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日本人類遺伝学会第6３回大会開催にあたって 
  
 
謹啓 
 時下、貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃より
格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 さて、私はこのたび伝統ある日本人類遺伝学会第63回大会の大会長を仰せつかり
ました。本学会は遺伝学の基礎的研究や遺伝医学の臨床を通して科学の進歩や医療
の発展に寄与するとともに、教育や啓発活動を行い、社会に遺伝学の知識の普及を
図ることを目的とする学術団体です。  
 近年、遺伝医学は飛躍的な進歩を遂げ、疾患原因の解明にとどまらず、体質など
に関わるゲノム多様性の解明、個人の全ゲノムを解析する技術の開発、母体血によ
る新型出生前診断など、議論の余地を残しながらも瞠目すべき成果が次々ともたら
されています。また癌ゲノミクス、再生医療における品質管理など幅広い疾患、医
療分野に大きな影響を及ぼしつつあります。特にメディカルゲノムの潮流は大きな
うねりとなって医療分野に押し寄せております。 
 このような時代背景のもと本大会のテーマは「Genomes–solutions to lives」とさ
せていただきました。「ゲノム情報が健康から疾患までヒト生活の鍵となる」「ゲ
ノム情報があらゆる生命の鍵である」という意味を込めました。本テーマの元、医
療関係者や学生に留まらず、公開講座などを通じて一般の方々にも参加を呼びかけ、
新たな生命科学、医療、健康の叡智を創出するのはもちろんのこと、ゲノム情報を
適正かつ有効に社会・医療に実装化していく契機となる大会を目指したいと考えて
おります。 
 上記の目的で内容を充実させ成果を大きなものとするために、ぜひ各方面からの
ご支援を賜りたいと存じます。 
 つきましては、本学会の趣旨にご賛同いただき、格別のご高配を賜ります様お願
い申し上げます。なお、本学会は2018年10月10日（水）〜13日（土）の4日間、パ
シフィコ横浜にて開催を予定しています。 
 末筆ながら、貴社の今後益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。              
 
                                   謹白 
 
2017年9月吉日 
  
 
 

日本人類遺伝学会第63回大会 
大会長 松本 直通 

横浜市立大学大学院医学研究科遺伝学 教授  



Ⅰ開催概要 

■ 会議名称 日本人類遺伝学会第63回大会 

 

■ 大会長 松本 直通 

               （横浜市立大学大学院医学研究科遺伝学 教授） 

 

■大会副会長 黒澤 健司 
 （神奈川県立こども医療センター遺伝科 部長） 
 伊藤 秀一 

 （横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 教授） 

 

■ 会期 2018年10月10日（水）～10月13日（土） 

           但し、10月10日（水）は理事会、評議員会、各種委員会のみ開催 

 

■ 開催場所 パシフィコ横浜 

 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 

 TEL： 045-221-2155（総合案内） 

 

 

■ 趣旨と目的 本学会では、各種講演、セミナー等のセッションを企画し、 

          人類遺伝の研究成果についての発表および討議を行います。 

 大会参加者に対し、より質の高い医療をめざした情報を提供する 

          ことにより、社会に貢献することを目的としています。 

 

■ プログラム テーマ 
 『Genomes-solutions to lives』 
  

  特別講演・招聘講演・教育講演 

  シンポジウム・ワークショップ・ 一般演題 

  共催セミナー（ランチョン・スイーツセミナー） 

   

■ 参加者数 約1,200名（予定） 

 

 

■ 運営事務局 株式会社コングレ内   

 〒102-8481 東京都千代田区麹町5－1 弘済会館ビル6階 

 TEL : 03-5216-5318    FAX : 03-5216-5552  

 E-mail : jshg2018@congre.co.jp 
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1. 共催セミナー 
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【募集要項】 

 共催セミナーの種類、募集枠数と共催費は下表のとおりです。  

■共催金に含まれるもの（基本仕様） 

 ・会場費（控室1室を含む） 

 ・音響、照明設備使用料（学会で使用を予定している機材） 

 ・発表用機材および備品使用料（スクリーン、液晶プロジェクター、レーザーポインター、 

  計時機器等） 

 ・PCオペレーター1名 

 

