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書類ご送付のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

   来る 2022 年 7 月 31 日(日)～8 月 3 日（水）の会期で、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセン

ター（東京都）にて日本核酸医薬学会第 7回年会を開催することとなり、現在鋭意準備を進めてお

ります。 

このたび、趣意書･ご協力依頼状ができあがりましたのでお送りさせていただきます。ぜひ

ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

末筆ながら、貴社の益々のご発展を祈念申し上げます。 

敬具 

 

 

＜送付資料＞ 

・  開催趣意書 

       Ⅰ）商品・機器等展示会募集のご案内 

       Ⅱ）パッケージ協賛募集のご案内 

       Ⅲ）コングレスバック協賛募集のご案内 

       Ⅳ）講演要旨集広告掲載募集のご案内 

V）ランチョンセミナーその他共催募集のご案内 

Ⅵ）寄付金募集のご案内 

 

 

 

 

日本核酸医薬学会第 7回年会運営担当 

〒135-0063  東京都江東区有明 3-6-11 TFTビル東館 9階    

株式会社 プロコムインターナショナル内  

        TEL：03-5520-8822 FAX：03-5520-8820 

電子メール： natsj7@procom-i.jp 



 

 

 

 

日本核酸医薬学会第 7回年会 
 

 

開催趣意書 

＆ 

協賛募集 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  期 ： 2022年 7 月 31 日（日）～8月 3 日（水） 

会  場 ： 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 

（東京都千代田区神田） 

     年 会 長 ： 横田 隆徳  東京医科歯科大学医学部（脳神経内科） 

 



 
貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、当分野の発展にご理解とご

尽力をいただいておりますこと、深く感謝申し上げます。また日本核酸医薬学会の運営にあたりご協力を賜りま

すこと、厚く御礼申し上げます。この度、本学会の第 7 回年会を 2022 年 7 月 31 日（日）～8 月 3 日（水）の 4

日間、東京御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターにおいてオンサイトで開催することとなり、現在、鋭意準備

を進めているところでございます。 

 

  日本核酸医薬学会は、1991 年に発足したアンチ DNA/RNA 研究会の事業を継承し、核酸医薬に関する研

究・教育を推進するとともに、産官学が一体となり、我が国の核酸医薬創出に寄与することを目的として、2015

年 4 月に設立されました。学会が毎年開催する年会は、核酸医薬に深く関連する 5 つの学術領域（化学、生

物、DDS、医学（臨床）、レギュラトリーサイエンス）で活躍している各専門家が、産官学の枠を超えて最新の研

究成果・学術情報を発信・共有できる場です。また次世代を担う若手研究者のための教育セッションにも力を

入れています。 

 

2017 年にアンチセンス核酸医薬は神経難病に対してブレイクスルーとなって、2018 年、世界初の siRNA 医

薬品が FDA により承認されたことは皆様の記憶に新しいことと思います。さらに 2019 年 9 月、「初の国産核酸

医薬品」の承認申請が行われました。いよいよ、我が国でも核酸医薬品の本格的導入期に差し掛かろうとして

います。記念すべき第 1 回年会（京都）から始まり、東京では 5 年振りに第 7 回年会を東京で開催させていた

だく運びとなりました。急速な発展を遂げている核酸医薬創薬研究を本学会でさらに拡大、加速していただけ

れば幸いです。  

  

年会プログラムは、上記 5 つの領域部門が主催するシンポジウムの他、新たな企画シンポジウムを計画し

て鋭意準備を進めています。さらに教育セッションをベーシックとアドバンストの 2 会場にしてグレードアップして

います。また海外の最新情報に触れられる OTS シンポジウムでは、選抜された優秀演題の発表のセッション

を新規に開設して国際化を推進していきます。 

 

  年会開催費は会員の参加費等で賄うのが本旨でありますが、東京の都心での開催で開催費が高騰しており

ます。そこで日頃より本研究分野の振興と発展に多大なるご理解を賜っております諸企業、諸団体および機関

に格別のご援助をお願いする次第でございます。 

   

本年会を核酸医薬の臨床展開の一助とするために、実行委員一同努力して参りますが、貴社よりのご援助

を賜ることができれば、幸甚に存じます。コロナ感染など国内外の諸情勢も厳しい折、誠に恐縮ではございま

すが、当年会開催の事情をご賢察の上、ご支援ご援助を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

末筆ながら、皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げます。 

  2022 年 2 月 

 日本核酸医薬学会 会長 

 日本核酸医薬学会第 7 回年会 年会長 

 東京医科歯科大学医学部（脳神経内科） 

 教 授  横田 隆徳 

開 催 概 要 

 

 

