令和 2 年 7 月 20 日

日本環境変異原学会第 49 回大会

趣意書
会期：本大会

令和 2 年 11 月 26 日(木)～27 日(金)

会場：プラザヴェルデ
〒410-0801
静岡県沼津市大手町 1-1-4

ハイブリッド方式（現地開催および Web 開催の併用）

日本環境変異原学会第 49 回大会実行委員会
(大会会長：中外製薬株式会社 三島雅之)

ご 挨 拶
謹啓
時下、皆様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。平素は日本環境変異
原学会に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
日本環境変異原学会（JEMS）第 49 回大会を、静岡県沼津市のプラザヴェルデにおいて

2020 年 11 月 26 日（木）
、27 日（金）の 2 日間にわたり開催いたします。本大会のテーマ

は、
「身近な遺伝毒性リスクを考える」としました。下記の基調講演にて、2018 年以来複数の
医薬品から検出された発がん性不純物ニトロソアミンや、本年 6 月からポジティブリスト制度
が開始される食品に用いる器具容器・包装から溶出する化学物質の問題を中心に、安全性評価
と、実際の規制対応についての考え方を論じます。

基調講演：生活環境で極低レベルで摂取する遺伝毒性発がん物質の安全性評価と管理
本間正充 先生（国立医薬品食品衛生研究所）
この他、シンポジウム、口頭発表を予定しております。シンポジウムではそれぞれの分野の
エキスパートを招聘し、産官学いずれの研究者にも興味を持っていただける内容を企画してお
ります。また、QSAR ワークショップを実施して ICH M7 対応に必要な知識の深耕と共有に努

めます。

日本環境変異原学会は 1972 年に結成されて以来、とくに公衆の健康に重大な関係を有する

変異原とこれに関連する基礎研究の推進、並びに関連情報・技術の伝達を目的として活動して
きました。本学会は産・官・学メンバーが率直に意見交換できる風土を有し、遺伝毒性物質の
検出、同定、代謝、機序の研究推進や標準試験法の確立、食品添加物、農薬、環境汚染物質、
医薬品、化粧品、労働安全にかかわる基準の決定と規制の実践・教育に大きな役割を果たして
います。
本大会開催の趣意にご賛同いただき、是非とも皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し
上げます。
謹白
令和 2 年 2 月吉日
日本環境変異原学会第 49 回大会
大会会長

三島 雅之

(中外製薬株式会社)
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大会概要

１．名称：日本環境変異原学会第 49 回大会
第 49 回大会ＨＰ : http://www.jems2020.jp/
２．趣旨：日本環境変異原学会会則第４条に従い、変異原性物質と関連分野の研究の推進並びに関
連情報・技術の伝達を目的とし、第５条により日本環境変異原学会の事業として開催す
る。
３．実行委員会：
大会会長：三島雅之（中外製薬株式会社）
実行委員：伊吹裕子（静岡県立大学）
佐々 彰（千葉大学）
杉山圭一（国立医薬品食品衛生研究所）
竹入 章（中外製薬株式会社）
戸塚ゆ加里（国立がん研究センター）
中川宗洋（株式会社ＬＳＩメディエンス）
橋爪恒夫（JT）
濱田修一（株式会社ボゾリサーチセンター）
広瀬明彦（国立医薬品食品衛生研究所）
本間正充（国立医薬品食品衛生研究所）
増村健一（国立医薬品食品衛生研究所）
４．会期：令和 2 年 11 月 26 日(木)～27 日(金)
５．会場：プラザヴェルデ
〒410-0801

静岡県沼津市大手町 1-1-4

TEL: 055-920-4100

FAX: 055-920-4101

URL: http://www.plazaverde.jp

６．構成：本大会
基調講演：生活環境で極低レベルで摂取する遺伝毒性発がん物質の安全性評価と管理
シンポジウム１：身近な遺伝毒性リスク（仮）
シンポジウム２：ゲノム不安定性とエピゲノム異常のクロストークとその分子機構
シンポジウム３：γH2AX の遺伝毒性研究への応用（仮）
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ワークショップ：ICH M7 関連ワークショップ

QSAR 評価エキスパートジャッジ

一般演題：口頭発表
スポンサーセッション
７．参加予定者：約 300 名
８．大会事務局
事務局長：竹入 章
中外製薬株式会社 富士御殿場研究所内
〒412-8513 静岡県御殿場市駒門 1 丁目 135
TEL：0550-87-9342

