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ご 挨 拶 

 
大会⾧ 森 和俊 

京都大学大学院理学研究科 

 
 厳冬の候、御社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より、日本細胞生物学会

に対して格別のご高配を賜りまして心より御礼申し上げます。 

 さて私、京都大学大学院理学研究科教授の森和俊（文化功労者、2014年アルバート・ラスカー基礎医学研

究賞受賞）が大会⾧として、第72回日本細胞生物学会大会を2020年6月9日（火）～11日（木）の3日間、京

都みやこめっせ（京都駅から約27分、文化発信の中心でもある岡崎地区に立地）にて開催する予定で鋭意準

備をして参りましたが、新型コロナウィルス禍によりウェブ（PDF）開催とせざるを得ませんでした。 

 しかしながらこの度、私を第73回大会⾧にご指名いただき、再挑戦する栄誉を賜りました。参加者の健康

を守るべく、昨秋より第73回はハイブリッド形式で開催する方向で準備をしておりましたが、開催5か月前に

緊急事態宣言が発令したため、やむなくオンライン開催とすることとしました。 
 

 日時:令和3年6月29日（火）～7月2日（金） 

 ただしランチタイムセミナーは6月29日（火）と30日（水）のみ 
 

 オンライン開催に十分な経験を積まれたことと拝察しておりますので、ランチタイムセミナー・企業展示

への出店を宜しくお願いいたします。 

 細胞生物学の分野では、緑色蛍光タンパク質を用いたライブイメージング（2008年ノーベル化学賞受

賞）、超解像顕微鏡の開発（2014年ノーベル化学賞受賞）、クライオ電子顕微鏡の開発（2017年ノーベル

化学賞受賞）、ゲノム編集技術の開発（2020年ノーベル賞受賞）に代表される技術革新が行われ、全く新し

い次元のサイエンスが展開されております。そこで日本細胞生物学会員を中心として、機関紙Cell Structure 

& Functionの主要9カテゴリー（最新技術、細胞接着、細胞外マトリクス、細胞増殖・分化・死、染色体・

核・遺伝子発現、細胞骨格・運動性、免疫、細胞内輸送・オルガネラ、タンパク質の一生、シグナル伝達）

をコアとしたシンポジウムを企画しております。生化学会、分子生物学会共にオンライン開催となりました

ことを受けて、全ての希望者にオンラインで口頭発表をしていただく（ポスター発表なし）ことを考えてい

ます（大会3日目と4日目）。 

 また、ベタですが「大志を抱け」を大会テーマとして、平成30年採択・WPI「ヒト生物学高等研究拠点」

拠点⾧・京都大学・斎藤通紀先生、平成29年採択・WPI「ナノ生命科学研究所」拠点⾧・金沢大学・福間剛

士先生、平成30年採択・ERATO「ニューロ分子技術」代表・京都大学・浜地格先生のお三方にプレナリーレ

クチャーをしていただきます。 

 日本細胞生物学会員のみならず、非学会員でも「今年の細胞生物学会大会に参加してみたい」と思ってい

ただけるように最善を尽くしますので、これまで以上のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げま

す。 

 なお、拠出いただきました協賛金につきましては、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」に基づき、各社が公表することについて了承いたします。 
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開 催 趣 意 書 
 

会議の名称                     
 

和名: 第73回日本細胞生物学会大会 

英名: The 73rd Annual Meeting of the Japan Society for Cell Biology 
 

開催責任者（大会⾧）                                                      
 

森 和俊   

京都大学大学院理学研究科 教授 

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 

TEL: 075-753-4067 
 

プログラム委員            
 

井垣達吏 京都大学大学院生命科学研究科・教授（委員⾧） 

濱崎洋子 京都大学iPS研究所・教授（副委員⾧） 

井上喜博 京都工芸繊維大学・准教授 

木岡紀幸 京都大学大学院農学研究科・准教授 

申 惠媛 京都大学大学院薬学研究科・准教授 

竹内 理 京都大学大学院医学研究科・教授 

豊島文子 京都大学ウイルス・再生医科学研究所・教授 

渡邊直樹 京都大学大学院医学研究科・教授 

石川時郎 京都大学大学院理学研究科・助教 

森 和俊 京都大学大学院理学研究科・教授（大会⾧） 

 

