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第31回日本消化器癌発生学会総会の 
開催にあたって

第31回日本消化器癌発生学会総会
会長　大平　雅一

（大阪市立大学　消化器外科学・乳腺内分泌外科学　教授）

このたび第31回日本消化器癌発生学会総会の会長をつとめさせていただくこととなり

ました大阪市立大学　消化器外科学・乳腺内分泌外科学　大平雅一でございます。本総会

は、2020年11月26日～ 27日に大阪国際会議場において開催させて頂くこととなってお

ります。我々の教室で本会の開催を務めさせて頂きますのは、平成9年の第8回に先々代

教授の曽和融生先生が当番世話人を務められて以来2度目となります。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、「癌組織

の細胞社会を解き明かす」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、また

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。ランチョンセミナーや共催セミナーも出来る限り多く募集させていただけたら

と考えております。

研究会が開催されます初冬の大阪は、1年の中でも過ごしやすい時期であります。ぜひ

ご一門、ご同僚、さらにメデイカルスタッフの皆様もお誘い合わせのうえ来阪して頂き、

「くいだおれ」の街大阪を十分に満喫して頂けたら幸いに存じます。皆様と大阪でお会い

できることを楽しみにしております。

令和元年8月
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1. 名　称： 第31回日本消化器癌発生学会総会
  癌組織の細胞社会を解き明かす

2. 会　期： 2020年11月26日（木）・27日（金）

3. 会　場： 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
  〒530-0005　大阪市北区中之島5-3-51

4. 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）

5. 会　長： 大平　雅一
  （大阪市立大学大学院　医学研究科　消化器外科学　乳腺・内分泌外科学）

6. テーマ： 癌組織の細胞社会を解き明かす

7. 参加予定者数： 医師　約300名

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

9. 事務局： 第31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　株式会社クバプロ内
  Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
  E-mail  soukai31@j-sgc.org
  HP  http://www.j-sgc.org/soukai31/

※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）に関しまして、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。

開催概要
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第31回 日本消化器癌発生学会総会 
収支予算（案）

収
入
の
部

項　目 予算額 内訳・備考
1. 参加費
　当日参加費：医師・一般 4,500,000 15,000円×300名
2. 抄録集販売費 20,000 1,000円×20冊
3. 開催準備金（学会本部） 1,000,000
4. 広告掲載費 1,089,000
　表4 165,000円×1社＝165,000円
　表3 110,000円×1社＝110,000円
　表2 110,000円×1社＝110,000円
　中項（全面） 66,000円×4社＝264,000円
　中項（半面） 44,000円×10社＝440,000円
5. 展示出展料 1,408,000 176,000円×8社＝1,408,000円
6. セミナー共催費
　ランチョンセミナー 9,240,000 1,320,000円×4社＝5,280,000円
　スポンサードセミナー 1,100,000円×2社＝2,200,000円
　イブニングセミナー・スイーツセミナー 880,000円×2社＝1,760,000円
7. 協賛金 300,000 50,000円×6口＝300,000円

収入合計 17,557,000

支
出
の
部

Ⅰ. 事前準備関係
　1. 通信運搬費 400,000
　2. 抄録制作費 1,300,000
　3. ポスター制作費 450,000
　4. 専用HP運用費 380,000
　5. 問合せ対応費 500,000
　6. 事務局印刷費 300,000
　7. プログラム委員会開催費 400,000
Ⅱ. 当日運営経費関係
　1. 会場費関係 5,000,000
　2. 会長招宴開催費 1,500,000
　3. コーヒーサービスおよび懇親会費 1,300,000
　4. 諸経費 500,000
　5. 機材費 1,500,000
　6. パネル展示関係費 1,400,000
　7. 運営要員関係費 1,100,000
　8. 事務局諸雑費（消耗品費等） 200,000
　9. 予備費 427,000
　10. 事務連絡調整費 900,000

支出合計 17,557,000

（単位；円）
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講演抄録集・広告掲載募集要項

1. 掲載媒体： 第31回日本消化器癌発生学会総抄録集

2. 発行日： 2020年11月6日（金）

3. 規格と発行部数： A4判モノクロ　1,200部

4. 配布対象： 日本消化器癌発生学会会員（約1100名　事前配布）および当日参加者

5. 掲載料金および募集口数：
  表4（1口）： 165,000円（税込み）　1社
  表3（1口）： 110,000円（税込み）　1社
  表2（1口）： 110,000円（税込み）　1社
  中項（全面）（4口）：   66,000円（税込み）
  中項（半面）（10口）：   44,000円（税込み）

  ※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： 2020年7月31日（金）

7. 原稿締切日： 2020年8月28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. お振込先： 銀  行  名：ゆうちょ銀行
  店　　名：○一八（読み　ゼロイチハチ）
  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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講演抄録集広告申込書 

