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ご挨拶 
 

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 このたび、第53回日本臨床分子形態学会総会・学術集会の会長を拝命しました永田浩一です。 

 本学会は、1968 年に臨床電子顕微鏡学会として設立された、歴史と伝統を誇る学会です。当初は電子顕微鏡の

臨床応用がメインテーマでしたが、時代の要請に応え、幅広く形態学的研究を行なっている臨床・基礎医学研究

者にも広く門戸を開いた学会を目指して、2004 年 11 月より現在の日本臨床分子形態学会となりました。全身の

諸疾患、病態を対象とし、形態学から分子生物学的な観点まで、臨床および基礎の両面から集学的に討議するこ

とを目的としております。学会設立当初は、消化器、生殖系、整形外科の臨床系医学研究者が主体でしたが、そ

の後中枢神経系、眼科、皮膚科領域をはじめとした多数の分野からの参加が増加しました。一方、基礎領域から

は、病理、解剖領域に加え、薬学、微生物学や観察手法の開発領域からも多数の研究者が参加します。 

本学会の大きな特徴は、発表に対して専門性の異なる多彩な観点からの意見を聞くと共に、活発な議論により

学際的な研究の発展を目指そうとする点です。今回も、オープンな雰囲気の学会を開催し積極的な情報交換を目

指したいと考えております。 

 この会を名古屋で開催するのは、第 17 回（1985 年）の名市大・解剖学の渡仲三会長以来 36 年ぶりとなりま

す。来年の名古屋大会を成功させるために、実行委員の総力を挙げて準備をしております。 

 また、コロナ禍の困難な状況の中、貴社におかれましては大変なご苦労をされながらもこの難局に立ち向か

われていることと存じます。昨年の諸学会においても多くがウェブ開催に変更となりました。本学会におきま

しても、新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、ウェブ開催となる場合もございますので、ご理解を賜

りますようお願い申し上げます。 

 

開催概要（メインテーマ） 

 今回の学会のメインテーマとして、「臨床・基礎研究のクロスオーバー」を取り上げました。 近は学際的な

研究、集学的な研究の必要性が大いに増しております。形態研究も、基礎研究と臨床研究の協調的発展が求めら

れます。名古屋大会では、この認識を再確認し、臨床と基礎の研究者が一堂に会して健康と福祉の向上につなが

る成果を挙げたいと考えております。 

 特別講演としては、小崎健次郎教授（慶應義塾大学医学部 臨床遺伝学センター）に 先端の臨床遺伝学知

識の形態学への応用について、また、山田泰広教授（東京大学医科学研究所 システム疾患モデル研究センタ

ー）には、遺伝子修飾によるがんの多様性という 近注目のテーマについてお願いしております。 

 さらに、分子形態技術やその応用に関連したシンポジウム、ワークショップを企画しており、多数の一般演

題応募が期待されます。 

 つきましては、諸経費御多端の折、誠に恐縮に存じますが、本会の意義と実状を御賢察頂き、ランチョンセ

ミナー、企業展示、広告掲載、ご寄付のご協力を頂ければ幸甚に存じます。 

本来ならば直接お願いに参上すべきところではございますが、書面にて切にお願い申し上げる次第でござい

ます。 

 重ねて宜しく御高配の程、お願い申し上げます。 

謹白 

令和３年１月吉日 

 

第５３回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 

会 長 永田 浩一（愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・副所長） 

渉外委員長 中山 敦雄（同 セ ン タ ー  同 研 究 所 ・ 所 長） 

プログラム委員長 千田 隆夫（岐阜大学大学院医学研究科解剖学・教授） 

  



 3 

開催概要 
 

 

１ 学会の名称およびテーマ 

第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 

「臨床・基礎研究のクロスオーバー」 

 

２ 開催期間 

2021 年 10 月 22 日(金)〜 10 月 23 日(土) 

 

３ 主催 

第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 

会 長 永田 浩一 (愛知県医療療育総合センター発達障害研究所) 

プログラム委員長 千田 隆夫 (岐阜大学大学院医学研究科解剖学) 

 

４ 開催場所 

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）１０階 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 

 ＊新型コロナウイルス感染拡大の状況により、ウェブ開催となる場合がございます。 

 

５ 参加者数 

約 200 名（予定） 

 

６ 学会の概要（構成）＊予定 

特別講演、教育講演、シンポジウム、ワークショップ、一般演題（口演）、 

ランチョンセミナー 

特別講演 1 

演者: 小崎 健次郎 先生 

(慶應義塾大学医学部 臨床遺伝学センター・教授) 

