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ご挨拶

謹啓 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より⽇本獣医再⽣医療学会の活動に⼀⽅ならぬご⾼配を賜り、⼼より御礼申し上げます。

さて、早速ではございますが、この度、⽇本獣医再⽣医療学会第18回年次⼤会を2023年5⽉28⽇
(⽇)に 横浜ワールドポーターズ イベントホールB にて開催させていただく運びとなりましたので
ご報告をさせていただきます。

⽇本獣医再⽣医療学会は、2018年4⽉1⽇に⽇本獣医再⽣・細胞療法学会と合併し、同年6⽉1⽇よ
り⼀般社団法⼈⽇本獣医再⽣医療学会 （The Japanese Society for Regenerative Medicine, JSVRM）
として活動を開始いたしました。以来、当学会は責任ある学術団体として、2018年4⽉に策定された
『⽝及び猫における再⽣医療及び細胞療法の安全確保に関する指針』の追考を徹底し、また、国内
の獣医療領域における再⽣医療や細胞療法が科学的・倫理的に正しく発展することを⽬的に、さま
ざまな活動を続けております。

その中でも特に、年に１回開催する年次⼤会は、再⽣医療・細胞療法の普及・発展を⽬的として、
国内外、ヒト、動物といった分野を問わず、再⽣医療に携わるすべての研究者、医師、獣医師、関
連学術団体、企業が⼿を取り合い、意⾒交換を積み上げ、⾃由に議論・討論を⾏うことのできる、
まさに当学会の中⼼的な場です。

そして、本年次⼤会のテーマは、 『エビデンスをもとにした再⽣医療 何が真実か？』 とさせ
ていただきました。再⽣医療には未知であることが多い反⾯、臨床現場で再⽣医療を⾏うための環
境は以前よりも整備されてきました。ここで改めてエビデンスの視点から、現在の獣医療における
再⽣医療はどの段階にあり、どこへ向かうべきなのか。
本テーマの下、当⽇の会場は熱気を帯び、闊達な議論や意⾒交換が⾏われる場となることは想像に
難くありません。

現在、本年次⼤会実⾏委員会が総⼒をあげ、⼤会を盛り上げられますよう鋭意、準備を進めてお
ります。
開催にあたっての運営経費につきましては、参加者からの会費を主とする所存ではありますが、そ
れでもなお、ご賛同をいただける企業様のご協⼒をなくして、本年次⼤会の開催は難しい状況にあ
ります。

COVID-19感染症の動向は不透明な中ではございますが、感染症対策の上、会場には昨年よりも多く
の先⽣⽅をお招きし、さらに活気のある年次⼤会にしてまいりますので、本企画書をご⼀読いただ
きまして、なお⼀層のご⽀援・ご協⼒いただけますよう、何卒お願い申し上げます。

