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IMGC2023概要

第36回国際哺乳類ゲノム会議（IMGC2023）は、哺乳類の遺伝学・機能ゲノ
ム科学分野の第一線の研究者が世界各国より日本に集い、最新の研究成果につ
いての発表・議論を行うことにより、我が国のゲノム科学分野の優れた研究成
果を世界に発信するとともに、米国・英国・フランス・ドイツ・豪州・中国・
台湾・韓国をはじめとする世界各国地域の研究者との情報交換・議論を通じて
我が国の当該分野の振興と普及に資すること、および若手研究者の養成・国際
学術交流の推進を目的としています。また、本国際会議がカバーする研究分野
は医学、理学、農学・獣医学と幅広く、研究領域の垣根を越えた交流が、医薬
品等の関連企業による製品開発シーズの探索の一助になると考えています。本
会議では、関連する企業様より、広告協賛の募集を行う予定です。何卒ご検討
のほどよろしくお願いいたします。
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国際哺乳類ゲノム会議概要

名 称 第36回国際哺乳類ゲノム会議（IMGC2023）

会 場 つくば国際会議場

主 催 国際哺乳類ゲノム学会 (The International Mammalian Genome Society: IMGS)

第36回国際哺乳類ゲノム会議実行委員会企 画

実 施 形 式 現地開催とオンライン開催を
組み合わせたハイブリッド形式

期 間 2023年3月28日 (火)  ～ 3月31日 (金)

3

理化学研究所バイオリソース研究センター後 援

協 賛 一般社団法人つくば観光コンベンション協会
日本分子生物学会

言 語 英語
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スポンサー広告について

IMGC2023では、本会議に関連する企業様から広告協賛を募集いたします。
貴社におかれましては、本会議の主旨をご理解の上、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

掲載媒体 掲載メニュー（形式） 金額 掲載上限
1) プログラムブック
（冊子体：開催概要及びプ
ログラムを掲載、約30ペー
ジ）

裏表紙（カラー） 178,000円 先着１団体

裏表紙の裏面（カラー） 148,000円 先着１団体

表紙の裏面（カラー） 148,000円 先着１団体

後付 1ページ（カラー） 98,000円 先着約2団体

後付半ページ（カラー） 48,000円 先着約8団体

2) ホームページ トップページおよびオンライン開催システムでのバナー 48,000円 先着20団体

オンライン開催システムの広告スペース 98,000円 なし
3) 口演発表間の
スライド掲示

静止画（音声なし）シンポジウム含め11セッション）
セッション開始時に10秒表示。さらにスライドとスライドの間の空白時間に可能な場合表示

48,000円 先着11団体

２分（動画等：音声可能）
申込された団体の動画を休憩時間に順番に流します。休憩時間は合計120分あり、20社の申込
があった場合、６回、10社の場合は12回流れます。

98,000円 最大20団体

4) ランチョンセミナー １時間の枠の中で、御団体の製品等を用いた研究成果等をご紹介いただけます。セミナーの
運営（演者招聘や進行等）は御団体で行っていただきます。会場のスライド映写およびお弁
当の手配は実行委員会側で行います。協賛費とは別に、企業様にお弁当代を別途負担いただ
きます。（言語：英語）

298,000円（昼
食代・講師/座
長の旅費謝金
含まず）

先着2団体

5) ブース出展 28,29,30日に大ホール出口付近に展示ブースのスペースを用意いたします。設置日は、学生若
手セッションの行われる27日となります。
長机（幅180cm x 奥行き270cm）１脚、ポスターパネルx2、100V通常電源

198,000円（３
日間通し）

最大18団体
程度（応相
談）

6）コングレスバッグ オンサイト参加者全員に配布予定の大会恒例のコングレスバッグに御団体のロゴを印刷いた
します（カラー可）。

148,000円 先着2団体

7）ストラップ オンサイト参加者全員に配布予定のネームカードホルダーのストラップに御団体のロゴと名
称を印刷いたします。

148,000円 先着１団体

（消費税課税なし）※各広告媒体にお申込みいただきました団体様の名称あるいはロゴを、一覧としてプログラムブックに掲載させていただきます。
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1) プログラムブック広告について

IMGC2023では、開催概要、会場地図、プログラムを掲載するために、プログラムブック（約30ページ、英語、
カラー）を印刷し配布します。（講演要旨の掲載はありません）
プログラムブックには、下記の広告掲載スペースをご用意する予定です。

掲載メニュー（形式） 金額 掲載上限
裏表紙（カラー） 178,000円 先着１団体

裏表紙の裏面（カラー） 148,000円 先着１団体

表紙の裏面（カラー） 148,000円 先着１団体

後付 1ページ（カラー） 98,000円 先着約2団体

後付半ページ（カラー） 48,000円 先着約8団体

広告の言語は英語で内容がわかるようにお願いいたします。
（内容がわかれば、日本語が一部入っていることも可能です）
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2) ホームページ広告について

大会ホームページおよびハイブリッド開催のためのオンラインシステムでは、 i)トップページおよびオンライン
開催システムでのバナー、および ii)オンライン開催システムの広告スペースの２種類の広告スペースをご用意し
します。
i)トップページおよびオンライン開催システムでのバナー

48,000円（先着20団体様)
大会ホームページ オンライン開催システム（会期中公開）

オンラインシステムへ
リンク

1件のお申し込みで、両方にバナーを掲載いたします。
（バナーは可能な限り英語版でお願いいたします。）
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オンラインシステム上に企業様で自由に使ってい
ただけるの広告スペースを用意いたします。本ス
ペース上では広告PDFが掲載でき、動画の掲載や
コメントの受付が可能です。
ご希望に応じて、広告参加者とのビデオ通話も可
能です。
（記載内容は英語でお願いいたします）