特別講演 2 

演者: 山田 泰広 先生 

(東京大学医科学研究所 システム疾患モデル研究センター・教授) 

 

７   ホームページ 

https://jscmm53.secand.net/index.html 

 

８ お問い合わせ先 

第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 運営事務局 

〒480-0392 春日井市神屋町 713-8 

愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・分子病態研究部 

TEL 0568-88-0811(7513), FAX 0568-88-0829  E-mail：jsmm53@inst-hsc.jp 
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スポンサードセミナー 募集要項 

 

（１）会  期：2021 年 10 月 22 日（金）〜10 月 23 日（土） 

 

（２）会  場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）１０階 

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38 

 

（３）会場設定：ご希望・ご予定内容を申込書によりご提出いただき、主催者にて調整の上決定させていただ

きます。会場数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承

ください。 

 

（４）申込方法：「スポンサードセミナー申込書」（別紙）にご記入の上、FAX、メールまたは郵送にてお送りく

ださい。 

 

（５）申 込 先：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 運営事務局 

〒480-0392 春日井市神屋町 713-8 

愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・分子病態研究部 

TEL 0568-88-0811(7513), FAX 0568-88-0829  E-mail：jsmm53@inst-hsc.jp 

 

（６）申込締切：2021 年 7月 30 日（金） 

 

（７）取  消：申込書の提出後は、主催者が不可抗力と認めた場合以外、取消はできません。 

 

（８）実施要領： 

 

種別 開催日（予定） 会場（予定） 募集数 共催費（税込） 

スポンサードセミナー 

（60 分予定） 

10 月 22 日（金） 

10 月 23 日（土） 

第１会場  100 席 3 1,100,000 円 

第２会場 50 席 3 770,000 円 

＊会場・日程の割り当てなどは、主催者と申込企業様にて相談の上、決定いたします。 
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・以下の費用が含まれております。 

① 会場使用料、控室使用料 

② 昼食時間帯の開催の場合は、ランチボックスを提供いたします。 

③ 基本機材使用料（PC プロジェクター１台、発表用 PC１台、スクリーン、音響・照明機材、会場設

備品、マイク（座長・演者・質問・アナウンス用）、映像オペレーター（会場内）） 

④ 会場付帯設備使用料（机、椅子、ステージ、音響・照明機材） 

⑤ 会場内既設以外の機材および追加備品（録音、録画、控室用試写機材等）の一部費用（応相談） 

⑥ セミナー運営スタッフ（映写オペレーター、アナウンス係、進行時計係等） 

⑦ 氏名掲示（座長・演者） 

⑧ 抄録集の広告、大会ホームページへの掲載費用 

 

・以下の費用はご負担ください。 

① 看板・表示物：会場表示看板、チラシ等 

② 座長、演者への謝礼、交通費、宿泊費など 

 

（９）その他詳細について： 

・セミナー控室につきまして、運営事務局にて手配いたします。部屋名の詳細は、開催要項にてお知ら

せいたします。ご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。 

 

・収容人数は形式変更や会場レイアウトにより、若干座席数や定員数が変動することがございますので

ご了承ください。 

 

・座長・演者、講演内容等は主催者と申込企業様との相談の上、決定いたします。 
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企業展示 募集要項 

 

（１）小間タイプ：出展料 

小間タイプ 出展料（税込） 小間仕様 

企業展示 ¥110,000/小間 

全 体 仕 様 ：W 1800mm×H 1800mm×D 900mm 

バックパネル：W 1800mm×H 1800mm 

展   示   台：W 1800mm×H 700mm×D 900mm（白布付） 

＊展示スペースは学会受付と同じ部屋であり、参加者の目のつきやすい場所となっております。 

＊出店小間の配置などは申込締切後、主催者にて決定いたしますのでご一任願います。 

＊特別装飾、電源工事などご希望の場合は別途料金となります。詳細は後日配布いたします出展社要項にて

お知らせいたします。 

＊社名板へのロゴ掲載、コンセント等の電気設備、オプションレンタル備品をご希望の場合は別途料金とな

ります。詳細は後日配布いたします出展社要項にてお知らせいたします。 

＊ウェブ開催の場合は、ウェブ学会会場内での企業展示会を予定しております。 

 

（２）募  集  数：４小間 

 

