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日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会

合同開催にあたって

このたび、日本人類遺伝学会第66回大会および第28回日本遺伝子診療学会大会の両大会長を拝命し、

2021（令和３）年10月13日（水）～16日（土）の４日間、パシフィコ横浜 会議センターにて両学会

大会を合同開催する運びとなりました。

日本人類遺伝学会は、主に人類遺伝学関連の基礎研究者や臨床に携わる医療従事者などが、そして

日本遺伝子診療学会は主に後者に加え検査機器や臨床検査など様々な企業人もが、それぞれ集う学術団体

であり、各々独自の面と重なる部分とを有すると同時に相互に補完し合える関係にもあると言えます。

両学会に関連する周辺事情として、ここ最近では希少疾患診療の保険適応の拡大、がん遺伝子パネル

検査の保険適応に伴う急速な普及やHBOCをはじめとする遺伝性腫瘍診療の保険適応枠の拡大など、がん

ゲノム医療の急速な膨張に加え、新型コロナウイルス感染症のPCRをはじめとした検査の拡大等々、国を

挙げての遺伝子関連検査にまつわる後押しと社会の需要が急速に拡大しています。同時に、これら急速な

変化に伴い現場では混乱や遺伝・ゲノム診療等を担う人材不足・人材払底などの問題も生じています。

加えて、世界では未だにデッドヒートが続くGWASの進歩に加え、着々と進む全ゲノムシークエンス

解析の実用化等が多因子疾患･形質研究の扉を開放し、今後はAIとスーパーコンピュータを駆使して生命

の多様性を明らかにする次なるステージへと我々人類を誘って行こうとしています．

以上の様に急速な変化のまっただ中の今、両学会の会員達が一堂に会し、出会い、相互に交流できる

機会を持てることは、そこで様々なシーズとニーズが化学反応を惹き起こしシナジー効果につながる種を

生み出す可能性を孕んでいると言えます。

今合同開催のテーマを「Solutions and Innovation」としましたが、これは上記のとおり、まさにこ

のテーマ実現の為の機会を提供させていただくことで、敢えてテーマに加えなかったその次のステップで

ある「progress」すなわち進歩・発展へとつないでいってもらいたいと願ってのことです。そのためにも

今合同開催をこそ、出会いと交流の場となる開催に結実させたいとの想いで鋭意準備を進めているところ

です。

一方で、2021年1月の時点でCOVID-19パンデミックの状況が10月にはどうなっているかを予測する

のは極めて困難でもあります。今のところ合同開催は上記の目的を考慮し可能な限り現地開催を目指して

準備を進めているのは既述のとおりでありますが、何より参加者の安全確保を最優先事項に据えるのは当

然のことであり、ワクチン接種の普及、感染の収束ないし拡大等、今後の状況次第ではハイブリッド開催

やウェブ開催といった選択肢を検討する可能性も排除はしません。

先が見えない中で準備を進めることの難しさを痛感し続ける毎日ではありますが、両学会会員の皆さ

まにとりまして実りある合同開催となります様、10月に向けて引き続き精一杯努力して参りますので、

何卒宜しくお願い申し上げます。

2021年3月吉日

日本人類遺伝学会第66回大会

第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催

大会長 高田 史男

北里大学大学院医療系研究科臨床遺伝医学 教授
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Ⅰ開催概要

■ 会議名称 日本人類遺伝学会第66回大会

第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催

■ 大会長 高田 史男

北里大学大学院医療系研究科臨床遺伝医学 教授

■ 大会副会長 石倉 健司
北里大学医学部小児科学 教授

三階 貴史
北里大学医学部乳腺・甲状腺外科学 教授

■ 会期 2021年10月13日（水）～16日（土）

但し、13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 会議センター

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、

人類遺伝ならびに遺伝子診療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 『Solutions and Innovation』

特別講演・教育セッション・シンポジウム・Special Lecture 大会特別企画

受賞口演・国際JHG賞受賞講演・ 一般演題・共催セミナー

English Symposium(未定）

ASHG-ESHG-JSHG Joint Symposium

日本人類遺伝学会・アジアパシフィック人類遺伝学会合同シンポジウム

■ 参加者数 約2,500名（予定）

■ 運営事務局 株式会社 インタープラン・コーポレーション

〒150-0046 渋谷区松濤1-28-4 松濤六番館 ４階

TEL: 03-5489-4910 FAX: 03-3461-8181

E-mail： jshg-jsgdt2021@inter-plan.co.jp
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Ⅱ収支計画書
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●収入の部 ●支出の部

１ 参加費 35,430,000 １ 事前準備費 11,017,690

参加登録費(学会員） 15,000 1,800名 27,000,000 １）事務局人件費 2,694,000
参加登録費(非会員） 17,000 350名 5,950,000 ２）委員会開催費 355,000
参加登録費(学生会員） 5,000 250名 1,250,000 ３）備品・消耗品費 35,000
懇親会費 5,000 240名 1,200,000 ４）印刷・製作物費 6,114,000
抄録集 3,000 10冊 30,000 ５）演題処理関係費 1,442,000