ロゴを掲載
できます。

参加者は企業へ問合せメール
を送ることができます。

動画を掲載
できます。
（任意）

指定の時間
に参加者と
ビデオ通話
できます。

PDFを掲載できます。
（A4/縦向き推奨）
複数ページでも可能です。

コメント欄で質問を受け付け
たり、製品HPのURLを紹介
できたりします。

ii)オンライン開催システムの広告スペース

98,000円/スペース （掲載上限なし）
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大会当日の広告：
3) 口演発表間のスライド掲示
4) ランチョンセミナー について

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

午前 テクニカルセッ
ション
9:00-12:00
（ジャクソン研
究 所 等 に よ る
データベース利
用法チュートリ
アル）

開会式 8:45

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(1)がん

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(3)血液・代謝関
連

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
比較ゲノム・進化遺伝学

休憩30分（広告掲示あり） 休憩30分（広告掲示あり） 休憩30分（広告掲示あり）

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル(2)感染症・免疫
疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル(4)神経行動疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
システム遺伝学・トランスレー
ショナル研究

昼 ラ ン チ
（ 各 自 ）
12:00-13:00

メンターランチ
12:00-13:00

ランチョンセミナー
12:00-13:00

ランチョンセミナー
12:00-13:00

IMGS評議委員会

午後 若手および学生
研究者セッショ
ン
13:00-15:00 (8題)

口頭発表
13:00-14:30 (6題)
幹細胞・個体発生・エピジェネ
ティクス

口頭発表
13:00-14:30(6題)
先端技術・バイオリソース

口頭発表
13:00-14:30(6題)
先端技術・バイオリソース

ポスター発表
14:30 – 16:15

ポスター発表
14:30 – 16:15

休憩10分（広告掲示あり）

休憩30分 （広告
掲示なし）

マリー ライオン賞（女性研究者
賞）受賞講演
14:40-15:20

若手および学生
研究者セッショ
ン
15:30-18:00 (10
題)

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり） IMGS総会15:20-16:20

招待講演(2)
16:20-17:05 

招待講演(3)
16:20-17:05 

（移動等）

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり）

シンポジウム1
17:10-19:40（5題）
発生エピジェネティクス

シンポジウム2
17:10-19:40（5題）
表現型解析新技術

ウェルカムレセ
プション 18:00-
19:30

閉会式・カンファレンスディナー
18:00-21:00

招 待 講 演 (1)
19:30-20:30

大会スケジュール

IMGC2023では、一つの発表会場で全
ての口演発表が行われます。ハイブ
リッド開催のため、全ての口演発表は
オンラインでも配信されます。

大会当日の広告スペースとして、
3) 口演発表間のスライド提示

口頭発表間の間：10秒
休憩時間：2分

4) ランチョンセミナー
を用意しております。

全聴衆に直接的に訴える効果的な広告
が可能です！



9

メイン会場：つくば国際会議場大ホール（Leo Esaki メインホール）
1,258席（1階900席）
1階席のみスクール型で使用の場合最大450席

（180～300人の現地参加を見込んでいます）
口演発表
ランチョンセミナー
シンポジウム
は全てこのホールで開催します。

詳細情報
https://www.epochal.or.jp/ja/product/大ホール/

https://www.epochal.or.jp/ja/product/%E5%A4%A7%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB/
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3) 口演発表間のスライド掲示（その１）

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
午前 テクニカル

セッション
9:00-12:00
（ジャクソン
研究所等によ
るデータベー
ス利用法
チュートリア
ル）

開会式 8:45
口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(1)がん

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(3)血液・
代謝関連

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
比較ゲノム・進化遺伝学

休憩30分（広告掲示あ
り）

休憩30分（広告掲示あ
り）

休憩30分（広告掲示あ
り）

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル(2)感染
症・免疫疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル(4)神経行
動疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
システム遺伝学・トラン
スレーショナル研究

昼 ランチ
（各自）
12:00-13:00

メンターランチ
12:00-13:00

ランチョンセミナー
12:00-13:00

ランチョンセミナー
12:00-13:00

IMGS評議委員会

午後 若手および学
生研究者セッ
ション
13:00-15:00 
(8題) 

口頭発表
13:00-14:30 (6題)
幹細胞・個体発生・エピ
ジェネティクス

口頭発表
13:00-14:30(6題) 
先端技術・バイオリソー
ス

口頭発表
13:00-14:30(6題) 
先端技術・バイオリソー
ス

ポスター発表
14:30 – 16:15

ポスター発表
14:30 – 16:15

休憩10分（広告掲示あ
り）

休憩30分
（広告掲示な
し）

マリーライオン賞（女性
研究者賞）受賞講演
14:40-15:20

若手および学
生研究者セッ
ション
15:30-18:00 
(10題)

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり） IMGS総会15:20-16:20

招待講演(2)
16:20-17:05 

招待講演(3)
16:20-17:05 

（移動等）

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり）

シンポジウム1
17:10-19:40（5題）
発生エピジェネティクス

シンポジウム2
17:10-19:40（5題）
表現型解析新技術

ウェルカムレ
セプション
18:00-19:30

閉会式・カンファレンス
ディナー
18:00-21:00

招待講演(1)
19:30-20:30

静止画、音声なし 48,000円/セッション

セッション開始時に10秒表示。さらにスライドと
スライドの間の空白時間に可能な場合表示いたし
ます。
シンポジウム含め11セッションのうちご希望の
セッションをお選びください（左表黄色セル）。

• セッションのご希望は、プログラム編成やご希望の集中等に
よってご希望に添えない場合、ご相談させていただきます。

• ロゴ等、5秒で趣旨の伝わるシンプルなものでお願いいたしま
す。

• 音声は使用できません。
• 言語は英語でお願いいたします。
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3) 口演発表間のスライド掲示（その2）

