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ご挨拶 
 

第 30 回日本遺伝子診療学会と第 8 回クリニカルバイオバンク学会の合同学術集会を、

令和５（2023）年 7 月 28 日（金）、29 日（土）に千葉で開催いたしますことを大変光栄

に存じますとともに、ここにご案内申し上げます。 

日本遺伝子診療学会とクリニカルバイオバンク学会はそれぞれがユニークな活動を行

って参りました。前者は微生物核酸検査、体細胞遺伝子検査、胚細胞系列遺伝子検査をテ

ーマにしており、後者は病院併設型バイオバンクにおける検体の利活用やクリニカルシー

クエンスの医療実装を目指した活動を行っております。今回、そのための人材育成にも積

極的に関与している両学会が情報共有することにより、次世代のゲノム医療や遺伝子診療

における臨床検体の利活用の必要性が再認識され社会に正しく役立つようになることを

期待しております。本合同学術集会が少しでもその一翼を担えると幸いでございます。 

 

2019 年のがんクリニカルシーケンスの国内における保険診療の開始、2020 年冒頭から

の新型コロナウイルス核酸検査等の対応、クリニカルバイオバンクの品質管理、ゲノム医

療における法律、倫理などが課題となっています。それら課題の中には医療者、患者、企

業だけでなく、社会全体で乗り越えていかなければならないものも多数ございますが、両

学会がこれまでわが国の本分野の啓発、普及に果たした役割は大きいと考えております。 

 

2022 年現在、全ゲノム解析は国策として医療実装が始まっております。がんに続き、

難病、生殖医療分野でもゲノム医療が実装され、将来はエピゲノムやオミックスを駆使し

ＡI 等も活用したバイオマーカーが医療実装されることが予測されています。そのためゲ

ノムリテラシーの涵養とともに、種々の疾患バイオマーカー探索のためのヒト試料は人類

共有の財産として次世代に継承し役立てることが益々期待されております。そこで本合同

学術集会のテーマを「次世代医療を切り開くゲノムリテラシーの共有と継承」としました。

両学会が協働することにより、今後のわが国の遺伝子診療、ゲノム医療、クリニカルバイ

オバンクの発展に少しでも寄与できれば望外の喜びです。事務局一同、皆さまに直接お会

いできることを楽しみにお待ち申し上げております。 

 

さて、もとより学術集会は、参加者からの会費により運営されるべきものではありま

すが、それらに限度があることも実状であります。つきましては、本学術集会の趣旨をご

理解いただき、ご援助を賜りますようお願い申し上げます。 

末尾となりましたが、貴社の益々のご発展を祈念いたします。 

 

令和４年８月吉日 

第 30 回日本遺伝子診療学会大会・ 

第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム合同学術集会 

会長 松下一之 

（千葉大学医学部附属病院 検査部・臨床検査科 

（兼）遺伝子診療部/がんゲノムセンター/超音波センター） 
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学 会 概 要 
 
 

1. 学会名称  

第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会  

シンポジウム  合同学術集会  

The Joint Academic Meeting of the 30th Japanese Society for Gene Diagnosis and Therapy 

and the 8th Symposium of Society of Clinical Biobank 

 

2. 主催機関及び責任者  

大 会 長：松下一之  （千葉大学医学部附属病院  検査部・臨床検査科  

（兼）遺伝子診療部 /がんゲノムセンター /超音波センター） 

事 務 局：千葉大学医学部附属病院 検査部・臨床検査科  

〒260-8670 千葉市中央区亥鼻 1-8-1 

 

3. 会期： 2023 年 7 月 28 日（金）・7 月 29 日（土）  

 

4. 会場： 三井ガーデンホテル千葉  

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央１丁目１１−１  

https://www.gardenhotels.co.jp/chiba/ 

 

5. 来場予定者数： 約 250 名  

 

6. 開催計画の概要  

現地での開催と現地での講演を録画したデータを、会期終了後にオンデマンド配信を 

行う予定です。 

 

【学術プログラム】  

 特別講演、教育シンポジウム、シンポジウム、一般演題、共催セミナー 

【その他】  

企業展示、懇親会  
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第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 

合同学術集会 収支予算書  

 

 
 

