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【1】ご挨拶  

謹啓 時下 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。 

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

 この度、第 20 回日本デジタルパソロジー・AI 研究会の運営を預かり、2021 年 8 月北里大学にて研究会

総会を開催する予定でしたが、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、2020 年の第 19 回の研究会が延

期された関係で、第 20 回は 2022 年 8 月に開催する予定です。 

 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。    

 昨年、on line で開催された第 19 回の研究会ではデジタルパソロジーの基礎、運用、さらにデジタル画像

を使用した深層学習を使用した人工知能（AI）の研究発表を、日本の研究者に限らず、世界の研究者が発

表し、最新の情報が共有されました。第 20 回日本デジタルパソロジー・AI 研究会でも良きセッションを踏襲

する予定です。また、アメリカ、台湾などの国外からも多くのゲストを招き、活発なコミュニケーションが取れ

る企画を検討しましたが、これに代わるべく、on line での English セッションの時間を設ける予定です。 

 病理画像を解析する AI は『学術』であった数年前に比べ、『学術+医療への実装』の段階に入りつつあ

ります。本会、第 20 回では AI の『医療への実装』に重きを置き、現行で運用している病理 AI について、実

臨床に即した臨床研究の発表をより多く採用する予定です。ワークショップ、ランチョンセミナーなど情報発

信の機会だけでなく、機器展示場は十分なスペースを確保の上、集客の仕組みとして、展示を見て頂くた

めにコーヒーブレイクとして時間をプログラム内に確保する予定です。 

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、機器展示のご協賛

賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

第 20 回 日本デジタルパソロジー・AI 研究会総会  

世話人総会長 前田一郎 

 

バス 

渋谷駅もしくは恵比寿駅から 

都バス田 87（渋谷⇔田町）「北里研究所病院前」下車 

 

徒歩 

JR 恵比寿駅東口より 20 分 

日比谷線広尾駅 1・2 番出口より 10 分 

南北線・都営三田線 3 番出口より 13 分 

 

●北里大学白金キャンパスへのご案内 
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 【2】開催概要 

●名称：  第 20 回 日本デジタルパソロジー・AI 研究会総会 

<テーマ：To the future for Patients > 

 

●会期：  2022 年 8 月 26 日（金）～28 日（日） 

 

●会場：  北里大学白金キャンパス 大村記念ホール 

〒108-8641 東京都港区白金 5-9-1 

※26 日（金）のみ On line 開催 

 

※2022 年 1 月現在、2・3 日目は現地での開催を予定しておりますが、 

新型コロナウィルスの感染状況によっては On line 開催のみに変更となる 

可能性がございます。On line のみ（現地開催無し）とする場合には 

会期 2 か月前の 6 月末日に判断し、皆様にお知らせいたします。 

なお、現地開催が中止になった場合でも参加料金に変更はございません。 

 

●主催：  日本デジタルパソロジー研究会 

 

●世話人：  前田一郎 （北里大学北里研究所病院） 

          電話 03-3444-6161 

 

●研究会事務局：  押尾 綾、古川ひとみ （株式会社国際文献社）   
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●日程表 

 

 

※口演会場の大村記念ホールは飲食厳禁。現地ランチョンセミナーは学生食堂にモニターを設置して実施。 

 

※現地企業展示はコーヒーブレイクと同一会場で実施。 

 →コーヒーブレイクの時間を確保することで、多数の参加者が展示会場に来場することが予想されます。 

 

 

  

8:00 8：20　開会式

9:00

10:00

企業ワークショップ

11:00 企業ワークショップ

企業ワークショップ

12:00

13:00 班研究発表＋討論

企業ワークショップ

14:00 企業ワークショップ

企業展示/スライドシェア 閉会式・表彰式

15:00

16:00

17:00

18:00

一般口演（英語）

ワークショップ 総会

ESDIPジョイントセッション
一般口演（日本語）

DPAジョイントセッション 一般口演（日本語）

シンポジウム①(AI) シンポジウム②(DP)

企業展示スライドシェア

現地

展示搬
入/セッ
ティング

8/26（金） 英語

ライブ配信 現地

8/27（土）　日本語

展示

8/28（日）　日本語

展示

展示搬
出

一般口演（日本語） 要望講演

海外セッション

企業展示/スライドシェア
(ランチョンセミナー①)

企業展示/スライドシェア
(ランチョンセミナー②)
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【3】協賛内容 

26 日（土）WEB 開催                                                          

WEB 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。 

※現地開催が中止の場合には現地企業展示、現地ランチョンセミナーはできません。 

 

① 26 日 WEB 開催ワークショップ＋HP への企業紹介の動画掲載＋バナー広告  
26 日は 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 on line 参加が可能です（現地参加は 2 名）。 

 

 

② HP への企業紹介の動画掲載＋バナー広告 

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 On line 参加が可能です（現地参加は 2 名）。 

 

 

