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開催趣旨 
 

 

第２回日本メディカルAI学会学術集会 (JMAI2020)を、2020年1月31日（金）、2月1日（土）の２日間、

東京ビッグサイトTFTホールにおいて開催させていただく運びとなりました。本学術集会は「AIを医師

にも患者にも」をテーマに、本分野における新知見を相互にかわし、当該分野の発展によって医療

の高度化が進むよう、現在、関係者一同鋭意準備を進めております。 

 日本メディカルAI学会は2018年５月に本邦におけるメディカルAI分野の発展を目的に一般社団法

人として創設され、８ヶ月の間に700名の方が既に入会されております。また、2019年１月に国立がん

研究センターで実施された第１回学術集会では 700名を超す方に参加いただき、当該分野の重要

性と、多くの方に注目されている分野であることを示す結果となりました。 

 さて、AI開発においては、深層学習モデルの議論が多く出てきます。しかし、メディカルAIではモデ

ルだけが重要なのではなく、開発されたAIが医師をサポートし、医師がよりよい診療を考えられる、医

師のためのAIである必要があります。それだけでなく、患者にとっても、より良い治療が選択できたり、

選択肢が広がったりするなど、患者のためのAIである必要もあります。このように、メディカルAIは医

師に寄り添うだけでなく、患者にも寄り添えるものを作るべきだという気持ちを込めて、副題として「AI

を医師にも患者にも」とつけました。 

 

本学術集会では、第一回の学術集会で集まった日本の叡智を広げ、日本中のメディカルAIに関連

する開発者や利用する医師やコメディカルに携わる方々が産学官から広く集まり、垣根なくディスカ

ッションをすることで、一分一秒でも早くメディカルAIが医療に浸透し、一人でも多くの国民を幸せに

できる場にできたらと考えています。 

 

2019年2月吉日 

第２回日本メディカルAI学会学術集会 

学術集会会長 瀬々 潤 

（株式会社ヒューマノーム研究所 代表取締役社長・ 

東京医科歯科大学 特任教授・ 

産総研 人工知能研究センター 招聘研究員） 
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開催概要 
 

■名称： 第2回日本メディカルAI学会学術集会 

 The 2nd Annual Meeting of the Japanese Association for Medical Artificial Intelligence 

 

■主催： 日本メディカルAI学会（JMAI） 

■学術集会会長： 瀬々 潤 

 （株式会社ヒューマノーム研究所 代表取締役社長・東京医科歯科大学 特任教授・ 

 産総研 人工知能研究センター 招聘研究員） 

 

■学術集会テーマ： AIを医師にも患者にも 

 

■開催日： 2020年1月31日（金）・2月1日（土） 

■開催場所： 東京ビッグサイトTFTホール 

 東京都江東区有明三丁目４番１０号  URL：http://www.bigsight.jp/facilities/tft 

 

■規模： 1,000名 

 

■学術集会事務局 国立がん研究センター研究所・がん分子修飾制御学分野内 

 〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 

 

■学術集会ホームページ https://jmai2020.org/ 

 

 

■組織委員会 荒井 ひろみ ：理化学研究所 革新知能統合研究センター / JSTさきがけ 

 井元 清哉 ：東京大学医科学研究所 

大田 信行 ：プリファードネットワークス・アメリカ 

岡野原 大輔 ：プリファードネットワークス 

坂無 英徳 ：産業技術総合研究所 人工知能研究センター 

白石 友一 ：国立がん研究センター研究所 

田宮 元 ：理化学研究所 革新知能統合研究センター / 東北大学医学部 

寺田 愛花 ：株式会社ヒューマノーム研究所 

浜本 隆二 ：国立がん研究センター研究所 / 理化学研究所 / 東京医科歯科大 

光山 統泰 ：産業技術総合研究所 人工知能研究センター 

山本 陽一朗 ：理化学研究所 革新知能統合研究センター 

 

 

■基調講演（2019年6月10日現在予定。講演予定順） 

 

 山本 雅之 ：東北メディカル・メガバンク機構 機構長 

 藤田 廣志 ：岐阜大学 名誉教授 

 藤原 康弘 ：独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA） 理事長 

 川嶋 健嗣 ：東京医科歯科大学 教授 

 北野 宏明 ：ソニーコンピュータサイエンス研究所 
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収支予算 

収入の部 
項目 金額 備考 

1．参加費 
 
 
 
 
 
2．スポンサー協賛費 
3．展示出展料 
4．広告収入 
5．寄付金 

11,320,000 円 
 
 
 
 
 