（３）基礎小間仕様図（予定） 

 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1800mm 
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H1800mm 

H700mm 

D900mm 

展⽰机（⽩布付） 
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（４）申 込 方 法：「企業展示申込書」（別紙）にご記入の上、下記 E-mail、FAX、または郵送にて下記申込先に

お送りください。申込書は、https://jscmm53.secand.net/donation.html よりダウンロー

ドも可能になっております。  

        ＊申込受付後に、請求書をお送りいたします。 

＊出展内容が本学会の趣旨にそぐわないと判断した場合は出展をお断りすることがあります。 

 

（５）申  込  先：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 運営事務局 

〒480-0392 春日井市神屋町 713-8 

愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・分子病態研究部  

TEL 0568-88-0811(7513), FAX 0568-88-0829  E-mail：jsmm53@inst-hsc.jp 

 

（６）申 込 締 切：2021 年 7月 30 日（金） 

 

（７）小間の割当て： 

１）小間配置につきましては主催者が決定し、各出展者へ通知いたします。出展者はこの割当てに対する

異議申立てはできませんのでご了承ください。 

２）出展者が主催者の承諾なく小間あるいは一部を譲渡・交換することはできません。 

 

（８）出展の取消し：申込書提出後の取消しは、主催者が不可抗力と認めた場合以外は原則として受けかねま

す。 

 

（９）変更・中止： 

１）主催者は不可抗力またはやむを得ない事情により、会期・開催時間などを変更、または開催を中止す

る場合があります。 

２）中止の場合、出展料は返金いたしますが、それまでに要した主催者側の費用は、申込小間数に応じて

出展者に分担していただきます。なお、出展者側でそれまでに要した費用は、各社のご負担となりま

すのでご了承ください。 

 

（10）禁止事項：下記の項目に抵触する事項を禁止いたします。 

１）消防法、建築法、その他関連法令、会場規定により禁止されている項目に抵触する行為。 

２）小間外での展示活動、参加者、他の出展者に対して危険または迷惑をかける行為。 

３）本大会、展示会の品位を下げるような行為。 

 

（11）出展物の管理および事故： 

１）各出展物の管理は出展者が責任を負うものとし、盗難・紛失・損害等について、主催者は補償を含め

た一切の責任を負いかねます。各社にて保険に加入する等の措置をお取りください。 

２）出展者の行為により事故が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとし、主催者は

これに対し一切の責任を負いません。 

 

（12）振 込 先：銀 行 名：大垣共立銀行 高蔵寺支店（店番 116）  口座番号：普通 348716 

口座名義：愛知県医療療育総合センター研究所 第 53 回日本臨床分子形態学会学術集会 

＊振込手数料はご負担ください。 

＊銀行発行の振替控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 
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抄録集広告掲載 募集要項 

 

（１）掲  載  紙：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 講演プログラム・要旨集 

＊ウェブ開催となった場合は PDF ファイル形式で抄録集を作成します。 

 

（２）発 行 部 数：６００部 

 

（３）発行予定日:2021 年 9月 24 日 

 

（４）配  布  先：学会員、学会参加者など 

 

（５）抄録集広告掲載費  

掲載頁 サイズ 金額（税込） 

裏表紙表（カラー） A4 １頁（縦 25.5cm×横 18cm） ¥110,000 

裏表紙裏 

（モノクロ） 
A4 １頁（縦 25.5cm×横 18cm） ¥88,000 

後付け 1ページ（モノクロ） A4 １頁（縦 25.5cm×横 18cm） ¥55,000 

後付け 1/2 ページ（モノクロ） A4 １/2 頁（縦 12.5cm×横 18cm） ¥33,000 

＊全てお申し込み先着順となりますのでご了承ください。 

＊裏表紙裏をカラーでご希望の場合は、別途オプションにてお申込みください。 

 

（６）入 稿 原 稿：版下データ（確認の為、出力見本または PDF データを同封してください）を Eメール添付

または CD-R 等の郵便にて送付ください。返送をご希望の方は返信用封筒を同封してくださ

い。 

 

（７）申込締切：2021 年 7月 30 日（金） 

 

（８）入稿締切日：2021 年 8月 6日 

 

（９）申込方法：「抄録集/バナー広告申込書」（別紙）にご記入の上、下記 E-mail、FAX、または郵送にて下記

申込先にお送りください。申込書は、https://jscmm53.secand.net/donation.html よりダウ

ンロードも可能になっております。 

＊申込受付後に、請求書をお送りいたします。 

 