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
午前 テ ク ニ カ ル

セッション
9:00-12:00
（ジャクソン
研究所等によ
るデータベー
ス 利 用 法
チュートリア
ル）

開会式 8:45

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(1)がん

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(3)血液・代
謝関連

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
比較ゲノム・進化遺伝学

休憩30分（広告掲示あり） 休憩30分（広告掲示あり） 休憩30分（広告掲示あり）

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル(2)感染症・
免疫疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル(4)神経行動
疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
システム遺伝学・トランス
レーショナル研究

昼 ラ ン チ
（ 各 自 ）
12:00-13:00

メンターランチ
12:00-13:00

ランチョンセミナー
12:00-13:00

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー
12:00-13:00

IMGS評議委員会

午後 若手および学
生研究者セッ
ション
13:00-15:00 (8
題 )

口頭発表
13:00-14:30 (6題)
幹細胞・個体発生・エピ
ジェネティクス

口頭発表
13:00-14:30(6題)
先端技術・バイオリソース

口頭発表
13:00-14:30(6題)
先端技術・バイオリソース

ポスター発表
14:30 – 16:15

ポスター発表
14:30 – 16:15

休憩10分（広告掲示あり）

休憩30分 （広
告掲示なし）

マリー ライオン賞（女性研
究者賞）受賞講演
14:40-15:20若手および学

生研究者セッ
ション
15:30-18:00
(10題)

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり） IMGS総会15:20-16:20

招待講演(2)
16:20-17:05 

招待講演(3)
16:20-17:05 

（移動等）

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり）

シンポジウム1
17:10-19:40（5題）
発生エピジェノミクス
シンポジウム

シンポジウム2
17:10-19:40（5題）
表現型解析新技術

ウェルカムレ
セ プ シ ョ ン
18:00-19:30

閉会式・カンファレンス
ディナー
18:00-21:00

招待 講演 (1)
19:30-20:30

２分（動画等：音声可能）98,000円

申込された団体の動画を休憩時間（左表の
オレンジ色の時間帯）に順番に流します。
休憩時間は合計120分ありますので
20社の申込があった場合、６回、
10社の場合は12回流れます。

• セッションのご希望等はお選びいただけません。
• 音声の使用も可能です。
• 会場、オンラインに加え、休憩場所のモニタでも流す

予定です。
• 言語は英語でお願いいたします。
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4) ランチョンセミナーについて

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
午前 テ ク ニ カ ル

セッション
9:00-12:00
（ジャクソン
研究所等によ
るデータベー
ス 利 用 法
チュートリア
ル）

開会式 8:45

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(1)がん

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
ヒト疾患モデル(3)血液・
代謝関連

口頭発表
9:00-10:30 (6題)
比較ゲノム・進化遺伝学

休憩30分（広告掲示あり） 休憩30分（広告掲示あり） 休憩30分（広告掲示あり）

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル (2)感染
症・免疫疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
ヒト疾患モデル(4)神経行
動疾患

口頭発表
11:00-12:00 (4題)
システム遺伝学・トランス
レーショナル研究

昼 ラ ン チ
（ 各 自 ）
12:00-13:00

メンターランチ
12:00-13:00

ランチョンセミナー
12:00-13:00

ラ ン チ ョ ン セ ミ ナ ー
12:00-13:00

IMGS評議委員会

午後 若手および学
生研究者セッ
ション
13:00-15:00
(8 題 )

口頭発表
13:00-14:30 (6題)
幹細胞・個体発生・エピ
ジェネティクス

口頭発表
13:00-14:30(6題)
先端技術・バイオリソース

口頭発表
13:00-14:30(6題)
先端技術・バイオリソース

ポスター発表
14:30 – 16:15

ポスター発表
14:30 – 16:15

休憩10分（広告掲示あり）

休憩30分 （広
告掲示なし）

マリー ライオン賞（女性
研究者賞）受賞講演
14:40-15:20若手および学

生研究者セッ
ション
15:30-18:00
(10題)

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり） IMGS総会15:20-16:20

招待講演(2)
16:20-17:05 

招待講演(3)
16:20-17:05 

（移動等）

休憩5分（広告掲示あり） 休憩5分（広告掲示あり）

シンポジウム1
17:10-19:40（5題）
発生エピジェネティクス

シンポジウム2
17:10-19:40（5題）
表現型解析新技術

ウェルカムレ
セ プ シ ョ ン
18:00-19:30

閉会式・カンファレンス
ディナー
18:00-21:00

招待講演 (1)
19:30-20:30

昼休みを１時間設けております。約45分の枠の
中で、御団体の製品等を用いた研究成果等をご
紹介いただけます。3/30, 31の３つの枠を用意
しております。

• セミナー内容は御団体で任意に企画いただけます。申込書
に企画内容をお書きください。

• 会場のスライド映写および、お弁当の手配は実行委員会側
で行います。（お弁当代はご負担いただきます）

• セミナーの運営（演者招聘や進行等）は団体様で行ってい
ただきます。

• 言語は英語でお願いいたします。

298,000円/1セミナー（45分）
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198,000円/１ブロック/3日間

29,30,31日に大ホール出口付近に
展示ブースのスペースを用意いたしま
す。
設置日は、学生若手セッションの行わ
れる28日となります。

ブース仕様（1ブロック）
広さ：幅180cm（間口） x 奥行270cm
長机（幅180cm）1脚
ポスターボード
H210cm x W90cm x２枚

100V通常電源 x 希望数

（大型機器の持ち込み、その他詳細に
ついては別途お問い合わせ下さい）

5) ブース出展について

(最大18ブロック)

(ポスター
発表場所)

ブースとポスター
のレイアウトは、
申込数によって調
整することがあり
ます。
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148,000円/１カ所（先着２団体）

