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謹啓  

貴社におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  

また平素より格別のご支援を賜り、心より御礼申しあげます。  

 

さて日本デジタルパソロジー研究会は、1999 年より始まった病理医、臨床検査技師、更

に光学機器や通信、情報システムを取り扱うベンダーで構成された研究会です。現在、病理

ガラススライド標本を高解像度のデジタル画像に変換できる WSI (Whole Slide Imaging)シ

ステムを主体としたデジタルパソロジーという新たな分野が確立された中、様々な用途及

び応用について研究しています。  

この度、第 19 回日本デジタルパソロジー研究会の運営を仰せつかり、2020 年 8 月長崎

大学にて研究会総会を開催する運びとなっておりましたが、新型コロナウィルス感染症の

影響を受け、延期としておりました。皆様と一堂に会し、熱くディスカッションを行う機会

を模索しておりましたが、世界各国において新型コロナウィルスの収束困難な状況が続い

ており、WEB 開催とさせていただくことになりました。 

当初アメリカ、台湾などの国外からも多くのゲストをお招きし、活発なコミュニケーショ

ンが取れる企画を検討しておりましたが、これに代わるべく、English セッションの時間を

設けることとさせていただきました。従来多くの企業様にご協賛いただいておりました機

器展示に関しましては、ワークショップの開催、WEB 上での動画の公開、バナー広告にて

各企業様の展示をご覧頂く予定でございます。  

つきましては、まことに恐縮ではございますが、本会の趣旨と意義をご理解くださり、ご

検討・ご出展を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。  

末筆ながら、貴社のますますのご発展を心より祈念申し上げます。 

              謹白 



【1】開催概要                                                              

 

■名称 （和文）第 19 回日本デジタルパソロジー・AI 研究会総会 

    （英文）19th Annual meeting of Japanese Society of Digital Pathology                   

 

会期  2021 年８月 20 日―22 日 

 

■会場  WEB 開催 

     ※オンデマンド配信は会期後 1 カ月程度を予定しております。 

 

■主催  日本デジタルパソロジー研究会 

 

■テーマ 「デジタル x AI でパソロジーはこう変わる」 

 

■世話人 福岡順也（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病理診断科学） 

 

■事務局 株式会社国際文献社 

     押尾 綾、古川ひとみ 

 

■日程表 

 

  

8/20 (Fri) 8/21 (Sat) 8/22 (Sun)

8:00

DPA　ジョイント　セッション レクチャー 4 (米国)

9:00 オープニングセッション レクチャー 5 (米国)

レクチャー 1 (米国・英語) レクチャー 6 (米国)

10:00 レクチャー 2 (米国・英語) パネル　ディスカッション　1 (英語) パネル　ディスカッション-AI (英語)

レクチャー ３ (米国・英語) パネル　ディスカッション ２ (日本語) パネル　ディスカッション-AI (日本語)

11:00 企業ワークショップ１ オーラルセッション ２ (日本語) オーラルセッション ４ (日本語)

企業ワークショップ２

12:00

13:00 企業ワークショップ３ オーラルセッション ３(日本語) オーラルセッション ５ (日本語)

企業ワークショップ４

14:00 企業ワークショップ５

チャット/slide share/ポスター チャット/slide share/ポスター チャット/slide share/ポスター

15:00 基調講演１（日本） 基調講演３（日本） オーラルセッション ６ (日本語)

基調講演２（日本） 基調講演４（日本）

16:00 オーラルセッション １（英語) 台湾ジョイント　セッション（英語） スライドシェアディスカッション

閉会式・表彰式

17:00 Lecture １ (欧州・英語)

Lecture ２ (欧州・英語) ESDIP ジョイント　セッション （英語）

18:00 Lecture ３ （欧州・英語）

チャット/slide share/ポスター チャット/slide share/ポスター チャット/slide share/ポスター



【2】協賛内容                                                                                  

ワークショップの開催、企業紹介動画の閲覧、バナー広告をご用意しております。 

 

１．ワークショップ＋バナー広告＋企業紹介の動画掲載 

  WEB 上での Live 配信でのワークショップを行います。 

演者等は企業様それぞれでご選出ください。 

また総会ホームページ上ではバナー広告の掲載をいたします。そのページでは同時に企

業紹介の動画も掲載することが可能です。事前に動画をご送付いただきます。 

 

●ワークショップの持ち時間： 1 コマ 30 分 

●募集枠数：5 コマ 

●発表内容：参加各社ごとに機器・サービスの紹介など 

●特典：30 名まで総会の参加が可能です。 

 

２. バナー広告＋企業紹介の動画掲載 

 

