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第 65回日本平滑筋学会総会 
 

開催趣意書 
 

協賛のお願い 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会期： 2023年（令和 5年）8月４日（金）～ 8月 5日（土） 

会場： 東京大学 大学院農学生命科学研究科 弥生講堂 

会長： 堀 正敏   東京大学 大学院農学生命科学研究科 

獣医薬理学 教授 

副会長：岩切 勝彦  日本医科大学 消化器内科学 教授 
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ご 挨 拶 

 

謹啓  

貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。 平素より医学、歯学、薬学、獣医学

の研究・教育におきまして格別なご高配を賜りまして誠にありがとうございます。  

この度、第 65回 日本平滑筋学会総会を 2023年（令和 5年）8月 4日～5日の 2日間

にわたり、東京大学 大学院農学生命科学研究科 弥生講堂におきまして開催する運

びとなりました。 

 

 日本平滑筋学会は、日本医学会に所属する設立 65年の歴史を持つ伝統ある学会で

す。主に医学、薬学、獣医学、農学、理学などの大学、ならびに病院や研究施設に籍

を置く研究者が会員であり、基礎医学研究者と臨床医が一堂に会する特色ある学会で

もあります。平滑筋は内臓を構成する筋肉細胞であることから、本学会には循環器

系、消化器系、泌尿生殖器系など広範な領域の研究者が集い、平滑筋細胞のみならず

平滑筋細胞と密接な機能連関を持つ内皮細胞や神経細胞、カハール介在細胞、免疫炎

症担当細胞に主眼を置く研究も発表される学会です。 

 

第65回を迎える本学会ですが、学会のスローガンをFRESH START AND EVERLASTING !としました。 

 

「FRESH START」：新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本学会は 2020年～

2022年の 3年間は対面での開催は叶わず、Webでの開催を余儀なくされました。基礎

と臨床の融合を掲げている本学会において対面での学会開催は極めて重要です。この

3年間の寸断された時間から心新たに本学会をリスタートさせる決意を込めました。 

「EVERLASTING」：平滑筋は骨格筋や心筋とならんで重要な筋細胞であり、他のふたつ

の筋細胞とは異なり臓器や環境変化により機能や形質を容易に変える多様性を有して

います。特に他の間質構成細胞群と協奏して各臓器の炎症―修復―老化/破綻に重要な

役割を担っている細胞であり、「今後も平滑筋研究の灯は絶えることなく永続的に続

く」という思いを込めたスローガンにもなっています。 

 

第 65回大会では、基礎系と臨床系からの企画シンポジウム、若手の会主催の企画シ

ンポジウム（オーストラリアの薬理毒性関連学会との国際共同シンポジウムを Web開

催）、企業ご共催によるランチョンセミナーやシンポジウムなどを企画しています。 

基本１講演会場、１ポスター会場とすることで参加者が一堂に会し意見交換できるよ

うに計画しています。 
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企業展示についても対面で開催することで学会参加者と展示者が直に展示内容につ

いて会話することで実りある企業展示となることを期待しております。 

要旨集やネームプレート、HPへの広告や広告バナー掲載、ランチョンセミナー、ス

ポンサードシンポジウム、会場メインスクリーン待受け画面の広告などを計画してい

ます。 

 

本総会の運営・開催にあたっては、運営は出来る限り質素を旨とし、経費は主とし

て参加費により賄うべきものと考えますが、withコロナを念頭に十分な感染防止策を

とりながらも内容はより充実させたいと存じます。本来ならば参上し拝眉の上お願い

すべきところですが、本書面を借りまして本学会の趣旨と意義をご理解頂き、ご高配

とご援助のほど、衷心よりお願い申し上げます。 

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。  

 

謹白 

 

2022年 12月吉日  

 

                  第 65回日本平滑筋学会総会              

                    会長  堀 正敏  

           東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学） 
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「第 65 回 日本平滑筋学会総会」開催概要 

大会名：第 65回 日本平滑筋学会総会 

 

テーマ：FRESH START AND EVERLASTING ! 

