
第33回
日本消化器癌発生学会総会

癌細胞社会のクローナリティと 
ダイバーシティ

開催趣意書

講演抄録集・広告掲載募集のご案内

附設企業展示募集のご案内

ランチョンセミナー及びスポンサードセミナー等募集のご案内

寄附金のご案内

会　長：野村　幸世
　　　　東京大学大学院医学系研究科消化管外科学
会　期：令和4年11月11日（金）・12日（土）
会　場：一橋大学一橋講堂
　　　　東京都千代田区一ツ橋2-1-2
主　催：一般社団法人 日本消化器癌発生学会

2022年3月15日修正





1

御　挨　拶

第33回日本消化器癌発生学会総会
会長　野村　幸世

（東京大学大学院医学系研究科消化管外科学）

謹啓
このたび第33回日本消化器癌発生学会総会の会長を務めさせていただくこととなりました。

東京大学　消化管外科学　野村幸世でございます。本総会は、2022年11月11日～ 12日に一橋
講堂において開催させて頂くこととなっております。COVID-19の感染状況によりましてはハ
イブリッド開催も視野に入れております。
平成元年の第1回日本消化器癌発生学会総会は我々の教室の先々代教授であります大原毅先生
が務められ、当教室が本会の開催を務めさせて頂きますのは、2度目となります。また、先代教
授の上西紀夫先生が第15回総会と合同開催の第3回国際消化器発癌会議の当番世話人を務めら
れました。この歴史と伝統のある学会をお世話させて頂くことは、教室にとりましても大変名誉
なことであり、このような機会を与えて頂きました島田光生理事長をはじめ、理事、代議員なら
びに会員の皆様方には厚く御礼を申し上げます。
さて、消化器癌発生学会は、基礎から臨床にいたるすべての専門領域の先生方が一堂に集い、

基礎的研究から新たな診断法や治療に結びつく知見に富んだ研究発表が多くなされ、活発な討論
が行われる大変先駆的な役割をもった学会であります。今回も、「癌細胞社会のクローナリティ
とダイバーシティ」をメインテーマに、基礎から臨床へと、幅広い研究発表を多数頂く予定とし
ております。現在鋭意プログラムの作成中でありますが、これまで同様、大原賞、田原賞の受賞
講演、研究奨励賞の発表も行っていただく予定としておりますし、特別講演や教育講演、理事長
講演、会長講演も例年同様にプログラムに組み入れる予定であります。
本来であれば、学会の開催経費は参加者が負担する経費で賄われるべきであり、できるだけ簡

素、質素を旨として運営企画しておりますが、遺憾ながら学会規模や会場費などの経費により全
体予算が不足することが予想されております。
つきましては、本趣意書の通り協賛企業の募集を行います。本学会および当分野関連される企

業の方々におかれましては、諸事ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、上記開催の趣旨にご賛同
いただき、格別のご高配をお願い申し上げる次第でございます。
総会が開催されます初冬の東京は、銀杏も色づき、美しい時期であります。皆様とお会いでき

ることを楽しみにしております。
謹　白

令和3年9月吉日
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1. 名　称： 第33回日本消化器癌発生学会総会
  癌細胞社会のクローナリティとダイバーシティ

2. 会　期： 令和4年11月11日（金）・12日（土）

3. 開催形式： 現地開催＋ライブ配信

4. 会　場： 一橋大学一橋講堂
  〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-2

5. 主　催： 一般社団法人 日本消化器癌発生学会
  理事長　島田　光生（徳島大学大学院 消化器・移植外科学 教授）

6. 会　長： 野村　幸世（東京大学大学院医学系研究科消化管外科学）

7. プログラム委員会：島田　光生（徳島大学大学院 消化器・移植外科学）
  牛島　俊和（国立研究開発法人 国立がん研究センター研究所 エピゲノム解析分野）
  調　　　憲（群馬大学大学院 肝胆膵外科学）
  瀬戸　泰之（東京大学大学院医学系研究科 消化管外科学）
  野村　幸世（東京大学大学院医学系研究科 消化管外科学）