 上記した各企業様のバナー広告とそのページにおいて企業紹介の動画も掲載が可能とな

ります。パワーポイントでのスライドシェアでも代用可能です。この際にも ppt あるいは動

画を事前にご送付いただきます。 

 

●募集枠数：制限なし 

●発表内容：参加各社ごとに機器・サービスの紹介など 

●特典：20 名まで総会の参加が可能です。 

 

３．バナー広告 

総会ホームページにバナー広告を掲載可能です。この際には ppt を事前に送付いただ

きます。 

 

●募集枠数：制限なし 

●発表内容 参加各社ごとに機器・サービスの紹介など 

●特典：10 名まで総会の参加が可能です。 

 

 

 

 



【３】企業紹介の動画掲載について                   

残念ながらオンライン掲載となりましたので、本研究会初めての試みとして、 

「Slide Share」（参考 https://www.slideshare.net）と同様の形態で企業紹介をさせていただ

きたいと考えております。これは PowerPoint や PDF などのプレゼンテーションファイル

をアップロードして公開可能です。 

下記に参考に示したホームページのトップページを示しています。このような形で学会内

のページに公開していただきます。 

 

 

 

 

 

 

【４】参加料金・申し込み方法/締め切り                 

 

●出展料金     

１．ワークショップ＋企業紹介の動画掲載＋バナー広告      500,000 円  

 

２．企業紹介の動画掲載＋バナー広告            350,000 円  

 

３．バナー広告：                     250,000 円  

 

●申込方法    『参加申込書』にご記入のうえ、下記まで E-mail または FAX にて 

ご送信ください。 

         申込先：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病理診断科学 

             E-mail  lung.pathology@gmail.com 

             FAX 095-819-7056 

●締め切り    2021 年４月 16 日（金） 

         ★ただし募集コマ数に達し次第、申込を締め切る可能性がございます。 

https://www.slideshare.net/


●出展料のお支払  

『参加申込書』受理後、請求書をご送付いたします。 

請求書の期日に従い、お振込みください。 

 

●出展者へのご案内  

出展説明会はいたしません。開催の 2 週間前までに時間割などの詳細スケジュー 

ル等を記載した『実施要項』をお送りいたします。 

 

●本研究会総会への参加のお願いについて 

   当研究会はデジタルパソロジーに係る全ての参加者に参加申し込みをお願いしてお

ります。企業様におかれましても医師や技師と同様、講演に参加していただくことで

有益な情報を得ていただくことができる内容と考えております。講演会場および展

示会場へ WEB 参加に対し、参加申し込みをお願いいたします。またご協賛していた

だけます企業様には特典として総会への参加が可能になります。詳細は協賛内容を

ご覧ください。 

【５】お問い合わせ                                                                  

●お問い合わせ・お申し込み先 

 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 病理診断科学 

 福岡 順也 

 担当：井島育子、廣瀬友理 

 電話：095-819-7055 FAX：095-801-7056 

 E-mail lung.pathology@gmail.com 

 

●研究会事務局（2021 年 3 月 31 日まで） 

 公益財団法人 ルイ・パストゥール医学研究センター内 

 〒606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5 

 担当：津久井 淑子 

 電話：075-712-6009 Fax :075-712-5850 

 E-mail  yotsukui@louis-pasteur.or.jp 

●研究会新事務局（2021 年 4 月 1 日から） 

 株式会社国際文献社内 

 〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター 

  担当：押尾 綾、古川ひとみ 

 電話：03-6824-9370 Fax:03-5227-8631 

 E-mail jsdpai-post@bunken.co.jp 

mailto:yotsukui@louis-pasteur.or.jp
mailto:jsdpai-post@bunken.co.jp


 

※以下の必要事項にご記入の上、長崎大学事務局 までお送りください。

お申込み日付：2021年　　　　月　　　　日 

貴社名

※プログラム等に記載いたします。上記以外をご希望の場合、記載してください。

申込担当者 所属

氏名

E-mail

住所

電話/FAX 電話： FAX：

ワークショップ 演題

企業紹介（ppt,PDF） ※後日、詳細（提出形式、期限など）についてご連絡いたします。

その他

※協賛内容の１にチェックをしていただいた場合、ご記入ください.後日、抄録集用の原稿を提出していただきます。

事務局などの連絡事項がございましたら、ご自由にご記入ください。

（請求書等郵送先

となります）

＊いずれかに☑してください

　

第19回 日本デジタルパソロジー研究会総会

協賛 参加申込書

◆ 申込締切日：4月16日（金）◆

ご希望協賛内容
□1：ワークショップ　　　□2：slide share　　　　□3：バナー広告

社名表記