オンサイト参加者全員に配布予定の大会恒例のコングレス
バッグに御団体のロゴを印刷いたします（カラー可）

バッグ仕様：未定

大会当日の配布物：
6) コングレスバッグ
7) ストラップ へのロゴ印刷について

写真はイメージです

写真はイメージです

148,000円（先着１団体）

オンサイト参加者全員に配布予定のネームカードホルダー
のストラップに御団体のロゴと名称を印刷いたします。

ストラップ仕様：未定



詳細は、別紙の趣意書をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、運営事務局までお問い合わせをお願いいたします。

趣意書

お問い合わせ：

第36回国際哺乳類ゲノム会議（IMGC2023）事務局
理化学研究所バイオリソース研究センター センター長室内

〒305-0074 茨城県つくば市高野台3-1-1
TEL : 029-836-9044 FAX : 029-836-9144

e-mail : sec_imgc2023@ml.riken.jp



 

 

 

第 36 回国際哺乳類ゲノム会議 

趣意書 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

第 36 回国際哺乳類ゲノム会議大会実行委員会 

Executive Committee of the 36th  

International Mammalian Genome Conference (IMGC2023) 
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ご 挨 拶 
ご担当者 各位 

 

謹啓 

 

 貴社におかれましては、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、私どもは 2023 年 3 月 28 日（火）～3 月 31 日（金）に、第 36 回国際哺乳類ゲノム会議 （英語名：The 36th 

International Mammalian Genome Conference (IMGC2023)）を茨城県つくば市のつくば国際会議場において開催

するための準備を進めております。 

 この国際哺乳類ゲノム会議は、国際哺乳類ゲノム学会（International Mammalian Genome Society：IMGS）が主

催する権威のある国際会議であり、これまで 30 年以上にわたって世界各地で開催しています。この会議は、マウ

スを中心とする哺乳類の遺伝学研究や機能ゲノム解析研究の情報交換のための重要な国際会議として世界的

に認知されています。日本においては、これまで 1993 年、2000 年、2007 年、2015 年に開催されており、2023 年

の本会議が 5 回目の日本開催となります。 

本会議を企画する理化学研究所バイオリソース研究センター（理研 BRC）は、遺伝学や機能ゲノム解析のため

の重要な研究材料である多様な遺伝子改変マウス系統や幹細胞リソースの収集、保存、提供、その特性解析を

行っており、これらの活動を通して生命科学研究に貢献する機関として国内外に認知されています。実行委員長

を務める城石俊彦（理研 BRC センター長）は、これまで長年に渡り本国際会議の発展に貢献してきております。 

2015 年の第 29 回会議（横浜）では、国内、国外からそれぞれ 150 名、計 300 名を超す参加者がありましたが、

この度の第 36 回会議ではそれを上回る 370 名程度の参加者を見込んでおります。日本人研究者による招待講

演や Verne Chapman Lecture という IMGS が選考する著名研究者による受賞講演などを行うことで、国際的な協

力関係を深化させるとともに、約 60 題のシンポジウム、一般口頭講演、および 100 題以上の一般ポスター講演

の実施を予定しています。また、若手研究者による成果発表や研究交流の推進も企画しており、哺乳類ゲノム科

学の将来的な発展を担う優秀な研究者の育成を目指します。 

なお、会議の運営にあたりまして別紙予算書案を立てました。ご存じのように国際会議の運営には多額の費用

を要し、実行委員会においても収入を得るために最善を尽くしていますが、まだ不足しているのが現状です。つ

きましては、貴社の本会議に対するお力添えをいただき、成功へ導きたいと考えております。何卒、事情をご賢察

の上、上記趣意にご賛同いただき、ご協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

 

謹白 

令和 4 年 11 月 吉日 

 

第 36 回国際哺乳類ゲノム会議 

実行委員長 城石 俊彦 

副委員長 阿部 訓也 

事務局長 桝屋 啓志 
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お問い合わせ先 
事務局：理化学研究所バイオリソース研究センター 
センター長室内 IMGC2023 事務局 
〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3-1-1 
TEL : 029-836-9044 FAX: 029-836-9144 
e-mail :  sec_imgc2023@ml.riken. jp  
IMGS HP: ht tps: / /www.imgs.org/  

 
大会実行委員名簿 

実行委員長：城石 俊彦（理研 BRC センター長） 
副委員長：阿部 訓也（理研 BRC 副センター長） 
事務局長：桝屋 啓志（理研 BRC 統合情報開発室 室長） 
事務局員：草山 美和子、佐谷 昌子、畠山 啓子（理研 BRC センター長室） 
実行委員： 

吉木 淳（理研 BRC 実験動物開発室） *国内学術委員兼務 
小倉 淳郎（理研 BRC 遺伝工学基盤技術室） 
三輪 佳宏（理研 BRC 遺伝子材料開発室） 
田村 勝（理研 BRC マウス表現型解析開発チーム） 
天野 孝紀（理研 BRC 次世代ヒト疾患モデル研究開発チーム） 
綾部 信哉（理研 BRC 実験動物開発室） 
仲柴 俊昭（理研 BRC 実験動物開発室） 
的場 章悟（理研 BRC 遺伝工学基盤技術室） 
櫛田 達矢（理研 BRC 統合情報開発室） 
高田 豊行（理研 BRC 統合情報開発室） 

 
国内学術委員 

浅野 雅秀（京都大学大学院医学研究科 実験動物学分野研究室 教授） 

荒木 喜美（熊本大学生命資源研究・支援センター 疾患モデル分野 教授） 

伊川 正人（大阪大学微生物病研究所 遺伝子機能解析分野 教授） 

金井 正美（東京医科歯科大学 実験動物センター 教授） 

Piero Carninci（理化学研究所生命医科学研究センター 副センター長） 

吉川 欣亮（東京都医学総合研究所 基礎医科学研究分野 プロジェクトリーダー） 

清成 寛（理化学研究所生命機能科学研究センター 生体モデル開発チーム チームリーダー） 

小出 剛（国立遺伝学研究所 マウス開発研究室 准教授） 

古関 明彦（理化学研究所生命医科学研究センター 副センター長） 

佐々木 裕之（九州大学高等研究院 特別主幹教授） 

佐渡 敬（近畿大学 農学部 生物機能科学科 教授） 

高橋 智（筑波大学 医学医療系 生命システム医学専攻 教授） 

真下 知士（東京大学医科学研究所 先進動物ゲノム研究分野 教授） 

吉木 淳（理化学研究所バイオリソース研究センター 実験動物開発室 室長） * 

若林 雄一（千葉県がんセンター 実験動物研究部 部長） 

若菜 茂晴（神戸医療産業都市推進機構 動物実験飼育施設 施設長） 
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第 36 回国際哺乳類ゲノム会議の概要 