運営準備室                                                        
 

〒150-0022 渋谷区恵比寿南1-1-1 合同会社iCON内  

第73回日本細胞生物学会大会準備室 

E-mail:  jscb2021＠icongroup.co.jp Tel: 03-6871-9421 

Website:http://www.icongroup.co.jp/jscb2021/ 
 

参加者数（予定）                                                          
 

参加予定人員 約800名 
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会場                                                         

 

オンライン開催予定 

配信会場 京都みやこめっせ  

〒606-8343京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 

https://www.miyakomesse.jp/ 

 

会期                                                         
 

2021年6月29日（火）～7月2日（金）（6月28日（月）細胞生物若手の会） 
 

日程（予定）                        
     

 午前 午後 夕 

6月28日（月）  細胞生物若手の会  

6月29日（火） シンポジウム 
ランチタイムセミナー 

プレナリーレクチャー 
シンポジウム 

6月30日（水） シンポジウム 

総会 

ランチタイムセミナー 

プレナリーレクチャー 

シンポジウム 

7月1日（木） 一般口演 一般口演 一般口演 

7月2日（金） 一般口演 一般口演 一般口演 

 

過去の開催実績（直近3年）                                                                    
 

2020年 第72回日本細胞生物学会大会 

 会場 オンライン紙面開催 

 大会⾧ 森 和俊（京都大学） 

2019年 第71回日本細胞生物学会大会（第19回日本蛋白質科学会年会合同大会） 

 会場 神戸国際会議場・神戸国際展示場 

 大会⾧ 城 宜嗣（兵庫県立大学） 遠藤 斗志也（京都産業大学） 

2018年   第70回日本細胞生物学会大会（第51回日本発生生物学会合同大会） 

 会場 タワーホール船堀 

 大会⾧ 原田 彰宏（大阪大学） 林 茂生（理化学研究所） 
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収支予算案                             

                                            
収入の部   ※消費税 10％想定 

科目 予算額（円） 摘要 

参加費収入 2,220,000 
早期正会員 5000x280, 早期非会員 7000x20, 早期非会員大学院生

2000x20, 後期会員 7000x70, 後期非会員 10000x10, 後期非会員大学

院生 5000x10, 会員学生 0x300, 招待者 0x90 

共催セミナー 3,300,000 825,000 x 4 社 

企業展示 5,280,000 A330000x12, B220000x2, C220000x4 

寄付金 2,000,000  

プログラム抄録集広告収入 990,000 
220,000x1 + 165,000x2 + 110,000×4  

 

その他広告・協賛収入 660,000 プバナーx2=220,000, 配信システムバナーx4=440,000,  

収入合計 14,450,000 
 

 

   

支出の部  消費税 10％想定 

科目 予算額（円） 摘要 

旅費交通費 100,000 事前準備 打ち合わせ・委員会時交通費 

通信費 100,000 郵送費・通信費・コピー代等 

会議費 50,000 委員会開催経費 

消耗品費 100,000  

ホームページ制作費 770,000  

その他製作費 1,870,000 ポスター・チラシ・プログラム抄録集 

会場関係費 1,500,000 会場費＋設備費 

機材関係費 1,400,000 会場機材＋配信機材 

配信システム関連費 3,500,000  

看板・設営関係費 200,000  

運営要員関係費 1,200,000 ディレクター・オペレータ・大学スタッフ 

招待者関連費 500,000 招待者旅費宿泊費・アワード 

飲食・会合・行事関係費 200,000 ビジネスミーティング 

事務局運営費 1,450,000  

諸雑費 100,000  

予備費 1,410,000  

支出合計 14,450,000  
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寄 付 金 趣 意 書 
 

ご協力のお願い                                                          
第73回日本細胞生物学会大会ではオンライン開催を前提に、若手育成および先端的な研究成果に関する討論