末筆ではございますが、皆様の益々のご発展とご繁栄をお祈り申し上げます。

謹⽩

2022年1２⽉

⽇本獣医再⽣医療学会第18回年次⼤会
⼤会⻑ 枝村 ⼀弥

⽇本⼤学⽣物資源学部獣医学科獣医外科学研究室



【開催⽅法】
・ハイブリット開催形式
会場参加者を限定（先着申込順）し、当⽇開催された内容は後⽇配信いたします

※ 会場定員は100名を予定

【主な予定プログラム (内容は変更となる場合があります) 】

シンポジウム①：
⼈の医療からステミラック®を中⼼に

シンポジウム②：
獣医療から 幹細胞に関しての基礎研究関連

シンポジウム③：
獣医療から 臨床研究関連

シンポジウム④：
未定

教育講演 ①：
ヒトにおける世界と⽇本の再⽣医療 普及の現状と課題

教育講演 ②：
免役チェックポイント阻害薬の基礎と研究 ⽔野拓也先⽣ （⼭⼝⼤学）
免疫チェックポイント阻害剤の臨床研究の実際の臨床データ 萩森健⼆先⽣

（かもがわ動物クリニック）

教育講演③：
獣医内科系疾患に対する再⽣医療の期待（仮）

教育講演④：
エクソソームを中⼼とした話題

教育講演⑤：未定

学術発表会 ：３演題
症例検討会 ：3演題

※演者の所属は2022年12⽉1⽇時点のもので掲載しています



【プログラム予定】
⽇本獣医再⽣医療学会 第18回 年次⼤会 現地プログラム（予定）

（敬称略）

2023年5⽉28⽇(⽇）横浜ワールドポーターズ イベントホールB

講演会場 ポスター会場 企業ブース会場

9:00 受付開始 時間

9:30 開会ご挨拶（理事⻑・⼤会⻑・顧問） 10min

展⽰

展⽰

9:40 休憩/会場準備 5min

シンポジウムテーマ 「未定」 座⻑：枝村先⽣・原⽥先⽣

9:45

シンポジウム

①演題未定（⼈医療 ステミラック関係）

20min

10:05

②演題未定 (獣医療 幹細胞関係）

40min

10:45 休憩 10min

10:55 シンポジウム
③演題未定 (臨床研究紹介 椎間板ヘルニア）

15min

11:10 シンポジウム
④演題未定

15min

11:25 シンポジウム パネルディスカッション ３５
min

12:00 休憩/会場準備 15min

質疑応答
12:15 ランチョン

セミナー
北⽶における獣医再⽣医療の現状

北⽶獣医再⽣医療学会 Amir Kol 45min
13:00 休憩 10min

13:10 学術発表会 15分×3演題
展⽰

45min

13:55 症例検討会 15分×3演題
45min

14:40 休憩 20min 質疑応答

15:00 教育講演
「ヒトにおける世界と⽇本の再⽣医療

普及の現状と課題」

展⽰

30min

15:20

教育講演

免役チェックポイント阻害薬の基礎と研究
⽔野 拓也 （⼭⼝⼤学） 15min

免疫チェックポイント阻害剤の臨床研究の
実際の臨床データ

萩森 健⼆（かもがわ動物クリニック） 15min

15:50 協賛セミナー

獣医内科系疾患に対する再⽣医療の期待（仮）

鳩⾕ 晋吾（⼤阪公⽴⼤学） 30min

16:20 教育講演
未定 （エクソソーム関連）

⾊のプログラムは、

年次⼤会開催後、オンデマンド配信対象

配信期間：調整中

30min

16:50

教育講演
30min

17:20 休憩 10min

17:30 学会主催
プログラム

ガイドライン・届出分野
枝村⼀弥（⽇本⼤学） 5min

17:35 総会・学会賞発表 20min

17:55 閉会の辞 5min
18:00 閉会



【募集内容】

・対⾯会場での企業ブース協賛 ・・・限定１０企業
・抄録広告（PDFダウンロード版のみ） ・・・A4/1ページ カラー制限なし
・ランチョンセミナー協賛 ・・・限定１企業
・ドリンクコーナー・軽⾷協賛 ・・・ポスター展⽰エリアにドリンク・軽⾷サービス

【ブース展⽰協賛】

募集枠・協賛⾦：限定10枠 協賛⾦：100,000円

■協賛費に含まれるもの
・展⽰⽤テーブル：W1800×D900×H700・椅⼦２脚
（テーブル⽤のカバーは各社でご⽤意ください。）
・バックボード ：H2000×W900×２
・1500Wコンセント（左記以上の準備が必要な場合はご相談ください。）
・学会年次⼤会HPに企業連携⽤リンク貼り付け
・企業ロゴ掲載（年次⼤会⽤HP内・協賛企業リスト・PDF抄録集）
・PDF抄録集内PR⽂章
・当⽇対⾯参加者へ希望のパンフレットを配布（各社A4チラシ2枚まで）
・配信時にPR動画の（1〜3分）挿⼊

■各仕様
①企業連携⽤リンク
・リンク先のURLを、協賛申込書に記載いただくか、学会メールに連携先URLを 送信して
ください
②企業ロゴ
・規格：幅640×⾼さ300ピクセル以上（⼤きい場合はこちらで調整します。）
・ファイル形式：JPEG・PNG
・データ容量 ：1M以内
③ PR⽂章
・⽂字数：150⽂字以内

【抄録集広告】

募集枠・協賛費：募集数の制限はありません 協賛⾦：50,000円

・媒体仕様：抄録集は全てPDFダウンロード⽅式
（紙媒体抄録集の作成・販売は致しません。）
・A4・1ページ
注）抄録集内PDF内での掲載順は、事務局へ⼀任いただきます。予めご了承ください。
（企業協賛セミナースポンサーの後ろに掲載予定）

■協賛費に含まれるもの
・ロゴ掲載（年次⼤会⽤HP内・協賛企業リスト・PDF抄録集）
・PDF抄録集内PR⽂章掲載

【企業協賛概要：１】



【ランチョンセミナー協賛】

募集枠・協賛費：限定１企業 協賛⾦：550,000円

・ランチョンセミナーの講師【北⽶北⽶獣医再⽣医療学会会⻑ Amir Kol⽒】の講演費⽤・
ランチョンセミナーのお弁当費⽤のご協賛をお願いいたします。

■協賛費に含まれるもの
・ロゴ掲載（年次⼤会⽤HP内・協賛企業リスト・PDF抄録集）
・PDF抄録集内の広告掲載A4１ページ
・PDF抄録集内PR⽂章掲載

【ドリンク・軽⾷コーナー協賛】

募集枠・協賛費：１社 協賛⾦：50,000円

・ポスター展⽰エリアでのドリンク・軽⾷提供のご協賛をお願いいたします。
休憩⽤のテーブル・椅⼦を設置し、参加の先⽣⽅と歓談できる場を提供します。
休憩中の商談などにご利⽤いただきます。