 

１．会議の名称 

和文名：第 36 回国際哺乳類ゲノム会議 

英文名：The 36th International Mammalian Genome Conference (IMGC2023) 

 

２．主催・企画・後援・協賛  

主 催：国際哺乳類ゲノム学会 (The International Mammalian Genome Society: IMGS) 

企 画：第 36 回国際哺乳類ゲノム会議実行委員会 

後 援：理化学研究所バイオリソース研究センター 

協 賛：一般社団法人つくば観光コンベンション協会、日本分子生物学会 

 

３．会 期：2023 年 3 月 28 日（火）～ 2023 年 3 月 31 日（金） 

 

４．会 場：つくば国際会議場（およびオンラインとのハイブリッド） 

  〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2 丁目 20-3  https://www.epochal.or.jp/ja/ 

  TEL：029−861−0001 FAX：029−861−1209 

 

５．大会の目的  

第 36 回国際哺乳類ゲノム会議は、哺乳類の遺伝学・機能ゲノム科学分野の第一線の研究者が世界各国より

日本に集い、最新の研究成果についての発表・議論を行うことにより、我が国のゲノム科学分野の優れた研究成

果を世界に発信するとともに、米国・英国・フランス・ドイツ・豪州・中国・台湾・韓国をはじめとする世界各国地域

の研究者との情報交換・議論を通じて我が国の当該分野の振興と普及に資すること、および若手研究者の養成・

国際学術交流の推進を目的としています。また、本国際会議がカバーする研究分野は医学、理学、農学・獣医

学と幅広く、研究領域の垣根を越えた交流が、医薬品等の関連企業による製品開発シーズの探索の一助になる

と考えています。 

 

６．開催概要 

参加予定者数：国外 180 名、国内 190 名、合計 370 名 

参加予定国/地域等：日本、米国、英国、フランス、ドイツ、豪州、スペイン、チェコ、中国、台湾、韓国など 

研究コミュニティ：哺乳類遺伝学、ゲノム科学、人類遺伝学、臨床遺伝学、遺伝工学、発生遺伝学、 

進化生物学、バイオインフォ―マティクス等 

使用言語：英語 
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７．開催計画（プログラム案） 

 

招待講演 

David Threadgill (Texas A&M Institute for Genome Sciences and Society・Director) 

柳沢 正史 （筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構・機構長） 

城石 俊彦 （理化学研究所バイオリソース研究センター・センター長） 

三浦 浩美 （東海大学医学部基礎医学系分子生命科学・特任助教） 

 

シンポジウムおよび口頭発表 約 60 件 

[シンポジウム 1: 発生およびエピジェネティクス] 

Christine Disteche (University of Washington・Professor) 

Neil Brockdorff (University of Oxford・Professor) 

佐々木 裕之 （九州大学高等研究院・特別主幹教授） 

古関 明彦 （理化学研究所生命医科学研究センター・副センター長） 

小倉 淳郎 （理化学研究所 BRC 遺伝工学基盤技術室・室長） 

 

[シンポジウム 2: 表現型解析における新技術] 

Igor Adameyko (Medical University of Vienna/Karolinska Institutet・Professor) 

真下 知士 （東京大学医科学研究所先進動物ゲノム研究分野・教授） 

沖 真弥 （京都大学大学院医学研究科・准教授） 

村川 泰裕 （京都大学高等研究院・教授/理化学研究所 IMS・チームリーダー） 

田村 勝 （理化学研究所 BRC マウス表現型解析開発チーム・チームリーダー） 

 

ポスターセッション ポスター発表 100 件以上 

 

その他、テクニカルセッション、若手および学生セッション、ランチョンセミナーなどを企画 
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大会プログラム（予定） 

 3月 28日 3月 29日 3月 30日 3月 31日 

午前 テクニカルセッション 

9:00-12:00 

（ジャクソン研究所等によ

るデータベース利用法チュ

ートリアル） 

開会式   8:45   

口頭発表 

9:00-10:30 (6 題) 

ヒト疾患モデル(1)がん 

口頭発表 

9:00-10:30 (6 題) 

ヒト疾患モデル(3)血液・代

謝関連 

口頭発表 

9:00-10:30 (6 題) 

比較ゲノム・進化遺伝学 

休憩 30 分（広告掲示あり） 休憩 30 分（広告掲示あり） 休憩 30 分（広告掲示あり） 

口頭発表 

 11:00-12:00 (4題) 

ヒト疾患モデル(2)感染症・

免疫疾患 

口頭発表 

11:00-12:00 (4 題) 

ヒト疾患モデル(4)神経行

動疾患 

口頭発表 

11:00-12:00 (4 題) 

システム遺伝学・トランス

レーショナル研究 

昼 ランチ（各自） 

 12:00-13:00 

メンターランチ 

12:00-13:00 

ランチョンセミナー 

12:00-13:00 

ランチョンセミナー 

12:00-13:00 

IMGS 評議委員会 

午後 若手および学生研究者セッ

ション  

13:00-15:00 (8 題)  

 

口頭発表 

13:00-14:30 (6 題) 

幹細胞・個体発生・エピジェ

ネティクス 

口頭発表 

13:00-14:30(6 題)  

先端技術・バイオリソース 

口頭発表  

13:00-14:30(6 題)  