６）通信費･郵送料 377,690

２ セミナー共催費 23,760,000 ２ 当日運営費 54,447,071
ランチョンセミナー Aタイプ 1,540,000 6社 9,240,000 １）会場関係費 25,694,741
ランチョンセミナー Bタイプ 1,320,000 6社 7,920,000 ２）機材費 7,274,300
ランチョンセミナー Cタイプ 1,100,000 3社 3,300,000 ３）看板･装飾費・企業展示・ポスター会場 5,278,000
スイーツセミナー 1,100,000 3社 3,300,000 ４）人件費 6,177,800

５）招待者関係費 3,925,480
６）会議・飲食費 5,225,250
７）運営諸経費 871,500

３ 展示会収入 6,710,000
企業展示収入 220,000 30小間 6,600,000
書籍展示収入 11,000 10本 110,000 ３ 事後処理費 149,500

４ 広告収入 2,343,000 ４ 業務委託費 3,068,667
表２ 220,000 1社 220,000
表３ 198,000 1社 198,000

表４ 275,000 1社 275,000 5 消費税 3,375,534

後付１頁 88,000 5社 440,000

後付1/2頁 55,000 10社 550,000

バナー広告 220,000 3社 660,000

５ 学会本部補助金 3,000,000

学会本部補助金 3,000,000

６ 寄附金・その他 3,000,000
寄付金 3,000,000

72,058,462

2,184,538

¥74,243,000 ¥74,243,000

金額

合　　計

項　　　　　目項　　　　　目 単　　価 数　　量 金額

小　　計

予 備 費

合　　計



【募集要項】

■ 寄付の目的 日本人類遺伝学会第66回大会

第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催運営のため

■ 募集期間 2021年2月1日（月）～2021年10月12日（火）

■ 募集募金額 3,000,000円

■ 寄付金申込方法

趣旨にご賛同賜りご協力いただけます場合には後付の『寄付金申込書』

にご記入の上、運営事務局宛FAXでお申込みください。

※寄付申込書を送信いただけない場合、領収書の発行が遅れる可能性があり

ます。

■ 寄付金振込先

銀 行：三菱ＵＦＪ銀行

支 店：町田支店

店 番：２２８

口座番号：１８１６０６４

口座種類：普通

名 義：第６６回日本人類遺伝学会第２８回日本遺伝子診療学会

大会長 高田史男

（ダイロクジユウロクカイニホンジンルイイデンガツカイダイニジユウハチカイ

ニホンイデンシシンリヨウガツカイタイカイチヨウタカダフミオ）

■ 税法上の取扱い

寄付金に対する免税措置はございません

■ 問合せ先

株式会社 インタープラン・コーポレーション

〒150-0046  渋谷区松濤1-28-4 松濤六番館 ４階

TEL: 03-5489-4910 FAX: 03-3461-8181

E-mail： jshg-jsgdt2021@inter-plan.co.jp

Ⅲ募集内容
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1. 寄付金



.2 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。あらかじめご了承ください。

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

■申込みの保留および取り消し

※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

共催社の都合による申込みの取消しは認められません。

共催されなくなった場合でも、共催費の返金は致しません。

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14日（木） 2枠 2枠 1枠 1枠

10月15日（金） 2枠 2枠 1枠 1枠

10月16日（土） 2枠 2枠 1枠

席数（予定） 400～1,000 220 120～130 1２0～220

セッション時間（予定） 60分 60分 60分 60分

共催費（税込） ¥1,540,000 ¥1,320,000 ¥1,100,000 ¥1,100,000
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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 2021年6月30日（水）

■日時・会場の決定及び通知 2021年７月上旬

■司会及び演者・演題調整（共催セミナー） 2021年7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 2021年7月下旬

■飲食・オプション器材・通訳者申込み受付 2021年8月中旬

■同上 締切 2021年9月中旬

■ 透明性ガイドラインに基づく学会共催セミナー費用の開示について

本大会は、日本製薬工業協会が示す「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」

に基づき「加盟企業と医療機関及び医療関係者との関係の透明性に関する指針」 に従い、

学会等の会合開催にかかる費用を「学会名」「共催セミナー名」の通りに、加盟企業の

ウェブサイト上に公開することに同意いたします。
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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 ： 2,500部（予定）

■予定制作費 ： 約4,000,000円

■予定掲載社数 ： 約18社

■広告使用言語 ： 指定無し

■申込み締切 ： 2021年6月30日（水）

■原稿締切 ： 2021年8月26日（木）

■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66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催ホームページ

（http://www.jshg-jsgdt2021.org）

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 ： ¥ 220,000／枠（税込）

■申込み締切 ： 2021年9月16日（木）

■掲載期間 ： データを頂いてから、2021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／横300×縦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）運営事務局(jshg-jsgdt2021@interplan.co.jp)までメール添付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。

■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。

3 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 ¥220,000
完全版下、
PDFデータ（解像度350dpi以上）を
運営事務
(jshg-jsgdt2021@interplan.co.jp)
までメール添付にてご提出ください。