FAX: 0550-87-6383

E-mail：secretariat@jems2020.jp
９．運営事務局
担当：長谷川 美貴、岩渕 あやか
株式会社仙台共同印刷
〒983-0035

宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目４番２号

TEL: 022-236-7161

FAX: 022-236-7163

E-mail: jems2020@senkyo.co.jp

１０．経費概算
収入の部
内訳 参加費

２５０万円

学会補助

１００万円

広告等収入

１２０万円

協賛金等収入

２８０万円

収入総額

７５０万円

支出の部
内訳 会場使用料

８０万円

会場関係費

２８０万円

印刷製本費

１４０万円

講演者招聘費用等

１５０万円

大会運営費・事務連絡費等

１００万円

支出総額

７５０万円
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１１ ．ご協賛のお願い
本大会開催に必要な諸経費として７５０万円を予定しております。これらの経費は参加者の参加
費等でまかなうべきでありますが、個人が負担できる額には限界があり、大会に必要な経費の一部
は、諸団体、法人、有志からのご寄附に頼らざるを得ない状況にあります。私共は、最小限の経費
で本大会を開催するよう努力いたしますが、本学会員の研究成果を発表し、社会に還元するために
は、本大会を成功させる必要があります。
このような事情をご考慮いただき、何卒日本環境変異原学会第 49 回大会にご支援・ご協力を賜
りたく、ご高配いただきますよう宜しくお願い申し上げます。また、大会開催にあたりまして、本
大会の要旨集（PDF）への広告掲載、大会ＨＰへのバナー広告掲載、関連した機器、試薬、医薬
品、食品等の CM、スポンサーセッションを募集しております。
何卒よろしくお願い申し上げます。
令和 2 年 2 月吉日
日本環境変異原学会第 49 回大会
大会会長

三島 雅之

（中外製薬株式会社）
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ご協賛お申込みのご案内

目的：

日本環境変異原学会第 49 回大会の準備及び運営資金の補助

募金金額：１口 50,000 円（できましたら２口以上でお願いいたします）
申込み方法：
協賛金申込書（別紙１）にご記入の上、運営事務局へ E-mail または FAX にてご送付
下さい。協賛金の振り込みは、下記の銀行口座へお願いいたします。請求書が必要な
場合には、お知らせいただければ、別途お送りいたします。なお、大変恐縮ですが、
振込費用は各自ご負担いただきますようお願いいたします。
特典：

要旨集（PDF）に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
１社につき１名様を本大会（懇親会は含みません）へご招待いたします。
ご招待の大会参加証は、事前にご担当者様宛に郵送させていただく予定です。

振込先：銀行口座：三菱 UFJ 銀行(０００５)
普通預金

沼津支店(４６８)

口座番号：０２５９３４１

口座名称：日本環境変異原学会第４９回大会 会長

三島

雅之

（ニホンカンキヨウヘンイゲンガツカイ
ダイヨンジユウキユウカイタイカイ

ミシマ

マサユキ）

申込先及び問い合わせ先：
運営事務局
担当：長谷川 美貴、岩渕 あやか
株式会社仙台共同印刷
〒983-0035

宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目４番２号

TEL: 022-236-7161

FAX: 022-236-7163

E-mail: jems2020@senkyo.co.jp
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要旨集（PDF）への広告お申込みのご案内

掲載冊子：日本環境変異原学会第 49 回大会要旨集（PDF）
配布時期：令和 2 年 11 月初旬～
発行形態：PDF（大会 HP に掲載）
広告形式：サイズ A4
掲載費用：半ページにつき（カラー可）

30,000 円

１ページにつき（カラー可）

50,000 円

前または後表紙の裏（カラー可）

100,000 円

申込方法：申込書（別紙２）にご記入の上、運営事務局へ E-mail または FAX にてご送付いただく
とともに、下記の銀行口座へお振り込みをお願いいたします。請求書が必要な場合は、
お知らせいただければ別途お送りいたします。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自
ご負担いただきますようお願いいたします。
特典：要旨集（PDF）に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。要旨集の無償提供はございません
ので、ご了承下さい。
振込先：銀行口座：三菱 UFJ 銀行(０００５)
普通預金

沼津支店(４６８)

口座番号：０２５９３４１

口座名称：日本環境変異原学会第４９回大会 会長

三島

雅之

（ニホンカンキヨウヘンイゲンガツカイ
ダイヨンジユウキユウカイタイカイ

ミシマ

マサユキ）

広告原稿詳細と入稿方法：
・サイズ：A4 １ページ：ヨコ 210mm×タテ 297mm 以内
A4 半ページ：ヨコ 210mm×タテ 148.5mm 以内
※印刷工程に適したサイズへ微調整させていただくこともあります
・入稿（データ）形式：完全版下電子データで、Adobe Illustrator で制作したアウトライ
ン済みの EPS データ、画像データをご使用の場合は、その画像も添付して下さい（画像
解像度は 350dpi 以上 の CMYK のデータ）。すべてのデータについて出力見本（プリント
したもの）をご用意下さい。また、フィルム・紙焼き・清刷でも受付けは可能です。
・広告原稿送付締切：9 月 30 日（水）
・広告原稿送付方法：E-mail もしくは郵送にて下記運営事務局にご送付下さい。
申込先及び問い合わせ先：
運営事務局
〒983-0035

担当：長谷川 美貴、岩渕 あやか
宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目４番２号

TEL: 022-236-7161

FAX: 022-236-7163
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株式会社仙台共同印刷