■協賛費に含まれるもの
・飲み物・軽⾷費⽤
・ロゴ掲載（年次⼤会⽤HP内・協賛企業リスト・PDF抄録集）
・PDF抄録集内PR⽂章掲載

【企業協賛概要：２】

■掲載内容と各仕様
①抄録集広告
・広告仕様：サイズA4縦 カラー4C
・広告版下締切：2023年4⽉21⽇（⾦）必着
・原稿は完全版下、PDFデータ（解像度350dpi以上）をご⽤意の上、添付ファイルにて
学会メールへ送信をお願いいたします。
・データは５MB以下でお願いいたします。

②企業ロゴ
・規格：幅640×⾼さ300ピクセル以上（⼤きい場合はこちらで調整します。）
・ファイル形式：JPEG・PNG
・データ容量 ：1M以内

③ PR⽂章
・⽂字数：150⽂字以内



ご注意：出店者説明会はございません。

申込期限：2023年4⽉15⽇（⾦）まで

動画データ提出期限： 同 上

配布⽤のチラシ・パンフレット（A4×2枚まで）は5⽉8⽇（⽉）までに、学会事務局清⽔宛に送付
をお願いいたします。

【お申込⽅法】

添付の「企業協賛申込書」に必要事項をご記⼊いただき、FAXまたはE-mail
（PDFファイル添付）にて下記へお送りください。

⼀般社団法⼈⽇本獣医再⽣医療学会事務局
FAX ：050-6875-6125
E-mail：info@jsvrm.org

【送⾦⽅法】
「企業協賛申込書」を送付後、下記⼝座へご⼊⾦をお願いいたします。
⼤変恐れ⼊りますが、お振込⼿数料は、申込者様でご負担をお願いいたします。
なお⼊⾦後の返⾦は致しかねますので、予めご了承ください。

【お振込⼝座】
銀⾏名 ：三菱UFJ銀⾏阿倍野橋⽀店
店番 ：072
⼝座番号：0310460
名義 ：ｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｼﾞｭｳｲｻｲｾｲｲﾘｮｳｶﾞｯｶｲ

【無料参加枠について】
・ブース展⽰・協賛セミナーに誤協賛いただいた企業様には、無料参加枠をご⽤意させていただき
ます。

150,000円以下：無料参加枠・・・2名
150,001円以上：無料参加枠・・・3名

【配布⽤チラシ送付先住所】
年次⼤会当⽇に配布希望のパンフレット・チラシ等は下記住所へお送りください

・⽇本獣医再⽣医療学会事務局 清⽔宛
225-0021
神奈川県横浜市⻘葉区すすき野1−1−5−501
TEL：090-8930-

mailto:info@jsvrm.org


【会場配置図（案）】
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E-mail：info@jsvrm.org
FAX ：050-6875-6125

⽇本獣医再⽣医療学会第18回年次⼤会
企業協賛申込書

2023年 ⽉ ⽇

お願い：FAXをお送りいただく際は、確認のためE –mailにて事務局までご連絡をお願いいたします。

フリガナ

社名・団体名

担当部署

担当部署住所

代表者名

担当者名 担当部署

担当者E -mail ＠

協賛内容 ⾦額 チェック欄

展⽰ブース W1800×D900×H700 1ブース 100,000円 □
抄録広告 PDFデータ⼊稿 A4 1ページ 50,000円 □

ランチョンセミナー協賛 限定１社 550,000円 □
ドリンク・軽⾷協賛 50,000円 □

ご協賛いただく内容にチェックをお願いいたします。

①企業連携⽤リンク
・リンク先URLを学会メールへご連絡ください
②企業ロゴ
・規格：幅640×⾼さ300ピクセル以上（⼤きい場合はこちらで調整します。）
・ファイル形式：JPEG・PNG
・データ容量 ：1M以内
③ PR⽂書
・⽂字数：150⽂字以内（テキスト形式）

①〜③のデータを添付の上、info@jsvrm.orgへ送信してください。

お申し込み期限：2023年4⽉10⽇（⽉）まで

mailto:nfo@jsvrm.org
mailto:info@jsvrm.org