（10）版下送付先：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 運営事務局 

〒480-0392 春日井市神屋町 713-8 

愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・分子病態研究部   

TEL 0568-88-0811(7513), FAX 0568-88-0829  E-mail：jsmm53@inst-hsc.jp 
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（11）振 込 先：銀 行 名：大垣共立銀行 高蔵寺支店（店番 116） 

口座番号：普通 348716 

口座名義：愛知県医療療育総合センター研究所 

第 53 回日本臨床分子形態学会学術集会 

 

＊振込手数料はご負担ください。 

＊銀行発行の振替控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

 

（12）振込期日：2021 年 8月 6日 
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バナー広告掲載 募集要項 

 

（１）掲載ホームページ：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 

https://jscmm53.secand.net/index.html 

 

（２）募 集 数：全ページバナー   ４枠 

＊トップページのみでなく、他メニュー画面においても常に表示されます 

トップページバナー  １０枠 

＊トップページのみ表示されます 

 

（３）掲 載 開 始：2021 年 3月中 

 

（４）掲 載 期 間：原則として本学会会期終了まで 

 

（５）バナー広告詳細： 

掲載形式 バナーの規格 金額（税込） 掲載場所 

全ページバナー 

横 200 ピクセル×縦 50 ピクセル 

¥55,000 画面右側 ＊1 

トップページバナー ¥33,000 トップページ下列 ＊1 

＊1 携帯電話/タブレットの場合は表示位置が異なります。 

＊  内容審査の上、先着順で掲載します。 

 

バナー広告の内容およびそのリンク先のホームページの内容は、閲覧者に不利益を与えないものとします。 

また、広告の内容に関する一切の責任は、広告主に帰属し、必ずしも本学会が推奨するものではありません。 

 

（６）申込方法： 「抄録集/バナー広告申込書」（別紙）にご記入の上、下記 E-mail、FAX、または郵送にて下

記申込先にお送りください。申込書は、https://jscmm53.secand.net/donation.html よりダ

ウンロードも可能になっております。また、バナーの表示データを E-mail 添付または CD-ROM

等に格納し、郵送にてお送りください。 

＊申込書にリンク先の URL をご記入ください。 

＊申込受付後に、請求書をお送りいたします。 

 

（７）申 込 先：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 運営事務局 

〒480-0392 春日井市神屋町 713-8 

愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・分子病態研究部  

TEL 0568-88-0811(7513), FAX 0568-88-0829  E-mail：jsmm53@inst-hsc.jp 

 

（８）振 込 先：銀 行 名：大垣共立銀行 高蔵寺支店（店番 116）  口座番号：普通 348716 

口座名義：愛知県医療療育総合センター研究所 第 53 回日本臨床分子形態学会学術集会 

＊振込手数料はご負担ください。 

＊銀行発行の振替控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 
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寄附 募集要項 

 

（１）名   称：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 寄附 

 

（２）募金の目的：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 運営費用 

 

（３）目 標 金 額：100 万円 

 

（４）申込み方法：本趣意書にご賛同・ご支援いただけます際は、お手数ですが「寄附申込書」（別紙）にご

記入の上、下記 E-mail、FAX、または郵送にて下記申込先にお送りください。申込書は、

https://jscmm53.secand.net/donation.html よりダウンロードも可能になっております。

申込書送付後に下記指定銀行口座までお振込みいただきますようお願い申し上げます。な

お、請求書が必要な場合は、申込書にその旨をご記載ください。運営事務局から発送いた

します。 

 

（５）申込締切： 2021 年 10 月 23 日（土） 

 

（６）申 込 先：第 53 回日本臨床分子形態学会総会・学術集会 運営事務局 

〒480-0392 春日井市神屋町 713-8 

愛知県医療療育総合センター発達障害研究所・分子病態研究部 

TEL 0568-88-0811(7513), FAX 0568-88-0829  E-mail：jsmm53@inst-hsc.jp 

 

（７）振 込 先：銀 行 名：大垣共立銀行 高蔵寺支店（店番 116） 

口座番号：普通 348716 

口座名義：愛知県医療療育総合センター研究所 

第 53 回日本臨床分子形態学会学術集会 

 

＊振込手数料はご負担ください。 

＊銀行発行の振替控をもって当方の領収書に代えさせていただきます。 

＊この度の寄付金につきましては、免税の対象となりませんので予めご了承ください。 

 