E-mail: jems2020@senkyo.co.jp

バナー広告お申込みのご案内

掲載ＨＰ：日本環境変異原学会第 49 回大会ＨＰ
http://www.jems2020.jp/
掲載時期：ＨＰ作成（申込み時点）～ＨＰ閉鎖時
掲載費用：30,000 円
申込方法：申込書（別紙３）にご記入の上、運営事務局へ E-mail または FAX にてご送付いただく
とともに、下記の銀行口座へお振り込みをお願いいたします。
バナーデー夕及びリンク先ＵＲＬは運営事務局へ E-mail にてお送り下さい。請求書
が必要な場合は、お知らせいただければ別途お送りいたします。なお、大変恐縮です
が、振込費用は各自ご負担いただきますようお願いいたします。
特典：要旨集（PDF）に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
振込先：銀行口座：三菱 UFJ 銀行(０００５)
普通預金

沼津支店(４６８)

口座番号：０２５９３４１

口座名称：日本環境変異原学会第４９回大会 会長

三島

雅之

（ニホンカンキヨウヘンイゲンガツカイ
ダイヨンジユウキユウカイタイカイ

ミシマ

マサユキ）

バナー広告原稿詳細と入稿方法：
・サイズ：上下 55×左右 240pixels、50KB 以内。
・入稿（データ）形式：GIF もしくは JPEG 形式、アニメ、無限ループ可。
・データ送付方法：E-mail にて下記運営事務局にご送付下さい。
申込先及び問い合わせ先：
運営事務局
担当：長谷川 美貴、岩渕 あやか
株式会社仙台共同印刷
〒983-0035

宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目４番２号

TEL: 022-236-7161

FAX: 022-236-7163

E-mail: jems2020@senkyo.co.jp
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3 分広告（CM）お申込みのご案内

放映時期：日本環境変異原学会第 49 回大会

会期中

放映形式：日本環境変異原学会第 49 回大会

学術セッション前に御社支給のビデオもしくは

静止画データを３分間参加者に向けて放映いたします。
放映料

：30,000 円（CM3 分 1 枠につき）

申込方法：申込書（別紙４）にご記入の上、運営事務局へ E-mail または FAX にてご送付いただく
とともに、下記の銀行口座へお振り込みをお願いいたします。請求書が必要な場合は、
お知らせいただければ別途お送りいたします。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自
ご負担いただきますようお願いいたします。
特典：要旨集（PDF）に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
振込先：銀行口座：三菱 UFJ 銀行(０００５)
普通預金

沼津支店(４６８)

口座番号：０２５９３４１

口座名称：日本環境変異原学会第４９回大会 会長

三島

雅之

（ニホンカンキヨウヘンイゲンガツカイ
ダイヨンジユウキユウカイタイカイ

ミシマ

マサユキ）

データ詳細：
・入稿（データ）形式：mp4 形式ビデオファイルもしくは PowerPoint、PDF 等。
・データ送付方法：E-mail にて下記運営事務局にご送付下さい。容量の大きいビデオファ
イル送付の際は、無料オンラインストレージ等を利用いただければ幸いです。
（参考）https://firestorage.jp/
・データ送付締切：11 月 6 日（金）
申込先及び問い合わせ先：
運営事務局
担当：長谷川 美貴、岩渕 あやか
株式会社仙台共同印刷
〒983-0035

宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目４番２号

TEL: 022-236-7161

FAX: 022-236-7163
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E-mail: jems2020@senkyo.co.jp

スポンサーセッションお申込みのご案内

放映時期：日本環境変異原学会第 49 回大会

会期中

放映形式：日本環境変異原学会第 49 回大会

学術セッション前後にライブ開催いただくか、御社

支給のビデオファイルを参加者に向けて放映いたします。
放映料

： 50,000 円 （10 分枠 1 枠につき）
200,000 円 （60 分枠 1 枠につき）

申込方法：申込書（別紙５）にご記入の上、運営事務局へ E-mail または FAX にてご送付いただく
とともに、下記の銀行口座へお振り込みをお願いいたします。請求書が必要な場合は、
お知らせいただければ別途お送りいたします。なお、大変恐縮ですが、振込費用は各自
ご負担いただきますようお願いいたします。
特典：要旨集（PDF）に御社名を一覧掲示し、謝意を表します。
振込先：銀行口座：三菱 UFJ 銀行(０００５)
普通預金

沼津支店(４６８)

口座番号：０２５９３４１

口座名称：日本環境変異原学会第４９回大会 会長

三島

雅之

（ニホンカンキヨウヘンイゲンガツカイ
ダイヨンジユウキユウカイタイカイ

ミシマ

マサユキ）

詳細：・開催方法をライブ、もしくはビデオファイル放映のどちらかお選び下さい。
＜ライブ開催の場合＞オンライン会議システム（Webex）にてライブ開催いただきます。
＜ビデオファイル放映の場合＞
・ファイル形式：mp4 形式ビデオファイルでお願いいたします。
・データ送付方法：無料オンラインストレージ等を利用いただければ幸いです。
（参考）https://firestorage.jp/
・データ送付締切：11 月 6 日（金）
申込先及び問い合わせ先：
運営事務局
担当：長谷川 美貴、岩渕 あやか
株式会社仙台共同印刷
〒983-0035

宮城県仙台市宮城野区日の出町２丁目４番２号

TEL: 022-236-7161

FAX: 022-236-7163
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E-mail: jems2020@senkyo.co.jp