先端技術・バイオリソース 

ポスター発表 

14:30 – 16:15 

ポスター発表 

14:30 – 16:15 

休憩 10 分（広告掲示あり） 

休憩 30 分 （広告掲示なし） マリー ライオン賞（女性研

究者賞）受賞講演 

14:40-15:20 

若手および学生研究者セッ

ション  

15:30-18:00 (10題) 休憩 5 分（広告掲示あり） 休憩 5 分（広告掲示あり） IMGS 総会 15:20-16:20 

招待講演(2) 

16:20-17:05  

招待講演(3) 

16:20-17:05  

（移動等） 

休憩 5 分（広告掲示あり） 休憩 5 分（広告掲示あり） 

シンポジウム 1 

17:10-19:40（5 題） 

発生エピジェネティクス 

シンポジウム 2 

17:10-19:40（5 題） 

表現型解析新技術 

 ウェルカムレセプション 

18:00-19:30 

閉会式・カンファレンスデ

ィナー 

  18:00-21:00 招待講演(1) 

19:30-20:30 
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８．開催実績（日本開催を含む主要なもの：開催地・年・主催） 

第 1 回大会：フランス パリ・1986 年・J-L Guenet（パスツール研究所） 

第 7 回大会：日本 浜松・1993 年・森脇和郎（理研 BRC 初代センター長） 

第 14 回大会：日本 成田・2000 年・林崎良英（理研ゲノム科学総合研究センター） 

第 21 回大会：日本 京都・2007 年・林崎良英（理研ゲノム科学総合研究センター） 

第 29 回大会：日本 横浜・2015 年・Piero Carninci（理研ライフサイエンス技術基盤研究センター） 

第 34 回大会：アメリカ ワシントン DC・2020 年・GSA （アメリカ遺伝学会） 

第 35 回大会：カナダ バンクーバー・2022 年・Dr. T Gunn、Dr. L Siracusa 

 

９．予算計画概要 

 

収入の部（見込み） 

収入区分 総収入予算額 備考 

学会参加登録費 13,850,000 円 
オンサイト参加 180 人、オンライン参加 190
人、合計 370 人 

協会助成 750,000 円 一般社団法人つくば観光コンベンション 
学会補助金 500,000 円 分子生物学会 
理研シンポジウム助成 500,000 円 理化学研究所（シンポジウム部分のみ） 
上原記念生命科学財団 1,000,000 円 申請中 
その他 3,400,000 円 企業寄付金・広告等収入等 

合計 20,000,000 円  
     

支出の部 

支出区分 総支出予算額 備考 

講演者招聘費用 2,000,000 円 一部理研シンポジウム助成による 
会場費 1,950,000 円 つくば国際会議場 
運営人件費 2,170,000 円 会場ディレクター、配信オペレーター他 
システム利用費 1,990,000 円 オンライン会議システム「Online Conf」利用 

通信関連・印刷費用 2,375,000 円 
VISA 査証発行手続、講演要旨集（電子媒体）

作成、ポスター、コングレスバッグ等印刷

費用 
ハイブリッド開催機材費 1,791,800 円  
オンライン配信費 800,400 円  
ホームページ制作費 481,000 円  
レセプション・懇親会費 3,600,000 円  
その他・諸雑費 2,841,800 円 会場看板、LAN 構築、委託費 

合計 20,000,000 円  
 

１０．寄付金等を必要とする理由  
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国際哺乳類ゲノム会議の開催は、哺乳類における遺伝学、機能ゲノム解析研究の活性化に大きく寄与

し、その活性化の効果は、哺乳動物である人類の疾患の遺伝学的理解および治療法の開発にも資するこ

とが期待されます。2023 年 3 月につくば市において開催する第 36 回会議には、海外から約 180 名、国

内から約 190 名の合計 370 名の参加が予想されており、準備運営等に関する総経費を約 2000 万円と見

込んでいます。これらの経費は、本来、大会登録費や様々な助成金等でまかなうことが前提でありますが、

特に若手研究者の参加を促進するための企画と支援を充実させるには不足しております。この不足額を

諸企業および諸団体の皆様からご援助いただけますよう、ご理解と協力をお願い申し上げる次第です。な

お、寄付賛助金の申し出をいただきました企業、団体等の名称の一覧をプログラムブックに掲載させてい

ただく予定であることを申し添えさせていただきます。また、寄付（賛助金）に加えまして、本会議に関連す

る企業様から広告協賛およびランチョンセミナー企画を募集いたします。本会議の主旨をご理解の上、何

卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

１１．寄付（賛助金）および広告掲載のご案内 

本会議に関連する企業様から寄付（賛助金）および広告協賛を下記要領にて募集いたします。 

 

 寄付（賛助金） 

一口 10 万円  

団体等の名称あるいはロゴを、一覧としてプログラムブックに掲載させていただきます。 

寄付一口につきまして、１名様を会議全プログラム（懇親会等含みます）にご招待いたします。 

 

別紙の寄付（賛助金）申込書でお申込みください。 

募集期間：令和４年８月１日〜１０月３１日１１月３０日 

 

申込書送付先 

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 

郵送：〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3−1−1  

理化学研究所バイオリソース研究センター 

センター長室内 IMGC2023 事務局 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

事務局長 桝屋啓志 
 

 広告協賛およびランチョンセミナー 

 

本会議では、1)プログラムブック（冊子体）、2)ホームページ、3)口演発表間のスライド、4)ランチョンセミナ

ー、 5)ブース出展、6)コングレスバッグ、7)ストラップの７つの形態で広告の機会をご用意し、本会議に関連
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する企業様から広告協賛を募集いたします。別紙の広告掲載申込書にてお申込みください。 
なお、広告は英語、あるいは日英併記にてお願いいたします。 
広告協賛いただいきました団体等につきましては、申し込んでいただいた広告に加えて、名称あるいはロ