と情報交換の場を提供できるよう準備を進めて参ります。 

本会の開催趣旨にご賛同いただき、何卒ご支援頂きますようお願い申し上げます。 

お申し込みにあたりましては、申込書に必要事項をご記入の上、電子メールにて準備室宛にご送付下さい。 
 

募金の名称                
第73回日本細胞生物学会大会 
 

募金目標金額                
金2,000,000円也 
 

募金期間                
2021年1月～2021年6月 
 

寄付金の用途                
第73回日本細胞生物学会大会の準備運営経費 
 

申込先                 
第73回日本細胞生物学会大会 

大会⾧  森 和俊（京都大学大学院理学研究科） 

準備室  〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 合同会社iCON 内 

Email: jscb2021@icongroup.co.jp  Tel: 03-6871-9421 

別紙「寄付金申込書」に記載の上、メール添付にてお送りください。 

 

寄付金払込先                
銀行名: 京都銀行  

支店名: 百万遍支店（店番146） 

口座名: 第73回日本細胞生物学会大会 大会⾧ 森和俊 
  ダイナナジユウサンカイ二ホンサイボウセイブツガツカイタイカイ タイカイチヨウ モリカズトシ 

口座番号: 普通 4144159 

 

その他                 
・ 税法上の免税措置はございません。 

・ 製薬企業等の活動における医療機関等との関係の透明性・信頼性向上のため、本シンポジウムに対して

頂くご寄付および協賛金に関してウェブサイト等で公開されることに同意いたします。 
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ス ポ ン サ ー 募 集 要 項 
 

各種お申込みについて                 
別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、E-mail にてお申し込みください。 

先着順での受付とさせていただきます（締切前でも定数に達し次第、締め切らせていただきます）。 

申込期間終了後、御請求書をお送りいたしますので、指定期日までにお振込みくださいますようお願い申し上げます。 

請求書は詳細が確定次第、運営準備室より送付されます。振込手数料は貴社にてご負担ください。 

各セミナーの席数および時間、製作物の仕様等は、学会開催上の都合により、主催者の判断で変更されることがありま

す。あらかじめご了承ください。 

 

払込先                 
銀行名: 京都銀行  

支店名: 百万遍支店（店番146） 

口座名: 第73回日本細胞生物学会大会 大会⾧ 森和俊 

  ダイナナジユウサンカイ二ホンサイボウセイブツガツカイタイカイ タイカイチヨウ モリカズトシ 

口座番号: 普通 4144159 

 

 

各 ア イ テ ム 詳 細 
 

 

１．企業共催セミナー                 
共催セミナーは「ランチタイムセミナー」として第73回日本細胞生物学会大会との共催で開催されるセミナーです。本セ

ミナーの開催についてご検討くださいますよう、深くお願い申し上げます。共催セミナーのテーマ等につきましては、共

催企業様と協議の上決定させていただきます。 

なお、共催セミナーにつきましては、昨今の状況も視野に、オンライン（ライブ配信＋ご希望に応じてアーカイブ配信）

開催を予定しております。 
 

開催経費: 75万円（税抜） 

  講演者・座⾧の旅費、謝金等は、別途各企業様のご負担となります。 

開催場所: 現地（みやこめっせ）からの配信またはリモートでのご出演をご検討ください。 

  詳細は状況を見ながらご相談とさせていただきます。 

開催時間: 各1時間を予定しております 

募集数: 合計4枠（2日合計） 

  ※プログラム編成の都合上、開催時間帯や名称は変更になる可能性がございます。 

申込方法: 添付の「共催セミナー開催申込書」に必要事項をご記入の上、メール添付にてお送りください。 

申込締切: 2021年2月26日（金） 

振込期日: 2021年4月30日（木） 
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２．プログラム抄録集広告                                                       
1 広告媒体名 第73回日本細胞生物学会大会 プログラム抄録集 