■共催金に含まれないもの 

 ・お弁当(参加者用・講師用） 

 ・看板費（会場前・控室前・氏名掲示含む） 

 ・運営人件費（アナウンス、計時進行係、照明係、弁当配り係りなど） 

 ・ビデオ、通訳機器等オプション機材費   

 ・控室における飲食費 

 ・司会および演者にかかる謝金・旅費などの諸経費 

 

■プログラム内容 

  テーマ、演題、演者についてはできるだけご提案の内容を尊重いたしますが、調整を 

  お願いする場合がございます。 

  ※会場数に限りがありますので、日程・時間・会場についてご希望に添えない場合が 

   ございます。予めご了承ください。 

  ※内容は、予定であり今後変更の可能性がございます。予めご了承ください。 

  ※本大会では、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いたします。 

 

  
ランチョン 
セミナーA 

ランチョン 
セミナーB 

ランチョン 
セミナーC 

スイーツ 
セミナー 

募集 
枠数 

10月11日（木） 2枠 2枠 1枠 2枠 

10月12日（金） 2枠 2枠 1枠 
 

1枠 
 

10月13日（土） 2枠 2枠 
 
 
 

席数（予定） 400～790 220～350 130～160 130～220 

セッション時間（予定） 60分 60分 60分 60分 

共催費（税込） ¥1,512,000 ¥1,296,000 ¥1,080,000 ¥1,080,000 
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【今後のスケジュール】（予定） 

 

  ■『共催セミナー申込書』締切  2018年3月28日（水） 

  ■日時・会場の決定及び通知  2018年4月下旬 

  ■司会及び演者・演題調整（共催セミナー） 2018年5月中旬 

    ※依頼は各社で行ってください。  

  ■共催セミナー内容最終決定  2018年6月上旬 

  ■飲食・オプション器材・通訳者申込み受付 2018年8月中旬 

  ■同上 締切   2018年9月中旬 
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【募集要項】 
 

１） 抄録集掲載広告  ： Ａ４版（横210×縦297ｍｍ） 

 

   ■発行部数  ： 1,700部（予定） 

   ■予定制作費  ： 約2,600,000円 

   ■予定掲載社数 ： 約16社 

   ■広告使用言語 ： 指定無し 

   ■申込み締切  ： 2018年6月27日（水） 

   ■原稿締切  ： 2018年7月25日（水） 

   ■広告掲載料  
 

  

 

 

 

 

 

 

2） 大会ホームページバナー広告 
 

   日本人類遺伝学会第63回大会ホームページ（http://www.congre.co.jp/jshg2018/） 

   トップ画面の下部にバナー広告を掲載します。 

   ■予定掲載社数 ： 3社（申し込み多数の場合は、枠を増やす可能性があります。） 

   ■広告協賛金  ：  ¥ 216,000.- ／枠（税込） 

   ■申込み締切  ： 2018年9月26日（水） 

   ■掲載期間  ： データを頂いてから、2018年10月末日まで 

   ■規格については以下の通りです。（予定） 

    １）バナーサイズ／A zone 300×60(ﾋﾟｸｾﾙ)) 

    ２）インターレースGIFフォーマットに限ります。 

    ３）GIFTアニメーション可能 

    ４）CD-Rにてお送りください。 

    ５）バナーのリンク先のURLをご連絡ください。 

      ※お送りいただくCD-Rには、フォーマットの種類（MS-Dos、Mac） 

       御社名、ご担当者名、データのタイトルをご記入ください。 

       （メモを添付ください） 

   ■注意点 

    ※バナー広告応募件数によって掲載位置を変更する場合がございます。 

    ※広告掲載位置に関しては、先着順を基本とし事務局にて決定いたします。 

    ※バナーはTOP PAGEのみ表示されます。 
 

2. 広告掲載 
  

  募集口数 料金（税込） 原稿入稿について 

表2 カラー 1社 ¥216,000 

完全版下 
（データ/フィルム/紙焼） 
※データの場合は出力紙を 
添付してください 

表3 カラー 1社 ¥194,400 

表4 カラー 1社 ¥270,000 

後付1頁 モノクロ 3社 ¥86,400 

後付1/2頁 モノクロ 10社 ¥54,000 
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【募集要項】 
■募集小間数 ： 医療機器・医薬品展示25小間（予定）、書籍展示9本（予定）   