8. 参加予定者数： 医師　約300名

9. 学会の概要： （1） 特別講演 2題
  （2） 理事長講演
  （3） 会長講演
  （4） 理事長直轄プロジェクト
  （5） 受賞講演（大原 毅賞・田原 榮一賞）
  （6） 研究奨励賞発表セッション
  （7） 共催セミナー 7題
  （8） シンポジウム 5題
  （9） 一般演題　　口演・ポスター
  （10） 企業展示 最大3社予定

10. 事務局： 第33回 日本消化器癌発生学会総会事務局
  〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F　株式会社クバプロ内
  Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
  E-mail  soukai33@j-sgc.org　　HP  http://www.j-sgc.org/jsgc2022/

11. 企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインについて：
（1） 日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラ

イン」に基づき「貴社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、広告費、展示費、共催費、寄附金に関する「会の名称」と
その「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することを同意いたします。

（2） 日本医療機器産業連合会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガ
イドライン」に基づき「貴社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、広告費、展示費、共催費、寄附金に関する「会の
名称」とその「金額」を貴社のウェブサイト上に公開することを同意いたし
ます。

開催概要
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第33回 日本消化器癌発生学会総会 
収支予算（案）

（単位；円）
項　目 予算額 内訳・備考

収
入
の
部

1. 参加費
　当日参加費：医師・一般 3,750,000 15,000円×250名
2. 抄録集販売費 5,000 1,000円×5冊
3. 開催準備金（学会本部） 1,000,000
4. 広告掲載費
　表4 154,000 154,000円×1社
　表3 99,000 99,000円×1社
　表2 99,000 99,000円×1社
　中頁（全面） 165,000 55,000円×3社
　中頁（半面） 132,000 33,000円×4社
5. 展示出展料 198,000 198,000円×1社
6. セミナー共催費
　ランチョンセミナー 6,160,000 1,540,000円×4社
　スポンサードセミナー 3,080,000 1,540,000円×2社
　イブニングセミナー 880,000 880,000円×1社
7. 寄附金 200,000

収入合計 15,922,000

支
出
の
部

Ⅰ. 事前準備関係　
　1. 通信運搬費 330,000
　2. 抄録制作費 1,210,000
　3. ポスター制作費 440,000
　4. 専用HP運用費 440,000
　5. 運営費（問合せ対応費） 660,000
　6. 事務局印刷費 300,000
　7. プログラム委員会等開催費 660,000
Ⅱ. 当日運営経費関係
　1. 会場費 2,500,000
　2. 理事会及び各種委員会等会議費 1,430,000
　3. 諸経費・交通費 440,000
　4. 機材費 3,300,000
　5. パネル展示関係費 330,000
　6. 運営要員関係費 1,400,000
　7. 海外講演者招聘費・謝金 1,100,000
　8. 事務局諸雑費（消耗品費等） 200,000
　9. 予備費 382,000
　10. 事務連絡調整費 800,000

支出合計 15,922,000
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講演抄録集・広告掲載募集要項

1. 掲載媒体： 第33回日本消化器癌発生学会総会 プログラム・抄録集

2. 発行日： 令和4年11月11日（金）

3. 規格と発行部数： A4判モノクロ　1,000部

4. 配布対象： 日本消化器癌発生学会会員、当日参加者および関連機関・施設

5. 掲載料金および募集口数：
  表4（1口）： 154,000円（税込） 
  表3（1口）： 99,000円（税込） 
  表2（1口）： 99,000円（税込） 
  中頁（全面）（3口）：   55,000円（税込） 
  中頁（半面）（4口）：   33,000円（税込） 

  ※表2、表3、表4への掲載はお申込み先着順とさせていただきます。

6. 申込締切日： 令和4年9月9日（金）

7. 原稿締切日： 令和4年9月16日（金）

8. 入稿形態： オフセット印刷のため、版下またはデータでご提出ください。また、プリ 
  ントアウトした広告見本も同封してください。
  
9. サイズ： （全面）天地：255 mm、左右：175 mm
  （半面）天地：123 mm、左右：175 mm

10. お問い合わせ先： 第33回 日本消化器癌発生学会総会事務局
  〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F　株式会社クバプロ内
  Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
  E-mail  soukai33@j-sgc.org　　HP  http://www.j-sgc.org/jsgc2022/
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1. 展示会場： 一橋講堂前ロビー