 

会 期：2023年（令和 5年）8月 4日(金)・5日(土) 

 

会 場：東京大学 大学院農学生命科学研究科 弥生講堂、農学部 1号館 

    東京都 文京区 弥生 1－1－1 

 

会 長：堀 正敏（東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室 教授） 

 

事務局：東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学 

 

参加者：日本平滑筋学会会員（学生、大学院生、研修医、研究者、医療従事者等）  

 約 200名見込 

 

組織委員： 

堀 正敏 （会長：東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学  教授） 

岩切 勝彦 （副会長：日本医科大学 大学院医学研究科 消化器内科学 教授） 

村田 幸久 （事務局長：東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学 准教授） 

プログラム委員： 

伊原 栄吉 （九州大学 大学院医学研究院 消化器代謝学 准教授） 

江藤 真澄 （岡山理科大学 獣医学部 生化学 教授） 

楠 裕明 （川崎医科大学 総合臨床医学 教授） 

志水 泰武 （岐阜大学大学院 連合獣医学研究科 獣医生理学 教授） 

中山 晋介 （名古屋大学 大学院医学系研究科 細胞生理学 教授） 

橋谷 光 （名古屋市立大学 大学院医学系研究科 細胞生理学 教授） 

  平野 勝也 （香川大学 医学部医学系研究科 自律機能生理学 教授） 

 

運営事務局 

 〒113-8657 東京都文京区  弥生 1-1-1 

 東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室内 

  第 65 回 日本平滑筋学会総会 事務局 

    E-mail: office@jssmr65.jp  TEL:03-5841-5417 
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参加登録・機材担当： 

株式会社コンベンションアシスト  （代表：大川 忠司） 

〒352-0011 埼玉県新 座市 野火止 7丁目 8番 31 号 

TEL 080-3206-2671（直通） 

 

総会ホームページ：https://jssmr65.jp 

 

プログラム概要(予定): 

日程 主要プログラム計画 

8月 4日(金) 日本平滑筋学会賞（YIA）、ランチョンセミナー、基礎系シンポジウ

ム、臨床系シンポジウム（共催セミナー）、日本平滑筋学会賞＆白鳥賞受賞講演、 

一般演題（ポスター） 情報交換会 

8月 5日(土) 若手の会（Australian Society of Clinical and Experimental 

Pharmacologists and Toxicologists；ASCEPTの Advances in Urogenital & 

Gastrointestinal Researchグループとの On lineセッション）、 

ランチョンセミナー、特別講演、漢方フォーラム、基礎＆臨床合同シンポジウム(共

催セミナー）、一般演題（ポスター） 

 

企業の情報公開について： 

本会へ拠出される寄付金、共催金等について、協賛各社が「企業活動と医療機関等

の関係の透明性ガイドラインに関する指針」に基づいて情報公開することに同意し

ます。 

 

お問合せ先・申込書送付先 

 〒113-8657 東京都 文京区 弥生 1-1-1 

 東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室内 

  第 65回 日本平滑筋学会総会 事務局 

    E-mail: office@jssmr65.jp  TEL:03-5841-5417 

 

お振込先 

銀行名：三菱 UFJ銀行 

支店名：春日町支店（店番 ０６２） 

口 座：普通預金 （１１５７３５９） 

名 義：第 65回日本平滑筋学会総会 会長 堀 正敏 

カ ナ： 

ダイロクジユウゴカイニホンヘイカツキンガツカイソウカイ ホリ マサトシ 

https://jssmr65.jp/
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「第 65 回 日本平滑筋学会総会」収支予算書 

 

＜収入の部＞ 

 学会参加費   1,200,000円 

 学会補助金   1,000,000円 

 セミナー共催金  2,000,000円 

 広告掲載料   1,080,000円 

 寄付金     720,000円 

                                            

        総計（税込） 6,000,000円 

 

 

＜支出の部＞ 

 会場費（弥生講堂など） 1,300,000円 

 要旨集作成・印刷費   800,000円 

 ポスター作成費   100,000円 

 HP開設・維持費   600,000円 

 学会運営費   1,900,000円 

 人件費     300,000円 

 謝金・招聘費     600,000円 

 日本平滑筋学会賞    200,000円 

 要旨集配送料     200,000円 

                                            

        総計（税込） 6,000,000円 
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共催セミナー募集要項 