■会場 ： 301+302 他（予定） 

■出展料 ： ①医療機器・医薬品展示 １小間 ￥216,000（税込） 

         ※スペース渡しを希望の場合は、必要小間数をお申し込みください。 

          （小間数単位での受付のみと致します） 

    ②書籍展示：1本  ￥10,800（税込） 

 

■申込み締切 ： 2018年6月27日（水）  

         ※小間数に限りがございますので、満小間になり次第締切と致します。 

 

■小間仕様  ： ①医療機器・医薬品展示：W1800×H2100×D900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②書籍販売：W1,800mm×D600mm （机1本） 

 

■小間の割り当て 

 申込締切後、出展物の種類・形状・重量・小間数等を考慮の上通知申し上げます。（8月予定） 

 出展者説明会は行いません。 

 

■出展物の管理 

 出展物の管理は出展者が責任を持つものとし、期間中の出展物の盗難・紛失・火災・損傷等 

 不可抗力による出展物の損害に対して、補償等の責任は一切負いませんのでご了承ください。 

 

■搬入・搬出（予定） 搬入：2018年10月10日（水）午後 

  搬出：2018年10月13日（土）夕方（大会終了後） 

 ※小間割（レイアウト）、搬入・搬出スケジュール等詳細は『出展者へのご案内』で改めて 

  お知らせ致します。 
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3.医療機器・医薬品展示・書籍展示  
  

【基礎仕様に含まれるもの】 

 ○バックパネル 

   （W1800×H2100） 

 ○展示台（会議机、白布付） 

   （W1800×D900×H700） 

 ○社名板 

   （W900×H200） 

   統一書体（ゴシック体）にて表記 

   白ベース、黒文字 

 ○蛍光灯（40W） 

※仕様は変更になる可能性があります。 

バックパネル 

700 

900 
1800 

2100 
平机(白布付) 

W1800×D900×H700 

蛍光灯 



■申込みの保留および取り消し： 

 ※出展内容が趣旨にそぐわない場合、主催者はその受付を保留・拒否する場合があります。 

 ※学会長が不可抗力と認めた以外、お申込み後学会開催日より数えて90日以内の 

  出展者の都合による申込みの取消し、あるいは小間数の変更は認められません。 

  出展されなくなった場合でも、出展料の返金は致しません。 

 

■オプション関係： 

 ◆追加電源仮設２次配線までの工事費は出展者の負担になります。 

 ◆展示会場についての詳細、仮設電源工事費、照明及びコンセント等オプション備品は 

     『出展者へのご案内』で改めてお知らせ致します。 

 

■電力について： 

 追加電力（100Ｖ）ご使用の場合、電源仮設２次配線工事費は出展者の負担になります。 

 ※追加コンセント設置ご希望の場合は、別途お申込みが必要です。（有料） 

 ※200Ｖ（三相・単相）をご使用の場合は、別途仮設となりますのでご了承ください。 
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Ⅳ申込み要領 

【申込み方法】 

    後付の各種申込書に必要事項をご記入の上、下記運営事務局宛FAXでお申込みください。 

 

【申込み先】 

    株式会社コングレ内   

  〒102-8481 東京都千代田区麹町5－1 弘済会館ビル6階 

  TEL : 03-5216-5318    FAX : 03-5216-5552  

    E-mail : jshg2018@congre.co.jp 

 