2 配布対象 学会員・学会参加者・掲載企業各社 

3 発行部数 900部 

4 版型 A4 PDF 

5 広告掲載料金 A 1頁（カラー） 200,000円（税別）表紙の次項に掲載します 

B 1頁（カラー） 150,000円（税別）Aの次項に掲載します 

C 1頁（カラー） 150,000円（税別）プログラム本体終了次項に掲載します 

記事中1頁（1色）   100,000円（税別）C次項から申込順に掲載します 

6 原稿 完全データ（illustratorもしくは印刷用PDF）にてご入稿下さい。 

Adobe illustratorの場合、フォントは全てアウトライン化、画像は埋込でお願いしま

す。制作環境（OSとillustratorのバージョン）を明記の上、確認用PDFと同送してくだ

さい。原稿は形式にかかわらずCD-Rでは受け付けられませんのでメール添付またはデー

タ便をご利用下さい。 

7 原稿締切 2021年3月10日（水） 

8 申込締切 2021年3月10日（水） 
添付の「展示・広告申込書」に必要事項をご記入の上、メール添付にてお送りください。 

9 振込期日 2021年4月30日（金） 

10 作成費 1,080,000円（税別） 

11 募集規模 予定7社 

200000円×1 + 150000円×2 + 100000円×4 = 900000円（税別） 

 

３．ホームページバナー広告                                                   
1 広告媒体名 第73回日本細胞生物学会大会 ホームページ 

2 掲載料金 100,000円（税別）（1バナー:画像切替なし） 

3 掲載期間 データを頂き掲載された時点から学術集会終了まで（データは各社様にてご用意下さい） 

4 原稿 日本語・英語共通 

① 画像サイズ:  H70 ピクセル×W230 ピクセル 

② 解像度:    72pixel/inch 

③ ファイル形式: jpeg / gif / ping いずれか 

④ ファイルサイズ:300 キロバイトまで 

⑤ その他:    リンク先 URL をあわせてお知らせください 

上記サイズ等詳細は多少変更される場合がございますことをご了承ください 

5 原稿締切 2021年3月10日（水） 

6 申込締切 2021年3月10日（水） 
添付の「展示・広告申込書」に必要事項をご記入の上、メール添付にてお送りください。 

7 振込期日 2021年4月30日（金） 

8 作成費 700,000円（税別）（ホームページ作成費＋更新費） 

9 募集規模 予定2社 100000 x 2 = 200000円 
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４．配信システムバナー広告                               
1 広告媒体名 第73回日本細胞生物学会大会 オンライン配信システム 

2 掲載料金 100,000円（税別）（1バナー:画像切替なし） 

3 掲載期間 ライブ配信当日からアーカイブ配信終了まで 

４ 原稿 サイズ詳細は後日お知らせいたします。 

リンク先URLをあわせてお知らせください。 

5 原稿締切 2021年5月28日（金） 

6 申込締切 2021年5月28日（金） 
添付の「展示・広告申込書」に必要事項をご記入の上、メール添付にてお送りください。 

7 振込期日 2021年5月28日（金） 

8 作成費 1,000,000円（税別）（システム利用料他） 

9 募集規模 最大6社 100000円×4＝400000円（税別） 

  
※開発中につき実際の仕様・デザインと異なる場合がございます  

 

 

５．企業展示（オンライン）                     
タイプ 単位 単価 対象 

A 1枠 300,000円（税別） 機器・試薬・ソフトウェア・受託サービス等 

B 1枠 200,000円（税別） アカデミック（大学や公的機関の研究施設等） 

C 1枠 200,000円（税別） 企業交流会 

 1枠＋1枠 450,000円（税別） A＋C 

 1枠＋1枠 350,000円（税別） B＋C アカデミック 

Aタイプ / Bタイプ 

ポスター（PDF）＋紹介動画（PPT）＋アンケート（リンク）＋コメント機能（チャット機能）を利用できます。 

（チャット機能を利用して個人情報の収集も可能です） 

Cタイプ 

コメント機能（チャット機能）の他に、ビデオチャット（オンラインビデオ通話）も利用できますので、 

企業の持つノウハウを若手参加者にご教示いただいたり、個別相談会の場としてもご利用いただけます。 

（チャット機能を利用して個人情報の収集も可能です） 
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ビデオチャットは企業交流会（C）お申込時のみ利用可

能 

 

 

 

 