ご 挨 拶 
 



 

１．会議名称 

 日本核酸医薬学会第 7回年会 

 

２．年会長  

横田 隆徳 東京医科歯科大学医学部（脳神経内科） 

 

３．会期 

 2022年 7月 31日（日）～8月 3日（水） 

 

４．会場 

 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター（東京都千代田区神田） 

 東京都千代田区神田駿河台 4丁目 6 

 

５．ホームページ 

 https://www.procomu.jp/natsj7/ 

 

６．開催計画の概要 

1) プログラム（予定） 

・特別講演（1件） 

・学術シンポジウム（5件） 

・企画シンポジウム（4件） 

・OTS (Oligonucleotide Therapeutics Society) シンポジウム  

・一般講演（10演題程度） 

・ポスター発表（100演題程度） 

・教育セミナー（10件） 

・企業展示 

 

2) 参加対象者 

核酸医薬分野に携わるアカデミア研究者、医師、製薬企業・製造企業の関係者、 

規制関係者（PMDA・国立衛研等）、学生 

 

3) 参加予定数       

  1,000名  

 

 

 

 

 

開 催 概 要 

 

 



７．日本核酸医薬学会第 7回年会 組織委員 

年会長    横田 隆徳（東京医科歯科大学 医学部 脳神経内科） 

日本核酸医薬学会会長   横田 隆徳（東京医科歯科大学 医学部 脳神経内科） 

化学担当 主幹事  和田  猛（東京理科大学 薬学部） 

生物担当 主幹事  小寺  淳（田辺三菱製薬株式会社） 

デリバリー担当 主幹事  有馬 英俊（第一薬科大学） 

医学・臨床担当 主幹事  小泉  誠（第一三共株式会社） 

ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ担当 主幹事 井上 貴雄（国立医薬品食品衛生研究所） 

広報担当 主幹事  上野 義仁（岐阜大学 応用生物科学部）  

国際担当 主幹事  横田 隆徳（東京医科歯科大学 医学部）  

顧問    佐々木 茂貴（東京医科歯科大学 医学部） 

日本核酸医薬学会事務局  川上 純司（甲南大学 フロンティアサイエンス学部） 

 

８．年会事務局 

 日本核酸医薬学会第 7回年会 事務局 

 〒113-8519 東京都文京区湯島 1-5-45 

 東京医科歯科大学 脳神経病態学分野  

  

９．各種問合せ先 

   住所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階   

株式会社プロコムインターナショナル 日本核酸医薬学会 第７回年会運営担当宛 

TEL： 03-5520-8821   FAX：03-5520-8820  E-mail：natsj7@procom-i.jp 

  

mailto:natsj7@procom-i.jp


 

 

1．概要 

   【開催時間】 2022年 7月 31日（日） 別会場にて関連シンポジウムを実施                         
2022年 8月 1日 （月） 9:00～18:00 

   （予定）   2022年 8月 2日 （火） 9:00～18:00 
  2022年 8月 3日 （水） 9:00～15:00 
          ※プログラムにより時間変更する場合があります。 

   【展示会場】 2階 ホワイエ 

                ※展示会場の配置は、展示内容等を勘案して事務局で決定します。 
                   
2. 出展費用 

１）医薬品・機器：300,000円/1小間 

（スペース渡しのみ（W1800mm×D900mm×H2100mm）） 

注）上記金額は展示スペースのみの料金です。バックパネル、サイドパネル等は含

まれておりません。後日パッケージブース（有料）をご案内させていただきます。 

また、特別電気工事費、電気使用料は別途ご請求となります。 

２）書籍：50,000円/1小間 

（1小間＝机 4本、机 1本追加毎に 15,000円の追加料金） 

   なお、書籍展示スペースには書籍以外の展示はご遠慮ください、書籍展示であるか 

どうかの判断は年会長がいたします。 

 

3. 申込締切日 

2022 年 5 月 31 日（火）  
下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。  

https://procom-i.jp/natsj2022sponsor/ 

申込締切： 2022年 5月 31日（火）までにお申込ください。  

出展料は指定口座に大会前日までにお振り込み下さい。大会前日前  

までにお振込が難しい場合は別途ご連絡をお願いいたします。  

請求書が必要な場合はご連絡ください。  

 

4. 申込・問い合わせ 

    住所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階   

株式会社プロコムインターナショナル 日本核酸医薬学会 第７回年会運営担当宛 

TEL： 03-5520-8821   FAX：03-5520-8820  E-mail：natsj7@procom-i.jp 

  