【ご請求について】 

   お申込後、請求書を発行致します。 

   請求書に記載されている指定口座にお振込みください。 

   尚、手数料は貴社にてご負担くださいますようお願い致します。 

   消費税は学会開催時の税率とさせていただきますので、ご了承ください。 

 

【募集一覧】 
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  締切 備考 

1 共催セミナー 2018年3月28日（水）   

2 

広告掲載 2018年6月27日（水） 原稿締切2018年7月25日（水） 

バナー広告 2018年９月2６日（水） 広告データを頂き次第掲載可能 

3 
医療機器 
医薬品展示. 
書籍展示 

2018年6月27日（水） 
会期中ご使用されました備品・電
源仮設料金・電気使用料等の請求
は、会期終了後にご請求致します。 



 日本人類遺伝学会第63回大会 運営事務局 宛  

日本人類遺伝学会第63回大会 

『共催セミナー申込書』 

 記入日     年   月   日 

ふりがな 

御社名 

住 所 〒 

責任者 役職                    氏名 

ご担当者 

部署                    氏名   

TEL                     FAX 

E-mail 

お申込み
区分 

□ランチョンセミナーＡ □ランチョンセミナーＢ □ランチョンセミナーＣ 

ご希望日 □10/11（木）  □10/12（金）  □10/13（土）  

□ スイーツセミナー 

ご希望日 □10/11（木）  □10/12（金）   

共催セミナーお申込みの場合は演題および演者についてご記入ください。 
（案で結構です） 

演題： 

（テーマ） 

演者： 
                先生 

（ご所属                         ） 

演者： 
                先生 

（ご所属                         ） 

その他 

〔申込書送信先〕 FAX：03-5216-5552 締切：2018年3月28日（水） 

 ※お申し込みの際は、必ずコピーを控えとして保管してください。 



日本人類遺伝学会第63回大会 
『広告掲載申込書』 

 

ふりがな 

御社名 

住所 
〒    

責任者 役職           ご氏名 

ご担当者 

氏 名 

部 署 

TEL 

FAX 

E-mail 

        記入日       年   月   日 

1）抄録集掲載広告スペース（税込）      申込締切：2018年6月27日（水） 

 

 □ 表２ カラー （216,000円） 

 □ 表３ カラー （194,400円） 

 □ 表４ カラー （270,000円）  

 □ 後付１頁 モノクロ （86,400円）   

 □ 後付１/2頁 モノクロ（54,000円）   

     

   ・広告原稿  送付予定日：     月      日頃   ・   送付済み 

   ・原稿種類  完全版下  （  データ  ・  フィルム ・ 紙焼  ） 

 

2）学会ホームページのバナー広告（税込）   申込締切：2018年9月26日（水） 

  

 □ バナー広告 （ 216,000円）  

  

    ・広告データ  送付予定日：     月      日頃   ・   送付済み 

                            

〔申込書送信先〕 FAX：03-5216-5552 

 日本人類遺伝学会第63回大会 運営事務局 宛  

 ※お申し込みの際は、必ずコピーを控えとして保管してください。 



日本人類遺伝学会第63回大会 
『医療機器・医薬品展示・書籍展示申込書』 

ふりがな 

御社名 

住所 
〒 

責任者 役職           ご氏名 

ご担当者 

氏 名 

部 署 

TEL 

FAX 

E-mail 

     記入日      年   月   日 

■申込小間数  小間 （ 基礎小間 ・ スペース小間） 

■申込本数     本（書籍展示） 

■使用電力量（予定）100Ｖ （   ）Ｗ／200Ｖ （   ）Ｗ （単相・三相） 

■展示台   必要 ・ 不要  （※いずれかに○をお付けください） 

■展示品（概略／予定で結構です） 

 

 

 

■備考 （※その他、ご希望・質問等ございましたらお書き添えください） 

 

                ※お申し込みの際は、必ずコピーを控えとして保管してください。 

〔申込書送信先〕 FAX：03-5216-5552 締切：2018年6月27日（水） 

 日本人類遺伝学会第63回大会 運営事務局 宛  