11,110,000 円 
2,244,000 円 

286,000 円 
500,000 円 

事前会員 600 名×10,000 円 
事前学生会員 30 名×3,000 円 
事前非会員 150 名×15,000 円 
当日会員 150 名×13,000 円 
当日学生会員 20 名×5,000 円 
当日非会員 50 名×18,000 円 
LS4 社、ブース 10 社、ロゴ 6 社 
企業展示 10 小間、書籍 2 小間 
 
 

合計 25,460,000 円  
 

支出の部 
項目 金額 備考 

1．会議準備費 
 1）人件費 
 2）旅費・交通費 
 3）印刷・製作費 
 4）通信・運搬費 
 5）消耗品・雑費 
2．会議当日費 
 1）人件費 
 2）旅費・交通費 
 3）会場費 
 4）機材・備品費 
 5）看板装飾費 
 6）展示関係費 
 7）招聘費 
 8）飲食費 
3．事後処理費 
 1）人件費 
 2）雑費 
 3）消費税 
4．予備費 

6,700,000 円 
3,000,000 円 

150,000 円 

3,200,000 円 

200,000 円 

150,000 円 

16,100,000 円 
1,600,000 円 

300,000 円 

7,600,000 円 

2,000,000 円 

1,300,000 円 

1,500,000 円 

1,000,000 円 

800,000 円 

2,420,944 円 
150,000 円 

20,000 円 

2,250,944 円 
239,056 円 

 
 
 
ホームページ含む 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
振込手数料 

合計 25,460,000 円  
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協賛メニュー 
 

■ 学術集会スポンサー  申込締切日：2019年11月20日予定 
 

   ランチョン&ブース  ランチョン&ブース  ブース  ブース 
   プラチナ  ゴールド  プラチナ  ゴールド 

          

ランチョンセミナー 席数。*1  400席 1枠  250席 1枠  -  - 
          

企業展示ブース 100V-500W含む  1ブース  1ブース  1ブース  1ブース 
          

学術集会参加証 提供枚数  5枚  4枚  5枚  4枚 
          

懇親会参加証 提供枚数  -  -  -  - 
          

学術集会ホームページ ロゴ掲載サイズ  大  中  大  中 
          

プログラム集広告掲載 後付(白黒）  1ページ  1/2ページ  1ページ  1/2ページ 

          

プログラム集 提供冊数  1冊  1冊  1冊  1冊 
          

受付前看板内にロゴを掲載  〇  -  〇  - 
          

募集数（予定）   2社  2社  5社  5社 
          

スポンサー費（税別）   \1,000,000  \800,000  \600,000  \400,000 

 

*1：ランチョンセミナーお弁当代は別途ご負担となります。ご了承ください。 

 

■ 学術集会 ホームページスポンサー  申込締切日：2019年11月20日予定 

 

 ロゴ掲載 プラチナ ロゴ掲載 ゴールド 

ロゴ掲載サイズ 大 中 

掲載料金(税別) \300,000 \200,000 

募集数 3社 3社 

 

■ 企業展示ブース  申込締切日：2019年11月20日予定 

 

 出展料  1ブース ： \200,000（税別） 

 ※出展者証：4枚提供、プログラム集：1冊提供 

 

■ プログラム集広告掲載  申込締切日：2019年11月20日予定 

 

 後付(白黒) 1ページ ： \80,000（税別） 

 

 後付(白黒) 1/2ページ ： \50,000（税別） 

 

■ 寄付または賛助金 ：免税措置なし 

 
協賛に関するお問合せ先： 株式会社エー・イー企画 第2回日本メディカルAI学会学術集会協賛担当 

 101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 一ツ橋別館4階 

 TEL:03-3230-2744 FAX03-3230-2479 

 メールアドレス： ejmai2020@aeplan.co.jp 

mailto:ejmai2020@aeplan.co.jp
mailto:ejmai2020@aeplan.co.jp
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◇ ランチョンセミナー 募集要項 
 

日時： 2020年 1月31日（金） ～ 2月1日（土） 

場所： 東京ビッグサイト TFTホール 

 セミナー会場：学術集会講演会場を利用 

共催費： ① プラチナスポンサー 400席会場 1,000,000円（税別） 

 ② ゴールドスポンサー 250席会場 800,000円（税別） 

 

●共催費に含まれるもの 

 1）セミナー会場使用料 

 2）基本機材・設備使用料（液晶プロジェクター、スクリーン、音響機材、レーザーポインター） 

 3）備品：卓上ライト、進行用備品（ベル、ストップウォッチ）資料及び弁当配布テーブル等 

 

