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2021 年 1 月 9 日(土)/10 日(日) ONLINE 開催 

https://sabcs.kyoto-breast-cancer.org/ 
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ご 挨 拶 

 

拝啓  

益々ご発展のこととお慶び申し上げます。平素は何かとご指導、ご厚誼を賜りお礼申し上げます。 

さて、来る 2021 年 1 月 9 日(土)、10 日（日）の日程で「Best of SABCS® (San Antonio Breast 

Cancer Symposium®) Kyoto 2021 program」が開催される運びとなりました。また今回は新型コロナウ

イルス感染拡大のリスクを最小限とすることを第一とすべきと考え、完全にオンラインで開催することといたしまし

た。 

乳癌研究と治療が目覚ましい発展を遂げる中で、SABCS®は乳癌研究・治療発表における主要な会議へ

と発展してきました。Best of SABCS® Kyoto 2021 program では、重要かつ最新の情報を紹介すると共

に、2020 年 12 月に開催されます SABCS 本会議で討議される重要なポイントを整理し、各専門の先生に掘

り下げていただきます。 

学術的にも、またオンラインではありますが国際交流の場としても意義深い大会となりますよう開催に向け準

備を進めているところでございます。 

 

私儀、

世話人会の代表としまして集会の準備と運営にあたることとなりました。オンラインとは言えこのような国際規模の

学術集会となりますと、経済的基盤の極めて脆弱な私共にとりましては当方のみの力では足らない現状でありま

す。そこで不躾ながら CSR 活動に積極的に取り組まれている貴社に助成をお願い申し上げたく、何卒ご配慮の

程を宜しくお願い申し上げます。 

敬具  

 

 

Best of SABCS Kyoto2021 代表世話人 

京都大学大学院医学研究科 外科学講座 乳腺外科学 

教授 戸井 雅和 

 

 

☆本学会では、寄付金および共催セミナーに要した費用（共催費、飲食費等）に関して、各社の「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致します。 
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開催概要 

 

 会期 

  2021 年１月９日(土)・10 日（日） 

 

 主催機関の名称 

   Best of SABCS® (San Antonio Breast Cancer Symposium®) Kyoto 2021 program 

代表世話人   戸井 雅和（京都大学大学院医学研究科 外科学講座 乳腺外科学 教授） 

 

 学会の目的と意義 

議題とプログラムは、SABCS2021 の発表内容をメインとして、乳癌患者さんのより良いケアに向けて新しい情報を

提供するための乳癌研究の成果も含めて発表致します。 

 

 プログラム 

（１）一般プログラム 

   - New directions in translational research and resistance mechanisms 

   - Novel therapeutics in advanced disease 

   - Advances in approaches to local-regional disease 

   - Molecular signatures for prognosis, prediction and resistance 

   - Germline tests and variants and high-risk management 

   - Pathological findings of pre-malignant diseases 

 

（２）教育セミナー 

   - Techniques to Improve Abstract Writing Skills 

 

（３）参加予定人数 

 国内・海外参加者 200 名 

  

（４）学会 URL 

 https://sabcs.kyoto-breast-cancer.org/ 

  

 本学会に関するお問い合わせ先 

Best of SABCS Kyoto2021 事務局 

〒616-8355 京都市右京区嵯峨新宮町 43-1 
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           パークホームズ嵯峨嵐山 桜邸３０８号室 

TEL：075-600-8675 (毎週月曜日在室 新型コロナウイルスの影響で在宅勤務を 

している場合が多いです。email にてお問い合わせ頂きますとスムーズです) 

        FAX：075-320-2575 

E-mail: info@kyoto-breast-cancer.org 

 その他  

     ご希望の協賛方法がございましたら、お気軽に Best of SABCS Kyoto2021 事務局にご相談ください。 

 

 

1. セミナー共催（ライブ配信） 

  ※ 申込締め切り(予定): 2020 年11月末日 

 

※価格は税抜です。上記金額に含まれる内容は、事務・配信オペレーション費用です。役割者への謝礼は各社様規定の方法で直

接、役割者へお支払いください。 

2. 出版物への広告掲載 

※ 申込締め切り(予定): 2020 年11月末日  

・ プログラム集（プロシーディング）（発行予定部数: 600 部) 