 

セミナー募集枠 

スポンサードシンポジウム（講演会）（会場 1）8月 4日 200名   1枠 

スポンサードシンポジウム（講演会）（会場 1）8月 5日 200名   1-2枠 

※会場 1：東京大学 農学部 弥生講堂 一条ホール（300名収容可能） 

ランチョンセミナー（会場 2）8月 4日 200名  1枠 

ランチョンセミナー（会場 2）8月 5日 200名  1枠 

※会場 2：東京大学 農学部 1号館 8番教室（400名収容可能） 

  ※複数社による共同開催も可能 

 

共催費用： 500,000 円（税込）／枠 

会場借用費（控室を含む）、音響・照明等設備使用料、機材オペレーター人件費 

講演会場内発表用機材及び施設備品使用料（スクリーン等）、会場設営費、 

事務諸経費 

 

※ 以下の費用は、上記共催費用には含まれておりません。 

座長・演者への謝礼金及び旅費、控室での試写用機材、控室内接遇飲食代、 

参加者の飲食代、看板・席札類、セミナー案内用ポスター・チラシ等の印刷物費、 

進行・照明・アナウンス係等上記機材オペレーター以外の人件費など 

 

お申し込み方法と振込先 

  添付の申込書にご記入の上、Eメール又は FAXにて下記宛にお送りください。 

申込期限：2023年 4月 28日(金)  

※ 枠が埋まり次第、受付を終了する場合があります。 

 ※ 共催枠決定後、運営事務局よりメールにてご連絡申し上げます。 

 

2023年 5月中旬頃に共催費請求書を発行いたします。2023年 6月 30日(金)までに 

下記口座へのお振込みをお願いいたします。 

 

共催枠決定後のスケジュール 

1. 2023年 5月中旬頃までにセミナー枠を確定し、通知いたします。 

2. 2023年 5月末までに演題タイトル、座長・演者のご所属・氏名の正式表記をお

知らせください。また、学会指定の方法で演題登録をお願いします。 
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この情報は学会プログラム要旨集に掲載いたします。 

3. 2023年 6月中旬にセミナー実施要項をメールにてお送りいたします。 

 

セミナー内容について 

講演者、座長、テーマ等につきましては、会長・プログラム委員とご相談ください。 

 

セミナー開催形式 

第 65回日本平滑筋学会総会と貴社との共催 

※不明な点は学会事務局までメールにて問い合わせをお願いいたします。 

 

お問い合わせ・申込書送付先 

 〒113-8657 東京都 文京区 弥生 1-1-1 

 東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室内 

  第 65回 日本平滑筋学会総会 事務局 

    E-mail: office@jssmr65.jp  TEL:03-5841-5417 

 

お振り込み先 

銀行名：三菱 UFJ銀行 

支店名：春日町支店（店番 ０６２） 

口 座：普通預金 （１１５７３５９） 

名 義：第 65回日本平滑筋学会総会 会長 堀 正敏 

カ ナ： 

ダイロクジユウゴカイニホンヘイカツキンガツカイソウカイ ホリ マサトシ 

    

※原則として領収証は振込依頼書控えを以って代えさせていただきます。 
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プログラム要旨集広告募集要項 

 

プログラム要旨集広告募集について 

 発行部数：400部（当日配布、開催前に演者、座長、広告・寄付協賛社、学会関係

者等に発送）  

 

 広告規格：Ａ4版 

 

 掲載枠数：表 2(モノクロ)・表 3（モノクロ）・表 4（モノクロ / カラー） 各 1枠    

後付 1頁（A4縦）4枠 (モノクロ) 

後付半頁（A5横）6枠(モノクロ) 

 

 掲載料金(税込)：表 2 130,000円  表 3 90,000円  表 4 150,000円 

後付 1頁 70,000円 後付半頁 40,000円 

 

総会ホームページバナー広告 

 広告料：50,000円 2件 

  規格：幅 250 ピクセル x 高さ 250 ピクセル jpg/gif（アニメーション可） 

GIF 方式、無限ループ可、ロゴマークのみでも可。データ容量は 50KB 以内 

 