●共催費に含まれないもの 

1）上記基本機材以外の機材や撮影、録音等に関する機材は含まれておりません。また、発表用のパソ

コンは貴社にてご用意いただきご持参ください。液晶プロジェクターの接続・投影確認をお願いいた

します。 

 2）運営スタッフ：弁当配布要員、照明係、アナウンス係 

3）共催費には、お弁当代は含まれておりません。数量は共催者に決定いただき事務局が一括発注い

たします（個数の目安は席数の80～90％程度でご検討ください。予定単価：1,300円～1,500円：税別

/1食・パックお茶付。別途ご請求いたします）。 

 4）接遇関係費：講師、座長の交通費（渡航費用含む）謝金、宿泊費など。 

 5）看板類：会場前看板、氏名掲示等 

 6）控室は、共催者毎にご用意できない場合がございます。ご了承ください。 

 

 

●申込締切日（予定）： 2019年 11月 20日 

 

●その他  

このランチョンセミナーは学術集会との共催といたします。ご参加にあたっては、単なる製品説明ではな

く、背景となる原理・理論の解説を丁寧に行ったり、あるいは役立つ応用例の紹介を中心としたり、魅力

ある新製品・新技術の解説講演になるよう工夫をこらしていただけると幸いです。 
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◇ 企業展示ブース 募集要項 
 

展示会 会期： 2020年 1月31日（金） ～ 2月1日（土） 

展示会 会場： 東京ビッグサイト TFTホール 西館ホール1000 

 東京都江東区有明三丁目４番１０号 

 

申込方法 既定の申込書に必要事項をご記入の上お申込みください。 

 お申込み後には、お申込み受理メールをお送りします。 

 募集対象以外からのお申込みは検討後の回答となりますことをあらかじめご了承ください。 

 

申込締切日 2019年 11月20日 

 予定小間数となり次第、申込締切の期日前でも締め切らせていただくことがございます。 

 ご了承ください。 

 

ご請求 申込み受理後、請求書を発送いたします。 

 請求書に記載された振込期日までにお振込みください。 

 振込手数料は出展者の負担となります。 

 

振込期日 2019年 12月31日 

※出展料をご請求後、何らかの諸事情で振込期日までにお振込みが間に合わない場合は、必

ずご連絡ください。ご連絡がなく、お振込みがない場合には、出展を解約されたものと判断し、

解約料金をお支払いいただくこととなります。この場合、開催当日、展示会場には小間のご用

意はございません。ご了承ください。 

 

出展の解約（キャンセル）について 

申込み受理後は、学術集会が不可抗力と認めた事故以外は原則解約することはできません。

組織委員会が解約を認めた場合でも、出展の解約理由を書面にてお送りいただき、受領した日

を基準として解約料金をお支払いいただきます。 

 

 ※解約料金 

 2019年10月31日までに受領した場合…請求額（出展料）の50％をお支払いいただきます。 

 2019年11月1日以後に受領した場合…請求額（出展料）の全額をお支払いいただきます。 

 

 小間の割当て 申込締切日後、出品物の種類・形状・重量・小間数などを考慮し、小間割りした後「出展確認

書」にて出展者へご通知いたします。 

  出展者説明会は行いません。ご了承ください。 

  グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接されたい場合などご希望がある場合は、お

申込書の「通信欄」に記載いただく等、申込み締切日までにご連絡ください。 

 

 展示台の有無 基礎小間には展示台が付いております。この展示台が不要の場合は申込書に展示台不要の

小間数をご記入ください。 

 

 出品物の管理 各出品物の管理は出展者が責任を持つものとし、展示期間中の出品物の盗難・紛失・火災・損

傷など不可抗力による出品物の損害に対し、学術集会及び事務局は補償など責任を一切負い

ませんのでご了承ください。 

 

申込み・問合せ先 

 株式会社エー・イー企画  担当 ： 西尾 文利 

 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-4-4 一ツ橋別館4F 

 Tel. 03-3230-2744 / Fax. 03-3230-2479 

 E-mail（専用）: ejmai2020@aeplan.co.jp 

  

 

mailto:ejmai2020@aeplan.co.jp
mailto:ejmai2020@aeplan.co.jp
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◇ブース規格 

 
●ブース仕様： 

ブースサイズ：W 1,980×D 1,980×H2,400 mm 

バック・側面（ソデ）パネル：システムパネル使用 

展示台：W 1,800×D 900×H約700 mm。白クロス仕上 

※基礎ブースに電源（コンセント）は付いておりません。

別途お申込みが必要です。 

 

▼セット内容： 

展示台 （W 1,800×D450×H 約700mm×2台） 

社名板、蛍光灯（FL40W）、 イス 1脚 

 

出展者証：4枚 

プログラム集：1冊 

※学術集会参加証は含まれません 

 

●バック・側面（ソデ）パネル及びパラペットに画鋲や釘類を使

用しパネルやポスター等を設置・貼付することはできませ

ん。 

●申込み時の小間位置（場所）の指定は、受付けできません。 

●グループ会社間や協力・協同会社間で小間を隣接された

い希望がある場合、申込み時「申込書の通信欄」に記入い

ただく等、申込締切日までにご連絡ください。 

 