商品・機器等展示会募集要項 



「プレミアム」、「ゴールド」、「シルバー」、「ブロンズ」と４種類のパッケージ協賛を用意

しております。 

 プレミアム ゴールド シルバー ブロンズ 

パッケージ協賛額 1,500,000 1,000,000 700,000 350,000 

申込枠数 3社 3社 10件 20件 

ランチョンセミナ

ー２、４、６（400

～600名収容） 

(単独申し込みの場

合は 700,000円) 

 

 

● 

   

ランチョンセミナ

ー３、５、７（100

～200名収容） 

(単独申し込みの場

合は 400,000円) 

  

 

● 

  

展示ブース小間数 

(単独申し込みの場

合は 300,000円/1

小間) 

● 

（2小間） 

● 

（1小間） 

● 

（2小間） 

● 

（1小間） 

抄録集広告掲載頁

選択権（先着順） 

表 2、表 3、表

3対向後付け

の選択権があ

ります。 

広告料は別途

になります。 

● 

後付け広告 

1枠 

(単独申し込み

の場合は

100,000円) 

  

 

パッケージ協賛の

特典 

 

 

本学会の下記媒体に貴社ロゴを掲載いたします。 

（次頁の「掲載例」参照） 

・抄録集の表４ 

・オンライン抄録集(２頁目に掲載) 

・本学会ホームページ 

・開会式と閉会式にてスライドにて表示し、口頭でご紹介 

・懇親会でスライドに表示、口頭でご紹介 

・総合受付に設置する立看板に掲載 

・第１会場、第２会場入口に設置する立看板に掲載 

注： 

・●の項目は上記パッケージ協賛金に含まれます。 

・お申し込みは先着順にて承ります。 

・共催セミナー、展示の募集要項、仕様に関しては個々の要項に準じます。 

・共催セミナー、展示は別途追加申し込みも可能です。 

パッケージ協賛募集要項 



 

（ロゴ掲載例：OTS より） 

 



 

 

本学会の参加者に配布するコングレスバッグの協賛会社を下記のように募集いたします。 

 

１． コングレスバッグ協賛金額 

300,000 円/社 

１）デザイン、形状等は主催者に一任ください。 

２）コングレスバッグには協賛企業の企業ロゴ／製品ロゴ、ならびに Natsj2022 のロゴを印字    

いたします。 

３）参加者全員に配布されるコングレスバッグに、コングレスバッグ協賛企業のチラシを封入   

いたします。 

チラシのサイズは A4 以下とさせていただきます。チラシは貴社にて作成し事前に運営会 

社に送付ください。 

 

２．配布対象者と作成個数 

本学会参加者を対象といたしまして 1,000 個を作成予定です。 

 

３．配布場所 

学会総合受付にて参加者に配布予定です。 

 

４．募集枠 

2 社限定といたします。 

コングレスバッグの両面を使い片面に協賛企業の企業ロゴ／製品ロゴを 1 社ずつ掲載い

たします。 

 

５．申込方法： 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

https://procom-i.jp/natsj2022sponsor/ 

 

６．申込み締切日：2022 年 5 月 31 日（火） 

 

７.申込・問い合わせ 

    住所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階   

株式会社プロコムインターナショナル 日本核酸医薬学会 第７回年会運営担当宛 

TEL： 03-5520-8821   FAX：03-5520-8820  E-mail：natsj7@procom-i.jp 

  

コングレスバッグ協賛募集要項 



 

1. サイズ・発行部数 

 A4版、約 100頁 1,000部 

 

2.  広告掲載料金・募集社数 

1）表 2 カラー）1 頁  180,000円 ※募集 1社（先着） 

2）表 3（カラー）1頁  150,000円 ※募集 1社（先着） 

3）後付（モノクロ）1 頁   100,000円 ※募集 4社 

4）後付（モノクロ）1/2 頁   50,000 円 ※募集 4社 

 

注） 

・表 2、表 3に関してはパッケージ協賛のプレミアムスポンサーに優先選択  

権がございます。 

・モノクロ・カラー印刷ともに「.ai」、「.pdf」などのデータによる入稿をお願いし

ます。 

    

3. 申込締切日 

2022 年 5月 31 日(火)    

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 
https://procom-i.jp/natsj2022sponsor/ 

 

4. 広告原稿の提出 

版下は完全版下（可能な限り電子データ）でご送付ください。 
 
5. 申込・問い合わせ 

    住所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階   

株式会社プロコムインターナショナル 日本核酸医薬学会 第７回年会運営担当宛 

TEL： 03-5520-8821   FAX：03-5520-8820  E-mail：natsj7@procom-i.jp 

 

  

講演要旨集広告掲載募集要項 



 

