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企業展示・人材募集展示 募集要項
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第 41 回日本医用画像工学会大会
ご協賛のお願い

謹啓 貴社におかれましては、コロナ禍の困難な状況の中、ご苦労をされながらもこの
難局に立ち向かわれていることと存じます。
さて、このたび、2022 年７月 29 日から 31 日の 3 日間にわたり名古屋大学東山キャ
ンパス豊田講堂にて、第 41 回日本医用画像工学会大会（JAMIT2022）を開催する運び
となりました。本大会は、全国から医用画像工学に関連する工学系研究者と医学系研究
者、企業系研究者が参加し、特に最新のイメージング技術およびその応用について議論
を行うもので、医工連携、産学連携を主テーマとした貴重な学会になります。とくに、
最近話題になっております人工知能／深層学習の医学応用についても、工学的見地と医
学的見地から深く議論が行われ、その注目度はさらに増しております。
つきましては、社会情勢厳しい折に誠に恐縮に存じますが、何卒、本学会大会運営の
ため趣意をご賢察頂き、ご協賛賜りますよう宜しくお願い申し上げます。現在、社会活
動の多くが制約を受けておりますが、本邦の学術に関するアクティビティを維持するた
めに学会の担うべき責任は非常に大きいものと考えております。かような状況下におき
ましても研究活動を促進できる機会を提供できるよう最大限の努力をしてまいりたい
と存じております。
このような中、貴社をはじめとした関係各位のご協力が不可欠であり、ぜひ貴社の大
会運営へのご協力をお願い申し上げる次第でございます。
末筆ながら、貴社のますますのご発展を衷心より祈念しております。
敬具

第 41 回日本医用画像工学会大会開催概要

１．会議名称：第 41 回日本医用画像工学会大会（JAMIT 2022）
２．開催時期：２０２２年７月２９日(金)～３１日(日)
３．開催場所：豊田講堂
名古屋大学 東山キャンパス
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
４．大 会 長：森

健策（名古屋大学大学院情報学研究科 教授）

５．参加者予想数：３００名
６．参加対象者：日本医用画像工学会会員、工学系・医学系研究者、医師、企業技術者、理
工学系学生
７． 大会内容（予定）
：
特別講演１

イメージング関連

特別講演２

AI 関連

海外特別講演

画像 AI 関連

シンポジウム１ 最先端 HPC と機械学習
シンポジウム２ 最先端医用イメージング
シンポジウム３ 医用画像データベース
シンポジウム４ 「医療機器」実現に向けて レギュラトリーサイエンス
シンポジウム５ 若手シンポ JAMIT の未来を作ろう!
チュートリアル講演 ３題（50 分×3）
一般演題
100～120 題（過去３年間実績）
深層学習ハンズオンセミナー ５回（90 分×5）
スパコン見学会
８．公式ホームページ： http://jamit2022.jamit.jp/
９．運営事務局（お問合せ先）
：第 41 回日本医用画像工学会大会事務局
〒104-0033 中央区新川 1-5-19 6 階
(株)メイプロジェクト内
TEL:03-6264-9071

FAX:03-6264-8344

E-mail: jamit2022@jamit.jp

第41回

日本医用画像工学会大会

収支予算

収入の部

（単位：円）
科

目

予

開催収入（大会参加費）

算（税込）

摘

要

3,790,000

一般会員

1,690,000 13,000円×130名

学生会員

500,000 5,000円×100名

非会員

1,600,000 20,000円×80名

補助金等収入

1,840,000

協賛金

300,000 コニカミノルタ科学技術振興財団

機器出展料

880,000 220,000円×4

広告料

660,000 55,000円×5，88,000円×3，121,000円×1

地方自治体助成金

0

学会拠出金

0

雑収入

現地開催の場合，名古屋市から助成（\300,000）あり

5
受取利息等

5

収入合計（A）

5,630,005

支出の部

（単位：円）
科

目

事業準備・開催費

予

算（税込）

摘

要

4,252,055

会場費および会場設営費

1,199,000 会場設営・展示費用（インターグループ）

業務委託費

1,856,800 演題登録，抄録集・予稿集作成，参加登録

当日人件費

616,000 受付，学生アルバイト，ハンズオンお手伝い

講師旅費および謝礼

347,055 特別講演，チュートリアル，ハンズオン謝礼

実行委員会費

22,000 大会長宿泊費，車使用料

会議費

85,800 社員総会，各種委員会用お弁当約60個

スタッフ弁当

70,400 約80個

その他

55,000 コーヒーサービス

管理費

1,374,153
事務局費

715,000 ㈱メイプロジェクト
55,000 備品輸送費，請求書等郵送費，電話使用料

通信費
ホームページ管理・維持費

407,000

制作費・印刷費・消耗品費

192,203

その他

4,950 謝金源泉処理手数料

支出合計（B）
予
合

ネームカード・登録用紙・ポスター印刷，事務用品

備

5,626,208

費

3,797

計

5,630,005

企業展示・人材募集展示 募集要項
１． 会議名称：第 41 回日本医用画像工学会大会
２． 展示期間：2022 年７月 29 日(金)13 時から 2022 年７月 31 日(日)16 時まで
３． 展示場所：豊田講堂（名古屋大学東山キャンパス）

４．展示料：220,000 円（消費税込み）
５．申込締切：2022 年 5 月 31 日(火)
６．申込方法
申込用紙に必要事項をご記入いただき、事務局あてに電子メールまたは FAX にてお送
りください。

７．展示料のお支払い
お申込書受領後に事務局よりご請求書をお送りいたします。下記口座に 1 か月を目
処にお振込みをお願いいたします。
金融機関名：楽天銀行
支店名：第四営業支店（支店番号：２５４）
預金科目：普通預金
口座番号：７２５９５５９
口座名義：一般社団法人 日本医用画像工学会 大会

第 41 日本医用画像工学会大会（JAMIT2022）
企業展示・人材募集展示 申込書
申込期限：２０２２年５月３１日（火）
第 41 回日本医用画像工学会大会事務局 行
FAX：０３－６２６４－８３４４
E-mail:jamit2022@jamit.jp

当社は、第４1 回日本医用画像工学会大会にて、企業展示・人材募集展示を下記のと
おり申し込みます。

金

220,000 円

年

貴社名：
御担当部課名：
御担当者名：
御住所：〒
TEL：
E-mail：
ご要望がございましたらご記入ください。

FAX：

月

日

