マニュアル、セミナー枠などは遅くとも会期の1ヶ月前にはメールにて案内いたします。

・電気工事等備品のお申込は、出展者マニュアルと同送の各種申込書にてお申込ください。

・薬機法未承認製品の展示については展示事務局までお問い合わせください。

・海外からの出展物の国内への持ち込みについては税関へお問い合わせください。

・会期中、本総会会場内では主催者が企画/承認する物販および書籍販売コーナー以外では、現金と引き換えに

出展物を引き渡すことは禁止します。
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■お問い合わせ先

第31回日本医学会総会 展示事務局

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学部附属病院 中央診療棟2-8F

TEL: 03-5800-8973 FAX: 03-5800-6412

E-mail: tenji@isoukai2023.jp