会場スクリーン待ち受け画面広告 

 広告料：30,000円 3件 

  朝、昼のセッション開始前の休憩時間中に、貴社の PRスライド（PowerPoint）を

投影します。 

 

お申込方法 

 1. 添付の申込書をご記入の上、Eメール又は FAXにて下記宛にお送りください。 

   申込締切：2023年 4月 14日(金)必着  

 2. 広告原稿は PDFファイルにてメールで下記事務局アドレスにお送りください。 

   送付期限：2023年 6月 16日(金)必着  

3. 申込書提出後に下記口座までお振込ください。 

広告掲載料金振込の最終期限：2023年 6月 30日(金) 

※表２、表３、表４のお申込については、空きを確認してお申込ください。その後、

上記 2、3の手続きをお進めください。 
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お問い合わせ・申込書送付先 

 〒113-8657 東京都 文京区 弥生 1-1-1 

 東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室内 

  第 65回 日本平滑筋学会総会 事務局 

    E-mail: office@jssmr65.jp  TEL:03-5841-5417 

 

振り込み期日と振込先：2023 年 6 月 30 日(金) 

 2023年 5月中旬頃に広告費請求書を発行いたします。2023年 6月 30日(金)までに 

下記口座へのお振込みをお願いいたします。 

 

銀行名：三菱 UFJ銀行 

支店名：春日町支店（店番 ０６２） 

口 座：普通預金 （１１５７３５９） 

名 義：第 65回日本平滑筋学会総会 会長 堀 正敏 

カ ナ： 

ダイロクジユウゴカイニホンヘイカツキンガツカイソウカイ ホリ マサトシ 

    

※ 原則として領収証は振込依頼書控えを以って代えさせていただきます。 
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寄付協賛募集要項 

 

本学会開催において運営は可能な限り質素を旨とし、開催経費は学会参加費をもっ

て賄うことを目指します。しかし、感染防止対策を十分取れるような開催施設の利用

や、初めての試みである海外との共同 Webセッションや基礎と臨床の合同シンポジウ

ムの企画など、総会内容をより充実させ実りある学会成果を得るためには、各方面か

らのご支援を切にお願いするところです。 

諸事ご多端の折、本学会開催の趣旨にご理解とご賛同をお寄せいただき、何卒、格

別のご協力とご支援を賜りたくお願い申し上げます。 

 

 募集目標金額：720,000円 

 

お申込方法 

添付の申込書をご記入の上、Eメール又は FAXにて下記宛にお送りください。 

申し込み期限：2023年 5月 31日（水） 

申込書送付先： 

〒113-8657 東京都 文京区 弥生 1-1-1 

 東京大学 大学院農学生命科学研究科 獣医薬理学研究室内 

  第 65回 日本平滑筋学会総会 事務局 

    E-mail: office@jssmr65.jp  TEL:03-5841-5417 

 

振込先・振り込み期日 

寄付金振込の最終期限：2023年 7月 21日（金） 

申込書をご提出いただいた後に下記口座までお振込ください。 

  

銀行名：三菱 UFJ銀行 

支店名：春日町支店（店番 ０６２） 

口 座：普通預金 （１１５７３５９） 

名 義：第 65回日本平滑筋学会総会 会長 堀 正敏 

カ ナ： 

ダイロクジユウゴカイニホンヘイカツキンガツカイソウカイ ホリ マサトシ 

    

※原則として領収証は振込依頼書控えを以って代えさせていただきます。 
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寄付者の提示について 

 申込書の貴社名・ご氏名欄に記載の企業名あるいは氏名を総会ホームページならび

にプログラム集に掲載させていただきます。掲示の可否について、申込書の所定の欄

にてお知らせください。なお、総会要旨集には印刷校正締め切りの都合上、2023年 6

月 30日（金）までに寄付を頂いた方のみ掲示が可能です。 
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申込期限:2023年 4月 28日 