 

◇出展料 

① ブース プラチナ 600,000円（税別）/1ブース 

② ブース ゴールド 400,000円（税別）/1ブース 

③ ブースのみ 200,000円（税別）/1ブース 

 ※ブーススポンサーで追加ブースを申し込まれる場合、この出展料にて承ります。 

④ アカデミア対象ブース 100,000円（税別）/1ブース 

 大学や公的機関（研究施設等）で出展される場合を対象としております。 

 

 

● 仮設電源電力の申し込みについて（有料） 

 

基礎ブースには電源（電力）は付いておりません。 必要な場合は、別途（有料）お申込みください。 

 

お申込みの際は、必要な電力容量を記入しお申込みください。 

 

仮設電源電力料金 

 100V 1W以上 500Wまで \30,000（税別） ※2口コンセント1個 

 100V 501W以上 1000Wまで \40,000（税別） ※2口コンセント1個 

 

追加電力 1001W以上のお申込みの場合は、 

 1000Wごとに \15,000（税別）がかかります。 

例）計2000Wで \55,000（税別） コンセント2個。 

例）計3000Wで \70,000（税別） コンセント3個。 

 

※コンセントは1000Wごとに1個追加されます。 
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◇ プログラム集広告掲載 募集要項 
 

第2回日本メディカルAI学会学術集会 プログラム集 

 

発行部数： 1,200部発行（予定） 

版型： A4版 

製作予算： \1,440,000（税込） 

配布対象： 学術集会参加者 

発行予定日： 2020年1月20日（予定） 

 

 

広告サイズ： 1ページ 天地250mm×左右170mm  

 1/2ページ 天地120mm×左右170mm  

 

入稿方法 完全データ ※プリントアウトと共にデータをご入稿ださい。 
完全データの入稿形式：Adobe illustrator。 FONTは全てアウトライン化、画像は埋込をしてください。使用し

たOS、制作アプリをご明記ください。他のファイル形式の場合はお問合せください。 

※原稿製作は別途実費をいただきます。 

 

広告掲載料金（税別） 

表紙 4 （裏表紙)  1ページ（1色） \ 200,000 

表紙 2 （表紙の裏)  1ページ（1色） \ 160,000 

表紙 3 （裏表紙の裏） 1ページ（1色） \ 120,000 

後付（本文後に広告をまとめて掲載） 

 1ページ（1色） \ 80,000 

 1/2ページ（1色） \ 50,000 

 

 

 

◇ 学術集会ホームページスポンサー ロゴマーク掲載要項 
 

学術集会ホームページに掲載する ロゴマーク データは以下要領にてご入稿ください 

 

 ファイル形式： JPEG、PNG、GIFいずれか 

 

 ファイルサイズ： 150 KB 以下 

 

 入稿の際には、リンク先のURLをご指定ください。 

 

 

 

◇ 受付前看板 ロゴマーク掲載要項 
 

学術集会 当日の受付前看板にロゴマークを掲載する ロゴマーク データは以下要領にてご入稿ください 

 

 対象スポンサー： ランチョン&ブース プラチナ 及び ブース プラチナ 

 

 ファイル形式： Adobe illustrator ファイル（ａｉ） 
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◇ 寄付金 募集要項 
 

●寄付金の名称 第 2 回日本メディカル AI 学会学術集会 寄付金 

 

●寄付金目標額 500,000 円 

 

●募集期間 2019 年 4 月 1 日（月）より 2020 年 1 月 30 日（木)まで 

  

●寄付金の用途 2020 年 1 月 31 日（金）・2 月 1 日（土）、東京ビッグサイトにおいて開催される、第 2 回日本

メディカル AI 学会学術集会の準備、運営および関連諸行事等の費用に充当させていただ

きます。 

 

●申込方法 本学術集会の趣旨にご賛同いただける場合は、別紙申込書に必要事項を記入の後、ファ

ックスまたは郵送にてお送りください。 

 

●お申込み・お問合せ先 

 第 2 回日本メディカル AI 学会学術集会事務局 

 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 2-14-14 新大阪グランドビル 6 階 エー・イー企画内 

 TEL：06-6350-7163 FAX：06-6350-7164 

 E-mail： jmai2020@aeplan.co.jp 

 

●振込先 銀 行 名： ジャパンネット銀行 

 支  店： ビジネス営業部支店 

 店  番： ００５ 

 口座番号： 普通 ２３６４９６３ 

 口 座 名： 一般社団法人日本メディカル AI 学会 

    シャ）ニホンメディカルエーアイガツカイ 

 

 

●税法上の取扱い 免税措置はありません。 
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