金額 備考

2,320,000 12,000円×150名(会員）、13,000円×40名(非会員）

430,000 14,000円×20名(会員）、15,000円×10名(非会員）

学生 30,000 3,000円×10名

40,000 1冊2,000円×20冊

広告掲載料 830,000 表2、表3、表4、後付

2,250,000 企業展示15小間

5,000,000 モーニング1社、ランチョン4社、イブニングセミナー1社

寄付金 1,000,000

補助金 500,000 開催補助

合計 12,400,000

金額 備考

232,000 プログラム抄録集発送、座長・講師依頼、趣意書発送など

1,419,000 各種封筒、HP、プログラム抄録集、参加証など

851,000 演題処理、消耗品費、プログラム管理業務、交通費など

553,000 看板装飾費、企業展示設営

1,575,000 機材費、オンデマンド配信費用、運搬・設営・撤去費

1,190,000 当日運営要員、臨時スタッフ、PCオペレーターなど

929,000 理事会、委員会、会長招宴、懇親会など

500,000 招聘講師謝金、旅費・交通費、宿泊費、記念品など

189,000 事務文房具、資料作成費など

3,664,000 三井ガーデンホテル千葉　7/27～7/30

事後処理費 118,000 終了挨拶状発送、収支決算作成費用など

980,000 運営業務委託費

200,000 医局通信運搬費、旅費・交通費、消耗品費、打合会議費

合計 12,400,000

【収入の部】

業務委託費

学会事務局経費

事前参加登録費

当日参加登録費

当日運営費

運営施工費

設備費・機材費

人件費

会議費

講師関連費用

現場消耗品、当日資料作成費

会場借上費

項目

事前準備費 印刷物・制作物費

学会開催準備業務費

【支出の部】

セミナー共催費

企業、団体など

学会本部補助金

通信運搬費

項目

プログラム抄録集販売

プログラム抄録集

企業出展料

参加登録費
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【会 期】 2023 年 7 月 28 日（金）・29 日（土）  

 
【会 場】 三井ガーデンホテル千葉  

 

【日程・会場及び共催金額】  

 

※各セミナーにつきましては、複数企業にての応募も可能でございます。 

 

【座長・演者・テーマの選定について】 

座長および演者の人選についてのご希望を申込書にご記入ください。 

会長および事務局にて調整後、最終的な決定を通知いたします。その後、各企業より座長･

演者に正式なご依頼状をお出しください。 

時間・席数につきましては予定です。プログラム構成上変更の可能性もございますので、あら

かじめご了承ください。 

 

【共催金額に含まれる費用】  

（1）会場費および控室室料  

（2）プログラム関係費（企画、抄録掲載、共催企業名掲載）  

（3）会場講演用機材、備品（液晶プロジェクター、スクリーン、音響・照明設備、舞台など）  

及び、それらの設営費など 

（4）会場および控室前の表示看板  

（5）オンデマンド配信に関する費用  

  

日程  
時間 

（予定）  
セッション  開催会場  予定席数  

（シアター）  
金 額  
（税込）  

７ /28

（金）  
60 分  

ランチョンセミナー１  第１会場  230 席  900,000 円  

ランチョンセミナー2 第 2 会場  160 席  900,000 円  

イブニングセミナー1 第１会場  230 席  800,000 円  

イブニングセミナー2 第 2 会場  160 席  800,000 円  

7/29

（土）  
60 分  

ランチョンセミナー3 第１会場  230 席  900,000 円  

ランチョンセミナー4 第２会場  160 席  900,000 円  

モーニングセミナー1 第１会場  230 席  600,000 円  

モーニングセミナー2 第 2 会場  160 席  600,000 円  
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【共催企業で別途ご負担いただく費用】  

（1）座長、演者などへの謝金、旅費、宿泊費（公正競争規約や公務員服務規約などに準じます） 

（2）参加者の飲食費  

  ※飲食物につきましては、各社個数を確認し会長および事務局で調整の上、学会運営  

委託業者が一括で手配いたします。 

（3）人件費（PC スライド操作、照明操作、資料配布、アナウンスなどの運営要員）  

（4）講演の録音、ビデオ収録、同時通訳機器費用など 

（5）広告用チラシなどの印刷物  

（6）控室でご使用のためオーダーされた液晶プロジェクター、スクリーン、PC など機材費  

（7）控室での企業スタッフならびに座長、講演者用飲料費  

 

【プログラム・抄録集およびネームカード】 

プログラム・抄録集には「共催」として会社名を明示し、各講演者の抄録を掲載いたします。 

完成後、各企業にネームカード及びプログラム・抄録集を寄贈・配布いたします。 

 