 FAX送信先 03-5841-5417 東京大学獣医薬理学研究室  

共催セミナー掲載申込書 

趣旨に賛同し、第 65回日本平滑筋学会総会 共催セミナーを申し込みます。 

 お申込日：     年   月   日 

お申込内容：     ※申込欄に希望順位の数字(1～3まで)をご記入ください。↓ 

セミナー名称 日程 会場 共催費（税込） 申込 

スポンサード 

シンポジウム 

8月 4日(金) 弥生講堂 500,000円  

8月 5日(土) 弥生講堂 500,000円  

ランチョン 

セミナー 

8月 4日(金) 農学部 1号館 8番教室 500,000円  

8月 5日(土) 農学部 1号館 8番教室 500,000円  

 

貴社名：   

                                                                                

部署名： ご担当者： 

                                                                                

所在地：〒 

    

TEL：                   FAX：  

                                                                               

E-mail：  

                                                                               

※以下の事項はご提案をご記入ください。  

セミナーテーマ：  

                                                                               

座長氏名：  

                                                                               

座長所属：  

                                                                               

演者氏名：  

                                                                               

演者所属：  

                                                                               

その他ご要望等：  
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申込期限:2023年 4月 14日 

 

 FAX送信先 03-5841-5417 東京大学獣医薬理学研究室  

プログラム要旨集広告掲載申込書 

趣旨に賛同し、第 65回日本平滑筋学会総会プログラム要旨集に広告掲載を申し込みます。 

 

お申込日：       年   月   日                    

                                        

 

お申込内容： □表２  130,000円       □表３  90,000円 

       □表４  150,000円 

        □後付１頁（Ａ4縦）70,000円   □後付半頁（Ａ5横）40,000円   

                                        

      ※料金は全て税込金額です。版下必着期限は 2023年 6月 16日(金)です。 

 

お振込予定日：     年   月   日                   

                                        

※振込期限は 2023年 6月 30日(金)です。  

    

貴社名：  

 

                                       

部署名：                  ご担当者：  

   

                                       

所在地：〒 

 

                                       

TEL：                FAX： 

   

                                       

E-mail： 

 

                                       

申込期限:2023年 5月 31日 
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 FAX送信先 03-5841-5417 東京大学獣医薬理学研究室  

 

寄附協賛申込書 

 

趣旨に賛同し、第 65回日本平滑筋学会総会に寄付協賛を申し込みます。 

 

お申込日：        年   月    日 

                                        

  

金額：                円 

                                        

 

お振込み予定日：     年   月   日 

                                        

 

貴社名： 

                                        

 

   部署名：                 ご担当者：           

                                        

 

所在地：〒                                

                                        

 

TEL：                FAX：                

                                        

 

E-mail:                                                                  

                                        

 

要旨集への社名掲載について： □可  /     □不可 

                                        

 

申込期限:2023年 5月 31日 
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 FAX送信先 03-5841-5417 東京大学獣医薬理学研究室  

 

総会ホームページ  バナー広告申込書 

 

趣旨に賛同し、第 65回日本平滑筋学会総会ホームページバナー広告を申し込みます。 

 

お申込日：       年   月   日                    

                                        

 

規格：幅 250 ピクセル x 高さ 250 ピクセル jpg/gif（アニメーション可） 

GIF 方式、無限ループ可、ロゴマークのみでも可。データ容量は 50KB 以内 

   

 

お振込予定日：     年   月   日                   

                                        

※振込期限は 2023年 6月 30日(金)です。  

    

貴社名：  

 

                                       

部署名：                  ご担当者：  

   

                                       

所在地：〒 

 

                                       

TEL：                FAX： 

   

                                       

E-mail： 

 

                                       

 

申込期限:2023年 5月 31日 
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 FAX送信先 03-5841-5417 東京大学獣医薬理学研究室  

 

学会当日の会場スクリーン待ち受け画面広告申込書 

 

趣旨に賛同し、第 65 回日本平滑筋学会総会会場スクリーン待ち受け画面

広告を申し込みます。  

 

お申込日：       年   月   日                    

                                        

 

朝、昼のセッション開始前の休憩時間中に、貴社の PRスライド（PowerPoint）を投影

します。 

 

お振込予定日：     年   月   日                   

                                        

※振込期限は 2023年 6月 30日(金)です。  

    

貴社名：  

 

                                       

部署名：                  ご担当者：  

   

                                       

所在地：〒 

 

                                       

TEL：                FAX： 

   

                                       

E-mail： 

 

                                       

 