  学会終了後にプロシーディングという形で纏めたものを発行致します。 

Best of SABCS Kyoto 2020 のプログラム集は学会のプログラム、一般情報を含み、希望する招待ファカルテ

ィ・有料参加登録者全員に郵送されます（国内のみ）。 なお、下記掲載料には、デザイン料は含まれておりま

せんのでご了承ください。 

 

媒体制作費: 2,100,000 円（税抜き、予定） 

   

プログラム抄録集 サイズ 掲載料 募集枠 

表紙の裏面(カラー1頁) A4 全面(W180mm×H277) 550,000円 完売致しました。 

1 月 9 日  午後 テーマに沿った内容で 30〜60 分 3 ¥2,500,000  

1 月 10 日  午前 テーマに沿った内容で 30〜61 分 2 ¥2,500,000  

1 月 10 日  午後 テーマに沿った内容で 30〜60 分 1 ¥2,500,000  
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裏表紙の裏面(カラー１頁) A4 全面(W180mm×H277) 275,000円 完売致しました。 

モノクロ( 1/2 頁) A4 1/2 (W180mm×H120) 78,750円 5 

サイズの相談に応じます (* 消費税を含まない) 

【広告原稿】 イラストレータ データ、PDF ファイル 
国際学会につき英語表記推奨(日本語 可) 

 

３. ウェブサイト広告掲載 

・  
ウェブサイト広告 掲載場所（※） 掲載料 募集枠 

３箇所 (★★★) A＋B＋C 100,000円 10 

２箇所 (★★) B＋C 88,000円 10 

１箇所 (★) Cのみ 55,000円 10 

(* 消費税を含まない) 

※掲載場所A 京都乳癌研究ネットワーク（KBCRN） ウェブサイト トップページ 学会バナー直下 

（KBCRNでもお申し込みの場合は、合算された枠数分のロゴが貼れます） 

※掲載場所B Best of SABCS 2021 Kyoto 学会ウェブサイトトップページのヘッダー直下 

※掲載場所 C Best of SABCS 2021 Kyoto 学会ウェブサイト全てのページの下カラム 

 

【広告原稿】 ファイルの形式は、PNG, ai, psd のいずれか。リンクを貼る URL を Email または 

大容量ファイル送信サービス等で、事務局までお送りください。 

国際学会につき、英語表記を推奨します(日本語 可) 

 

(★★★) 旧日程の「ウェブサイト広告」の価格に相当します 

（★★）  旧日程のネームカードホルダーのロゴ掲載１枠分の価格に相当します 

      （★）   旧日程のコングレスバッグ へのロゴ掲載１枠分の価格に相当します 

 

4. その他 

上記の他に、ご希望の協賛方法がございましたら、お気軽に KBCCC2021 事務局にご相談ください。 
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お申込み，お支払いについて 
 
Best of SABCS Kyoto2021 事務局が、運営委員会 を代表して各企業との契約を結びます。全てのスポンサーの
申込は先着順で受け付けられます。原則、締切日以降は、お申込を受け付けられません。 
 
申し込み方法 
添付の申込用紙に必要事項をご記入の上、ファックスまたはメールにて下記までお送りください。 

Best of SABCS Kyoto 2021 事務局 
FAX:075-320-2575   E-mail:info@kyoto-breast-cancer.org 

 
※ 企業名は、プログラム掲載時に英語表記が必要になりますので、必ずご記入ください。なお、お申込書に記載の表記

を使用させていただきますので、お間違いのないよう、ご注意ください（大文字・小文字もそのままの記載となりま
す）。 

※ お申込後は、記載して頂いたご担当者様にご連絡をさせて頂きますので、担当者の変更等ございましたら、お早めに
事務局までご連絡ください。 

 
支払方法 
支払いはすべて日本円でお願いします。申込用紙を受理した後、事務局より請求書を発行いたします。 
請求書に記載された支払期日までに、指定された口座へ出展料をご入金ください。振込手数料は申込者の 
ご負担となります。 
 

（ご案内は以上です） 
 

 