表3 カラー 1社 ¥198,000

表4 カラー 1社 ¥275,000

後付1頁 モノクロ 5社 ¥88,000

後付1/2頁 モノクロ 10社 ¥55,000
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募集終了

募集終了

募集終了



【募集要項】
■募集小間数 ： 医療機器・医薬品展示30小間（予定）、書籍展示10本（予定）

■会場 ： パシフィコ横浜 会議センター 3階

■出展料 ： ①医療機器・医薬品展示 １小間 ￥220,000（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いたします）

②書籍展示：1本 ￥11,000（税込）

■申込み締切 ： 2021年6月30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いたします。

■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。

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：2021年10月13日（水）午後

搬出：2021年10月16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

お知らせいたします。
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4.医療機器・医薬品展示・書籍展示

〔基礎小間に含まれるもの〕（単位：mm）

①バックパネル（H2,100）付き
（システムパネル：W1,800×H2,500）

②展示台（W1,800×D900×H680）

③白布＋腰布

④社名板（W900×H200、白地ウッドラック、
ゴシック体、スミ文字）

⑤電源コンセント（２口、500Wまで）

2100



■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お申込みの取消し、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、出展料の返金はいたしません。

■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』で改めてお知らせいたします。

■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、別途架設となりますのでご了承ください。

9
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【募集要項】

１） コングレスバック

■配布対象

■配布個数

■予定募集社数

■制作費

■納品先

■申込み締切

２） ネームカードホルダー

■配布対象

•

■配布個数

■予定募集社数

■制作費

■納品先

■申込み締切

5. 制作物関係

10

： 日本人類遺伝学会第66回大会

第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催 全参加者

： 約2,500個

： 3社

： 貴社製品

： お申込みいただき次第、別途ご案内申し上げます

： 2021年6月30日（水）

： 日本人類遺伝学会第66回大会

第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催 全参加者

： 約2,500個

： 2社

： 貴社製品

： お申込みいただき次第、別途ご案内申し上げます

： 2021年6月30日（水）



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、下記運営事務局宛メールもしくは

FAXでお申込みください。

【申込み先】

株式会社 インタープラン・コーポレーション

〒150-0046  渋谷区松濤1-28-4 松濤六番館 ４階

TEL: 03-5489-4910 FAX: 03-3461-8181

E-mail： jshg-jsgdt2021@inter-plan.co.jp

【お振込先】

銀 行：三菱ＵＦＪ銀行

支 店：町田支店

店 番：２２８

口座番号：１８１６０６４

口座種類：普通

名 義：第66回日本人類遺伝学会第28回日本遺伝子診療学会

大会長 高田史男

（ダイロクジユウロクカイニホンジンルイイデンガツカイダイニジユウハチカイ

ニホンイデンシシンリヨウガツカイタイカイチヨウタカダフミオ）

【ご請求について】

お申込後、請求書を発行いたします。

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いたします。

【募集一覧】
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締切 備考

１ 共催セミナー 2021年6月30日（水）

２

広告掲載 2021年6月30日（水） 原稿締切2021年8月26日（木）

バナー広告 2021年9月16日（木） 広告データをいただき次第掲載可能

３
医療機器

医薬品展示.
書籍展示

2021年６月30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いたします。

４
制作物関係

コングレスバック
ネームカードホルダー

2021年６月30日（水）



日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催

『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

□スイーツセミナー

第一希望 月 日 第二希望 月 日

プログラム情報についてご記入ください。
ただし、事務局で調整させていただきますことをご了承ください。

その他

締切：2021年６月30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。

座長 所属

演者 所属

講演タイトル

〔申込書送信先〕
E-mail： jshg-jsgdt2021@inter-plan.co.jp
FAX：03-3461-8181

日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催 運営事務局 宛



日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催
『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：2021年6月30日（水）

□ 表２ カラー （220,000円）

□ 表３ カラー （198,000円）

□ 表４ カラー （275,000円）

□ 後付１頁 モノクロ （88,000円）

□ 後付１/2頁 モノクロ（55,000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PDFデータ（解像度350dpi以上）

2）学会ホームページのバナー広告（税込） 申込締切：2021年9月16日（木）

□ バナー広告 （220,000円）

・広告データ 送付予定日： 月 日頃 ・ 送付済み

※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〕
E-mail： jshg-jsgdt2021@inter-plan.co.jp
FAX：03-3461-8181

日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催 運営事務局 宛

募集終了

募集終了

募集終了



日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催
『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〕
E-mail： jshg-jsgdt2021@inter-plan.co.jp
FAX：03-3461-8181

日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催 運営事務局 宛

締切：2021年６月30日（水）



日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催
『制作物申込書』

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）コングレスバック 個

2）ネームカードホルダー 本

□ 提供いたします

・送付予定日： 月 日頃

※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〕
E-mail： jshg-jsgdt2021@inter-plan.co.jp
FAX：03-3461-8181

日本人類遺伝学会第66回大会 第28回日本遺伝子診療学会大会 合同開催 運営事務局 宛

締切：2021年６月30日（水）