令和　　年　　月　　日

  講演抄録集に広告掲載を申し込みます。

  表4： 165,000円（税込み）

  表3： 110,000円（税込み）

  表2：  110,000円（税込み）

  中項（全面）：   66,000円（税込み）

  中項（半面）：   44,000円（税込み）

貴　社　名

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

申込先：第31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
　　　　株式会社クバプロ内
　　　　Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
　　　　E-mail  soukai31@j-sgc.org
　　　　HP  http://www.j-sgc.org/soukai31/
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1. 展示会場： 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階ホワイエ

2. 展示料金： 1小間：176,000円（税込み）

3. 小間仕様： 間口1.8 m×奥行き0.9 m×高さ2.1 m
  展示台　幅1.8 m×奥行き0.9 m×高さ0.7 m　クロス付
  バックパネル（幅1.8 m×高さ2.1 m）

4. 小間姿図（予定）

5. 申し込み締切日： 2020年7月31日（金）

6. 搬入・搬出： 搬入；2020年11月25日（水）14:00頃予定
  搬出；2020年11月27日（金）16:00頃予定

展示設計等はご自由ですが、展示場の構造や設備・主催者規制・消防法な
どの規制がございます。

7. 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。 請求書に記載します支
払日までに指定口座へお振込ください。また、振込手数料は貴社にてご負
担ください。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
ずご連絡ください。

8. 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、
2020年6月末日までに受領……請求書の50％をお支払いいただきます。
2020年7月1日以降……請求書の全額をお支払いいただきます。

9. 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）
  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

企業展示募集要項
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企業展示申込書

令和　　年　　月　　日

  企業展示を申し込みます。

  1小間：176,000円（税込み）

  申込み小間数　　　　　　　　小間
　　　　　　　　　小間×176,000 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 使用電力が1 kwを超える場合、電源工事費が発生しますので別途、工事費
をご請求させていただきます。　

※3 社名板はご用意致いたしませんので、各社はロールアップ式等のバナーをご
持参ください。

貴　社　名

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

申込先：第31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
　　　　株式会社クバプロ内
　　　　Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
　　　　E-mail  soukai31@j-sgc.org
　　　　HP  http://www.j-sgc.org/soukai31/
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ランチョンセミナー、イブニングセミナー、共催セミナー等
募集要項

1. 開催日程： 2020年11月26日（木）・27日（金）

2. 会  場： 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階
  「特別会議場」または「会議室1202」

3. 講演形式： PCプレゼンテーション形式で最大60分
＊） 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
でご承知ください。

＊） 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。

4. ランチョンセミナー参加費： 1,320,000 円（税込み） 4枠

5. スポンサードセミナー参加費： 1,100,000円（税込み） 2枠

6. イブニングセミナー・スイーツセミナー参加費： 880,000円（税込み） 2枠

参加費には会場使用費、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）を含んでいます。
◇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。

7. 申込締切日： 2020年7月31日（金）

8. その他： 司会・演者・講演タイトルおよび講演者・座長のご略歴は抄録集に掲載い 
  たしますので、8月下旬までにお知らせください。抄録本文の掲載はござ 
  いませんので提出は不要です。
  【抄録集体裁】
  ・版型：A4 判
  ・印刷方法：モノクロ 1色印刷
  ・原稿締切日：2020年8月28日（金）
  ・入稿方法：PDFにてお送りください。
  ＊）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。

9. 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）
  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

  共催セミナー参加を申し込みます。

  ランチョンセミナー参加費： 1,320,000 円（税込み） 4枠

  スポンサードセミナー参加費： 1,100,000 円（税込み） 2枠

  イブニングセミナー・スイーツセミナー参加費： 880,000 円（税込み） 1枠

貴社名：

ご担当者名：

ご担当部署：

ご連絡先住所　〒

 

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

共催セミナー申込書

申込先：第31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
　　　　株式会社クバプロ内
　　　　Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
　　　　E-mail  soukai31@j-sgc.org
　　　　HP  http://www.j-sgc.org/soukai31/
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総会協賛募集要項

1. 協賛料金： 1口：￥50,000（税込）

2. 特　典： 口数は3口以上で随意
  抄録集および総会ホームページに貴社名を掲載

3. 応募締切日： 2020年7月31日（金）

4. 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。請求書に記載します支払

日までに指定口座へお振込ください。なお、振込手数料は貴社にてご負担
ください。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
ご連絡ください。

5. 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）
  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

  協賛に申込みます。　　　　　　　　口

　　　　　　　　　　　（※1口：税込￥50,000（口数は3口以上で随意））

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

ご担当者名

ご担当部署

ご連絡先住所　〒

TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

E-mail

総会協賛申込書

申込先：第31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
　　　　株式会社クバプロ内
　　　　Tel  03-3238-1689　　Fax  03-3238-1837
　　　　E-mail  soukai31@j-sgc.org
　　　　HP  http://www.j-sgc.org/soukai31/