ゴの一覧をプログラムブックに掲載させていただきます。 

 

募集期間：令和４年８月１日〜１０月３１日１１月３０日 

 

申込書送付先 

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 

郵送：〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3−1−1  

理化学研究所バイオリソース研究センター 

センター長室内 IMGC2023 事務局 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

事務局長 桝屋啓志 

 

広告掲載概要（広告は英語、または日英併記にてお願いいたします） 

掲載媒体 掲載メニュー（形式） 金額 掲載上限 

1)プログラムブック

（冊子体：開催概要

及びプログラムを掲

載、約 30 ページ） 

裏表紙（カラー） 178,000 円 先着１団体 

裏表紙の裏面（カラー） 148,000 円 先着１団体 

表紙の裏面（カラー） 148,000 円 先着１団体 

後付 1 ページ（カラー） 98,000 円 先着約 2 団体 

後付 半ページ（カラー） 48,000 円 先着約 8 団体 

2)ホームページ トップページおよびオンライン開催システムで

のバナー 

48,000 円 先着２０団体 

オンライン開催システムの広告スペース 98,000 円 なし 

3)口演発表間のスラ

イド掲示 

静止画（音声なし）シンポジウム含め 11 セッシ

ョン） 

セッション開始時に 10 秒表示。さらにスライド

とスライドの間の空白時間に可能な場合表示 

48,000 円 先着 11 団体 

２分（動画等：音声可能：言語は英語でお願い

します） 

申込された団体の動画を休憩時間に順番に

流します。休憩時間は合計 120 分あり、20 社

98,000 円 最大 20 団体 

mailto:sec_imgc2023@ml.riken.jp
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の申込があった場合、６回、10 社の場合は 12

回流れます。 

4)ランチョンセミナー １時間の枠の中で、御団体の製品等を用いた

研究成果等をご紹介いただけます。 

セミナーの内容は御団体で任意に企画いただ

けます。 

会場のスライド映写および、お弁当の手配は

実行委員会側で行います。（お弁当代はご負

担いただきます） 

セミナーの運営（演者招聘や進行等）は御団

体で行っていただきます。 

言語は英語でお願いいたします。 

298,000 円

（昼食代含ま

ず） 

先着 2 団体 

（3 月 30 日・ 

3 月 31 日、 

各日 1 団体） 

5)ブース出展 29,30,31 日に大ホールから出口付近に 

展示ブースのスペースを用意いたします。 

設置日は、学生若手セッションの行われる 28

日となります。 

幅 180cm x 奥行き 270cm 

長机１脚、ポスターパネル x2、100V 通常電源 

198,000 円 

（３日間通し） 

最大 18 団体

程度（応相談） 

6）コングレスバッグ オンサイト参加者全員に配布予定の大会恒例

のコングレスバッグに御団体のロゴを印刷いた

します（カラー可）。 

148,000 円 

 

先着 2 団体 

7）ストラップ オンサイト参加者全員に配布予定のネームカ

ードホルダーのストラップに御団体のロゴと名

称を印刷いたします。 

148,000 円 先着１団体 

※各広告媒体にお申込みいただきました団体様の名称あるいはロゴを、一覧としてプログラムブックに掲

載させていただきます。 

 

１２．お問い合わせ 

本趣意書全般に関してご不明な点がございましたら、下記連絡先までご遠慮なくお問い合わせください。 

第 36 回国際哺乳類ゲノム会議（IMGC2023）事務局 

理化学研究所バイオリソース研究センター センター長室内 

〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3-1-1 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 
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令和  年  月  日 

 

寄付（賛助金）申込書 
 

下記の通り、第 36 回国際哺乳類ゲノム会議に寄付金の申し込みを致します。 

 

口数_____口  （一口 100,000 円） 

 

御団体名 

ご担当者名 

e-mail: 

ご連絡先 

 

 

プログラム等にご寄付の旨を記載する際の御団体名の英語表記をご教示ください。 

（例：○○○○ Co. Ltd、○○○○ Inc.、○○○○Corp.など） 

 

 

（寄付申込書送付先）    

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 

郵送：〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3−1−1  

理化学研究所バイオリソース研究センター 

センター長室内 IMGC2023 事務局 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

事務局長 桝屋啓志 

 

振込銀行口座 

ゆうちょ銀行 

【店名】〇六八（ゼロロクハチ） 

【店番】068 

【名義】第 36 回国際哺乳類ゲノム会議大会実行委員会 

【フリガナ】ダイサンジュウロクカイコクサイホニュウルイゲノムカイギタイカイジッコウイインカイ 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】5607696  
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令和  年  月  日 

広告掲載申込書 
 

下記の通り、第 36 回国際哺乳類ゲノム会議での広告掲載を申し込みます。 
 
（ご希望の広告にチェックをお願いします: 複数選択可） 
1) プログラムブック 

□ 裏表紙（カラー）  178,000 円 
□ 裏表紙の裏面（カラー）  148,000 円 
□ 表紙の裏面（カラー）  148,000 円 
□ 後付 1 ページ（カラー）   98,000 円 
□ 後付 半ページ（カラー）   48,000 円 

2) ホームページ 
□ トップページおよびオンライン開催システムでのバナー  48,000 円 
□ オンライン開催システムの広告スペース   98,000 円 

3) 口演発表間のスライド掲示 
□ 静止画（音声なし）セッション開始時に 10 秒表示。さらにスライドとスライドの間の空白時間に可能な場合

表示      48,000 円 
ご希望のセッション 

（プログラム編成やご希望の集中度合い等によってご希望に添えない場合がございます：応相談） 
 

□ ２分の動画  98,000 円 
合計 120 分の休憩の中で、お申し込みいただいた団体の動画を順番に流します。 

 
 
 
 
 
 