2. 展示料金： 1小間：198,000円（税込）
  長机1台（W 1,800 mm×D 600 mm×H 700 mm）
  パネル板2枚（1枚H 2,100 mm×W 900 mm）

3. 申し込み締切日： 令和4年9月30日（金）

4. 搬入・搬出： 搬入；令和4年11月10日（木）18:00頃 予定
  搬出；令和4年11月12日（土）16:00頃 予定

5. 使用電力： 幹線工事費と使用料金を別途請求させていただきます。
  お申し込みの際に、使用電力等を別紙申込書にご記入ください。

6. 御請求・お支払いについて：
お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。請求書に記載いたします
支払日までに指定口座へお振込下さい。また、振込手数料は貴社にてご負
担下さい。貴社事情により支払い日までにお振込みできない場合は、必ず
ご連絡下さい。

7. お申し込み解約について：
申込書受領後の解約は原則お受けできません。ただし、申込解約を書面に
てお送りいただいたうえで、やむをえず主催者が解約を認めた場合は、以
下の解約料金をお支払いいただきます。
解約料金：解約書面をお送りいただいた日を基準として、
令和4年7月末日までに受領……請求書の50％をお支払いいただきます。
令和4年8月1日以降……請求書の全額をお支払いいただきます。

8. お問い合わせ先： 第33回 日本消化器癌発生学会総会事務局
  〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F　株式会社クバプロ内
  Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
  E-mail  soukai33@j-sgc.org　　HP  http://www.j-sgc.org/jsgc2022/

企業展示募集要項
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ランチョンセミナー及びスポンサードセミナー等
募集要項

1. 開催日程： 令和4年11月11日（金）・12日（土）

2. 会  場： 一橋講堂　会議室ロビー

3. 講演形式： PCプレゼンテーション形式で最大60分
会場およびZOOMを使用したライブ配信
・ プログラムの都合により、時間帯が多少変更になる場合もありますのでご承知
下さい。

・ 講演内容・司会・演者の選定につきましては貴社と学会事務局との合意のうえ
で決定させていただきます。特に司会者選定は必ず事務局にご相談ください。

・ 役割者が来場できない場合は、ZOOMでのリモート参加も可能です。事務局
にご相談ください。

・ ライブ配信の視聴者からの質問はチャット形式で受け付けます。

4. 共催費用： ランチョンセミナー 1,540,000円（税込）
  イブニングセミナー 880,000円（税込）
  スポンサードセミナー 1,540,000円（税込）

◇ 共催費用には会場使用費、映像・音響機材費及びスタッフ人件費（PCオペレー
タ、照明係、進行係）およびウェブ中継費を含んでいます。
＊） リモートで講演される場合の機材・スタッフは貴社にてご手配をお願いしま
す。

◇ 参加費には参加者への昼食または軽食費、講演者、座長・司会等への謝金や旅
費交通費、宿泊費、また講演関連資料費、運営要員人件費は含まれておりませ
ん。

5. 申込締切日： 令和4年8月31日（水）

6. その他： 司会・演者・演者の略歴・演題・講演概要を抄録に掲載いたしますので、8月下 
  旬までにお知らせください。
  ・版型：A4判
  ・印刷方法：モノクロ1色印刷
  ・原稿締切日：令和4年9月16日（金）
  ・入稿方法：Wordにてお送り下さい。
  ＊）申込締切日以降、プログラムが確定後に詳細を連絡します。

7. お振込先： 銀行名　：株式会社ゆうちょ銀行
  店　名　：○一八（読み　ゼロイチハチ）
  店　番　：018 
  口座番号：81951561
  口座種類：普通預金
  口座名義：一般社団法人日本消化器癌発生学会
  　　　　　ｼｬ )ﾆﾎﾝｼｮｳｶｷｶﾞﾝﾊｯｾｲｶﾞｯｶｲ