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 jpg あるいは gif 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 On line 参加が可能です。 
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企業紹介の動画掲載について                   

現地開催だけではなく、On line 開催も行うこととなりましたので、昨年に引き続き「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 日（土）・28 日（日）現地開催                                                              

現地企業展示、現地ランチョンセミナー、企業紹介(ppt) をご用意しております。 

On line のみ開催（現地開催無し）とする場合には会期 2 か月前の 6 月末日に判断し、皆様にお知らせいたしま

す。 

 

④ 現地企業展示 

 

●展示期間：  8 月 27 日（土） 9:00 ～ 8 月 28 日（日） 16:00 

  ・搬入： 8 月 26 日（金） 17：00～ （予定） 

  ・搬出： 8 月 28 日（日） 16:00～18:00 （予定） 

 

●会場：  北里大学白金キャンパス 大村記念ホール前エントランスホール、学生ホール 

 

●展示小間：  1 社 1 小間 （幅 1800 mm × 奥行 600 mm） 

   ・展示台： 1800 mm (W) × 600 mm (D) × 700 mm (H) 会議用テーブルに白布掛け 

                                    ※展示台を使用しない場合（サイズが合わない/床置き展示など）は、申込書にその旨ご記入ください。 

   ・バックパネル： 1800 mm (W) × 2100 mm (H) 

   ・電源： AC100 V, 50Hz 

                                    ※今回、電源に限りがあります。なるべく 1 社 300W 以内でお願いできればと思います。 

   ・インターネッ：ト 接続可 （ただし一度に接続可能な Wi-Fi に制限あり）  

   ・社名板： 800 mm (W) × 200 mm (H) （事務局にて準備） 

   ・重量物の展示： 別途養生等必要な場合があります。（申込書に展示品の質量をご記入ください） 

https://www.slideshare.net/
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●展示会場配置図：  

今回は、コーヒーブレイク会場内に展示を配置し、休憩/見学時間をプログラムに反映しました。 

多数の来場・見学が見込まれます。 

1800 mm 

2
1

0
0

 m
m
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⑤ 現地ランチョンセミナー 

●日時： ランチョンセミナー① 8 月 27 日（土） 12:00～13:00 （予定） 

ランチョンセミナー② 8 月 28 日（日） 12:00～13:00 （予定） 

※セミナーの順番は、申込先着順とします。 

●対象者：  本研究会全参加者 

●持ち時間： 1 社 5～10 分程度 （参加企業数により配分時間に変更の可能性あり） 

●発表内容： 参加各社ごとに機器・サービスの紹介発表 

●参加人数： 175 名程度の見込み 

 

⑥ 企業紹介（ppt） 

講演会場において講演前や休憩時間など、出展社のご紹介を映像で流します。 

1 社 10 秒程度とし、全出展社の映像を繰り返しスクリーンに映し出します。（音声/口頭説明はありません） 

1 社、パワーポイント（ppt）スライド 1 枚をご用意いただけます。（アニメーション機能の活用可） 
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【4】参加料金・申込方法/締め切り  

●出展料金： 【3】①～⑥をセットでご用意致しております。 

                    

１．①+④+⑤+⑥ 

26 日WEB開催ワークショップ＋HP への企業紹介の動画掲載＋バナー広告 ＋現地企業展示（27・28日）

＋現地ランチョンセミナー＋企業紹介（ppt） 500,000 円 ×5 小間（企業） 

 

2．②+④+⑤ 

HP への企業紹介の動画掲載＋バナー広告＋現地企業展示（27・28 日）＋現地ランチョンセミナー  

 350,000 円×8 小間（企業）  

 

3．③のみ 

HP へのバナー広告：   200,000 円（制限なし）  

 

●募集小間数： 13 小間（企業） （展示スペースの制限により 13 小間までとさせていただきます） 

●申込方法： 『参加申込書』にご記入のうえ、下記まで E-maiｌにてご送信ください。 

             ※1，2 のセットをお選びいただいた場合、提出いただく申込書は 2 枚ございます。              

 申込先： 北里大学北里研究所病院 病理診断科 

                     E-mail  20DPkitasato@gmail.com 

●締め切り：  2022 年 4 月 30 日（土）   6 月 30 日（木）※延長いたしました 

☆募集小間数に達した場合、上記締切日前でも受付終了とさせていただきます。 

※『参加申込書』受理後、請求書をご送付いたします。（請求書に記載の期日に従いお振込みください） 

※後日、展示配置、ランチョンセミナー時間割や詳細スケジュールなど記載した『実施要項』をお送りいたします。 

【5】お問い合わせ 

●お問い合わせ・お申し込み先 

   北里大学北里研究所病院 

   〒108-8641 東京都港区白金 5-9-1 

   担当： 病理診断科 喜多花緒、前田一郎 

   電話： 03-3444-6161（内線 5582） 

   E-mail： 20DPkitasato@gmail.com 

 

●研究会事務局 

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 