※各広告の原稿・素材の規格、ファイル形式および提出方法に関しては別途事務局からご連絡いたします。 
 

第一希望 
□ ヒト疾患モデル(1)がん 
□ ヒト疾患モデル(2)感染症・免疫疾患 
□ ヒト疾患モデル(3)血液・代謝関連 
□ ヒト疾患モデル(4)神経行動疾患 
□ 幹細胞・個体発生・エピジェネティクス 
□ 先端技術・バイオリソース 
□ 比較ゲノム・進化遺伝学 
□ システム遺伝学・トランスレーショナル研究 
□ シンポジウム：発生・エピジェネティクス 
□ シンポジウム：表現型解析新技術 

第２希望 
□ ヒト疾患モデル(1)がん 
□ ヒト疾患モデル(2)感染症・免疫疾患 
□ ヒト疾患モデル(3)血液・代謝関連 
□ ヒト疾患モデル(4)神経行動疾患 
□ 幹細胞・個体発生・エピジェネティクス 
□ 先端技術・バイオリソース 
□ 比較ゲノム・進化遺伝学 
□ システム遺伝学・トランスレーショナル研究 
□ シンポジウム：発生・エピジェネティクス 
□ シンポジウム：表現型解析新技術 
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御団体名 
 
ご担当者名 
e-mail: 
 
ご連絡先 
 
プログラム等に広告協賛の旨を記載する際の御団体名の英語表記をご教示ください。 
（例：○○○○ Co., Ltd、○○○○ Inc.、○○○○Corp.など） 

 
 
 
（広告掲載申込書送付先） 

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 

郵送：〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3−1−1  

理化学研究所バイオリソース研究センター 

センター長室内 IMGC2023 事務局 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

事務局長 桝屋啓志 

 

振込銀行口座 

ゆうちょ銀行 

【店名】〇六八（ゼロロクハチ） 

【店番】068 

【名義】第 36 回国際哺乳類ゲノム会議大会実行委員会 

【フリガナ】ダイサンジュウロクカイコクサイホニュウルイゲノムカイギタイカイジッコウイインカイ 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】5607696 
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令和  年  月  日 

ランチョンセミナー申込書 
 

下記の通り、第 36 回国際哺乳類ゲノム会議でのランチョンセミナーを申し込みます。 
 
御希望日＿＿＿月＿＿＿日 （2023 年 3 月 30, 31 のうち 1 日：298,000 円） 
（お弁当代を別途負担いただきます。） 
 
ランチョンセミナータイトル 
 
 
企画内容（セミナー内容、講演者等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御団体名 
 
ご担当者名 
e-mail: 
 
ご連絡先 
 
プログラム等に広告協賛の旨を記載する際の御団体名の英語表記をご教示ください。 
（例：○○○○ Co. Ltd、○○○○ Inc.、○○○○Corp.など） 

 
 
 
（ランチョンセミナー申込書送付先） 

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 

郵送：〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3−1−1  

理化学研究所バイオリソース研究センター 

センター長室内 IMGC2023 事務局 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

事務局長 桝屋啓志 
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振込銀行口座 

ゆうちょ銀行 

【店名】〇六八（ゼロロクハチ） 

【店番】068 

【名義】第 36 回国際哺乳類ゲノム会議大会実行委員会 

【フリガナ】ダイサンジュウロクカイコクサイホニュウルイゲノムカイギタイカイジッコウイインカイ 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】5607696 
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令和  年  月  日 

ブース出展申込書 
 

下記の通り、第 36 回国際哺乳類ゲノム会議でのブース出展を申し込みます。 
 
申込数______ブロック （１ブロック 198,000 円） 
 
ブース出展の主な内容 
 
 
 
 
 
御団体名 
 
ご担当者名 
e-mail: 
 
ご連絡先 
 
プログラム等に広告協賛の旨を記載する際の御団体名の英語表記をご教示ください。 
（例：○○○○ Co. Ltd、○○○○ Inc.、○○○○Corp.など） 

 
 
（ブース申込書送付先） 

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 

郵送：〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3−1−1  

理化学研究所バイオリソース研究センター 

センター長室内 IMGC2023 事務局 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

事務局長 桝屋啓志 

 

振込銀行口座 

ゆうちょ銀行 

【店名】〇六八（ゼロロクハチ） 

【店番】068 

【名義】第 36 回国際哺乳類ゲノム会議大会実行委員会 

【フリガナ】ダイサンジュウロクカイコクサイホニュウルイゲノムカイギタイカイジッコウイインカイ 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】5607696 
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令和  年  月  日 

コングレスバッグへのロゴ掲載申込書 
 

下記の通り、第 36 回国際哺乳類ゲノム会議でのコングレスバッグへのロゴ掲載を申し込みます。 （148,000 円: 
先着２団体） 
 
掲載するロゴの主な内容 
 
 
 
※各広告の原稿・素材の規格、ファイル形式および提出方法に関しては別途事務局からご連絡いたします。 
 
御団体名 
 
ご担当者名 
e-mail: 
 
ご連絡先 
 
プログラム等に広告協賛の旨を記載する際の御団体名の英語表記をご教示ください。 
（例：○○○○ Co. Ltd、○○○○ Inc.、○○○○Corp.など） 

 
 
（コングレスバッグへのロゴ掲載申込書送付先） 

e-mail: sec_imgc2023@ml.riken.jp 

郵送：〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3−1−1  

理化学研究所バイオリソース研究センター 

センター長室内 IMGC2023 事務局 

TEL：029−836-9044 FAX：029-836-9144 

事務局長 桝屋啓志 

 

振込銀行口座 

ゆうちょ銀行 

【店名】〇六八（ゼロロクハチ） 

【店番】068 

【名義】第 36 回国際哺乳類ゲノム会議大会実行委員会 

【フリガナ】ダイサンジュウロクカイコクサイホニュウルイゲノムカイギタイカイジッコウイインカイ 

【預金種目】普通預金 

【口座番号】5607696 
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