【広報チラシ】  

印刷前の校正の段階で会長および事務局に原稿のチェックを受けてください。 

広告には、共催として学会ロゴマークおよび大会名の併記をお願いします。 

サイズは A4 サイズに統一してください。 
 

【お申込みについて】  

申込用紙の所定の項目に全てご記入いただき、運営事務局まで FAX または E-mail にてお

申込ください。同日時に複数のお申込がある場合は、調整を会長および事務局に一任と

させていただきます。 
 

【お申込み期限】  

2022 年 12 月 12 日（月）  

※貴社内の手続きにお時間がかかる場合はご一報ください。 
 

【お問い合わせ】  

株式会社メイプロジェクト 内  

第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 

合同学術集会  運営事務局  
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-24-4 にほんばしコスモ 15 ビル 
TEL：03-6667-0922 ／FAX：03-6661-1490 
E-mail： jsgdt-cbs2023@may-pro.net 
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【展示会場】  三井ガーデンホテル千葉 
【展示日程】 2023 年 7 月 28 日（金）9:00～18:00（予定） 

 2023 年 7 月 29 日（土）9:00～16:00（予定） 

【募 集 数】 15 小間（予定） 

【出 展 料】 1 小間 150,000 円（税込） 

       ※日本遺伝子診療学会フォーラム賛助会員、特別賛助会員、クリニカルバイオバ 

ンク学会の会員企業は 25％オフになります 

        ※日本遺伝子診療学会フォーラム一般賛助会員は 10％オフになります 

【展示小間】 基礎小間かスペース渡しをお選びいただけますが、出展料は変わりません。 

 事務局が準備する展示基礎小間は下記の通りです。（予定） 

・間口 1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,100mm のスペース。 

・幅 1,800mm×高さ 2,100mm のバックパネルおよび展示机（白布付き）。 

 ※上記以外の装飾、電気配線などについては出展社各位でご負担いただきます。 

※詳細につきましては、お申込いただいた企業様宛に別途『展示実施要項』にて、 

会期 1 か月前までにご案内いたします。 

 

【小間割り】  各社の出展場所・小間割りは、会長および事務局にて調整し決定いたします。 

 

【キャンセル】 出展者のご都合による出展申込の取り消しは原則としてできません。やむをえず出展を 

取り消しされる場合、お支払済の出展料は返金できませんのでご了承ください。 

※小間配置が確定した後のキャンセルにつきましては、出展料お支払い前であっても、 

それまでに発生した事務手数料を申し受ける場合がございます。 
 

【申込方法】 添付の申込書に必要事項を記入し、FAX または E-mail でお申し込みください。 

※出展物の内容によっては出展お申込をお受けできない場合もございますので 

あらかじめご了承ください。 

 

【申込期限】 2023 年 4 月 28 日（金） 

 

【お支払について】  

 お申込確認後、請求書をご担当者様宛に送付いたします。なお、お申込後 10 日以内に請求書が

お手元に届かない場合は、お問い合わせ先（運営事務局）までご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

株式会社メイプロジェクト 内 
第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 
合同学術集会 運営事務局 
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-24-4 にほんばしコスモ 15 ビル 
TEL：03-6667-0922 ／FAX：03-6661-1490 
E-mail：jsgdt-cbs2023@may-pro.net 
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【名   称】   第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会 

シンポジウム 合同学術集会 プログラム・抄録集 

【発 行 日】    2023 年 6 月下旬（予定） 

【発行部数】   700 部 （会員、購入者） 

【版 形】   A4 版  

【作成費用】   950,000 円 

【掲載料金】 

種類 掲載料金 募集数 

表 4 １頁   （カラー） 150,000 円 1 社 

表 2 １頁   （白黒） 120,000 円 1 社 

表 3 １頁   （白黒） 120,000 円 1 社 

後付 １頁   （白黒）  80,000 円 3 社 

後付 1/2 頁 （白黒）   50,000 円 4 社 

募集合計金額 830,000 円  
 
 
【原 稿】 広告版下は、デジタルデータ※での入稿を受付けております。 

《データ入稿の場合の諸注意》 
・作成アプリケーションおよび OS（Mac / Win バージョン含む）お知らせください。  

（Microsoft Word、Microsoft PowerPoint についてはお問い合わせください） 
・出力見本をご同封ください。Adobe Illustrator はアウトライン処理をしてください。 
・編集を要する原稿でお預かりする場合は、指示内容により、実費相当額を御請求いたしま

すので予めご了承ください。 
※清刷・フィルム入稿について 
昨今のデジタル化の流れにより、基本的に広告原稿はデータ入稿にて受付をさせて頂きます。アナログ原稿

での入稿の場合、画像の鮮明さが損なわれる「モアレ」の可能性をご理解の上、入稿を頂きますようお願いい

たします。 

 