8. お問い合わせ先： 第33回 日本消化器癌発生学会総会事務局
  〒 102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F　株式会社クバプロ内
  Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
  E-mail  soukai33@j-sgc.org　　HP  http://www.j-sgc.org/jsgc2022/
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講演抄録集広告・企業展示・スポンサードセミナー等 
申込書 

令和　　年　　月　　日

  講演抄録集に広告掲載を申し込みます。

  表4： 154,000円（税込）

  表3： 99,000円（税込）

  表2： 99,000円（税込）

  中頁（全面）： 55,000円（税込）

  中頁（半面）： 33,000円（税込）

※表2、表3、表4の掲載はお申込み先着順とさせていただきます。

  企業展示を申し込みます。

  1小間：198,000円（税込）

  申込み小間数　　　　　　　　小間
　　　　　　　　　小間×198,000 円

  使用電力詳細：容　量　　　　　　　W　　　コンセント　　　　　　　口

※1 お申し込みの際に、使用電力等のご記入がない場合は、工事を行いませんので、必ずご記入ください。
※2 社名板はご用意致しませんので、各社はロールアップ式等のバナーをご持参ください。

  共催セミナーに申し込みます。

  ランチョンセミナー： 1,540,000円（税込）

  イブニングセミナー： 880,000円（税込）

  スポンサードセミナー： 1,540,000円（税込）

貴　社　名

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

お振込先： 銀  行  名：株式会社ゆうちょ銀行／店　　名：○一八（読み　ゼロイチハチ）
  店　　番：018／口座番号：8195156／口座種類：普通預金
  口座名義：一般社団法人日本消化器癌発生学会
  　　　　　ｼｬ )ﾆﾎﾝｼｮｳｶｷｶﾞﾝﾊｯｾｲｶﾞｯｶｲ
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申込先：第33回 日本消化器癌発生学会総会事務局
　　　　〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F
　　　　株式会社クバプロ内
　　　　Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
　　　　E-mail  soukai33@j-sgc.org
　　　　HP  http://www.j-sgc.org/jsgc2022/

寄附金募集要項

1. 目標金額： 200,000円

2. 募集金額： 随意

3. 使　途： 会場費、機材費

4. 応募締切日： 令和4年9月30日（金）

5. 御請求・お支払いについて：
  お申し込み確定後、請求書をお送りいたします。請求書に記載いたします

支払日までに指定口座へお振込下さい。また、振込手数料は貴社にてご負
担下さい。貴社事情により支払い日までにお振込みできない場合は、必ず
ご連絡下さい。

6. お振込先： 銀  行  名：ゆうちょ銀行
  店　　名：○一八（読み　ゼロイチハチ）
  店　　番：018
  口座番号：8195156
  口座種類：普通預金
  口座名義：一般社団法人日本消化器癌発生学会
  　　　　　ｼｬ)ﾆﾎﾝｼｮｳｶｷｶﾞﾝﾊｯｾｲｶ ｯ゙ｶｲ
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令和　　年　　月　　日

  第33回日本消化器癌発生学会総会の趣旨に賛同し、下記金額を寄附金として申込みます。

金　　　　　　　　　　　　　　円也

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※抄録集・ホームページへの社名記載を希望しない場合は、以下にチェック✔を入れてください。
　   社名記載を希望しない

※本申込書を送付の上、下記銀行口座宛にお振込みをお願い申し上げます。

　銀 行 名：ゆうちょ銀行
　店　　名：○一八（読み　ゼロイチハチ）
　店　　番：018
　口座番号：8195156
　口座種類：普通預金
　口座名義：一般社団法人日本消化器癌発生学会
　　　　　　ｼｬ ) ﾆﾎﾝｼｮｳｶｷｶﾞﾝﾊｯｾｲｶﾞｯｶｲ

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

寄附金申込書

申込先：第33回 日本消化器癌発生学会総会事務局
　　　　〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15 6F
　　　　株式会社クバプロ内
　　　　Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
　　　　E-mail  soukai33@j-sgc.org
　　　　HP  http://www.j-sgc.org/jsgc2022/