【申込方法】  添付の申込書に必要事項を記入し、FAX または E-mail でお申し込みください。 
 

【申込締切】  2023 年 4 月 21 日（金）必着 
 

【原稿締切】  2023 年 4 月 28 日（金）必着 
 
【お支払について】  お申込確認後、請求書をご担当者様宛に送付いたします。お申込後 10 日以内に請求書

がお手元に届かない場合は、お問い合わせ先（運営事務局）までご連絡ください。 

【お問い合わせ】 

株式会社メイプロジェクト 内 
第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 
合同学術集会 運営事務局 
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-24-4 にほんばしコスモ 15 ビル 
TEL：03-6667-0922 ／FAX：03-6661-1490 
E-mail：jsgdt-cbs2023@may-pro.net 
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【広告媒体名】 第 30 回日本遺伝子診療学会大会・ 

第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 合同学術集会 ホームページ 

 

【告 知 方 法】 バナー画像のローテーション表示および指定 URL へのリンク 

 

【バナーサイズ】 縦 233×横 1,203 pixels、jpeg または png 形式 

※バナー原稿データをご提供ください。 

 

【掲 載 場 所】 トップページ 

 

【広 告 期 間】 データ到着後～会期終了まで 

 

【掲 載 料 金】 80,000 円（税込）  複数社 

 

【広 告 原 稿】 入稿データは必ずバックアップをご用意ください。 

データ入稿時に、必ず貴社のリンク先をお知らせください。 

薬機法に抵触しない範囲で、広告デザインを作成してください。 

入稿データは、運営事務局まで E-mail にてご送付ください。 

入稿の締め切りは、お申し込み時に改めてご連絡差し上げます。 

※申し込み順に掲載いたします。 

 

【申込方法】 添付の申込書に必要事項を記入し、FAX または E-mail でお申し込みください。 
 

【申込締切】 会期前まで随時 
 
【お支払について】  お申込確認後、請求書をご担当者様宛に送付いたします。お申込後 10 日以内に請求書

がお手元に届かない場合は、お問い合わせ先（運営事務局）までご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

株式会社メイプロジェクト 内 
第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 
合同学術集会 運営事務局 
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-24-4 にほんばしコスモ 15 ビル 
TEL：03-6667-0922 ／FAX：03-6661-1490 
E-mail：jsgdt-cbs2023@may-pro.net 
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【募金の名称】 

第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム合同学術集会 
 
【募金の目的】 

第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム合同学術集会 

の準備および運営の費用とする。 
 
【募金目標金額】 

1,000,000 円 
  
【募金期間】  

  2022 年 8 月 1 日（月）～2023 年 7 月 27 日（木） 
 
【寄付金申込書の送付先】 

ご賛同賜りご協力いただけます場合は、添付の寄付金申込書にご記入の上、FAX または E-mail にて 

お送り下さい。 
 

送付先：株式会社メイプロジェクト 内 

第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 

合同学術集会 運営事務局 

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-24-4 にほんばしコスモ 15 ビル 

TEL：03-6667-0922 ／FAX：03-6661-1490 

E-mail：jsgdt-cbs2023@may-pro.net 
 
【寄付金申込先】 

第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム合同学術集会 

     会長： 松下一之 （千葉大学医学部附属病院 検査部・臨床検査科 

（兼）遺伝子診療部/がんゲノムセンター/超音波センター） 
 
【寄付金振込先】 

     下記口座にお振込みいただけますようお願いいたします。 

     請求書、および領収書をご入用の場合は、申込用紙にご記入の上お知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

株式会社メイプロジェクト 内 
第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 
合同学術集会 運営事務局 
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-24-4 にほんばしコスモ 15 ビル 
TEL：03-6667-0922 ／FAX：03-6661-1490 
E-mail：jsgdt-cbs2023@may-pro.net 
 

【銀行】ゆうちょ銀行 

【支店】 ０５８ 

【種類】 普通預金 

【口座番号】 ８８１５４８２ 

【名義】 千葉大学医学部附属病院検査部事務局 代表者 松下一之  

     ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸｲｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸﾋﾞｮｳｲﾝｹﾝｻﾌﾞｼﾞﾑｷｮｸ ﾀﾞｲﾋｮｳｼｬ ﾏﾂｼﾀｶｽﾞﾕｷ 
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本学会では、各社が本会に要した費用（共催費、出展費、広告費、飲食費等）に関して、日本製薬工業協

会の「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」及び、日本医療機器産業連合

会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社がウェブサイト等にて情

報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

株式会社メイプロジェクト 内 
第 30 回日本遺伝子診療学会大会・第８回クリニカルバイオバンク学会シンポジウム 
合同学術集会 運営事務局 
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-24-4 にほんばしコスモ 15 ビル 
TEL：03-6667-0922 ／FAX：03-6661-1490 
E-mail：jsgdt-cbs2023@may-pro.net 
 

 