１．開催予定日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

注１）パッケージ協賛申し込みがある場合はそちらに選択優先権がございます。 

   注２）ランチョンセミナー以外の共催セミナーも募集しておりますので運営事務局  

にご相談ください。 

 

２．事務局準備機材・備品 

講演会場仕様の機材（スクリーン、PCプロジェクター、レーザーポインター、会

場前の表示）は事務局で準備いたします（費用は申込金額に含まれます）。 

 

３．広報ならび参加受付 
    1) 年会ホームページに共催社名ならびにセミナーの内容等を掲載します。 

   後日、掲載依頼内容を連絡させていただきます。 

2) 共催企業作製の共催セミナーチラシ(A4サイズ)を会場受付近くの「自由にお取りくださ

い」デスクに配置できます。 

     3) 当日の朝、会場で参加希望者に該当チケット(整理券)を配布します。 

       また、共催セミナーチラシ(A4サイズ)を整理券配布デスクにて希望者に配布 

することができます。 

 

４．共催費用 

第 1会場【400～600名収容予定】：700,000円（ランチョンセミナー２，４，６） 

第 2会場【200名収容予定】  ：400,000円（ランチョンセミナー３，５，７） 

 

お茶の水医学会館/東京医科歯科大学講義室： 

【60～100名収容予定】：200,000円（ランチョンセミナー1） 
 

 

 

 

 

開催日 セッション名 会場 席数予定 共催費 

7月 31日（日） ランチョンセミナー１ お茶の水医

学会館/東京

医科歯科大

学講義室 

約 60-100 名

（生物分野中心） 

200,000円 

8月 1日（月） 
ランチョンセミナー２ 第１会場 約 600名 700,000円 

ランチョンセミナー３ 第２会場 約 180名 400,000円 

8月 2日（火） 
ランチョンセミナー４ 第１会場 約 600名 700,000円 

ランチョンセミナー５ 第２会場 約 180名 400,000円 

8月 3日（水） 
ランチョンセミナー６ 第 1会場 約 600名 700,000円 

ランチョンセミナー７ 第２会場 約 90～140名 400,000円 

ランチョンセミナー、その他共催募集要項 



＜共催費用に含まれるもの＞ 

・ 講演会場費/付帯設備費（机、椅子、ステージ等） 

・ 音響関係費/照明関係費 

・ 会場機材費（本大会で使用している設置済み機材） 

・ PC発表用機材（スクリーン、プロジェクター、講演台上モニター１台） 

・ レーザーポインター 

・ マイク（座長席/演者席/客席） 

 

＜共催費用に含まれないもの＞ 

上記以外の経費は別途共催会社様にてご負担をお願いいたします。 

（例）控室、機材、共催セミナー参加者飲食費（弁当・お茶等）、講師等飲食費、講師旅費・

謝金・宿泊費、看板装飾、運営人件費、印刷物制作費等、その他 

 

５．申し込み 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 
https://procom-i.jp/natsj2022sponsor/ 

お支払い方法の詳細は、お申し込み受付後、別途ご連絡いたします。 

詳細（演題名、演者など）に関しましては、後日確認させていただきます。 

   ＊申込締切日  2022 年 4月 30 日（土） 

 

６. 申込・問い合わせ 

    住所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階   

株式会社プロコムインターナショナル 日本核酸医薬学会 第７回年会運営担当宛 

TEL： 03-5520-8821   FAX：03-5520-8820  E-mail：natsj7@procom-i.jp 

 

  



 

 

１．募金の目的・使途 

    日本核酸医薬学会第 7回年会の運営費用 

 

２．募金目標金額 

    1,200,000円 

 

３．募集期間 

    2022年 1月 20日（木）～ 2022年 8月 31日(水) 

 

４．寄付金額 

 1口 30,000円とさせていただきます。 

 

５．情報公開 

「企業活動と医療機関等との透明性に関する指針」に従い、本件に関する情報公開

について同意させていただきます。 

 

６．お申込方法 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申込みください。 

    https://procom-i.jp/natsj2022sponsor/ 

（掲載を希望されない場合はその旨お知らせください）。 

 

７．申込・問い合わせ先                   

住所：〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階   

株式会社プロコムインターナショナル 日本核酸医薬学会 第７回年会運営担当宛 

 TEL： 03-5520-8821   FAX：03-5520-8820  E-mail：natsj7@procom-i.jp 

 

８．送金先                                        
 銀行名 ：みずほ銀行 本郷支店（075） 
口座番号：（普）4189800 
口座名 ：日本核酸医薬学会 第７回年会 年会長 横田 隆徳 

 
  
９．透明性ガイドラインに関する同意について 

本学会では、本学術集会（寄附金）に関して、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。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、予めご了承ください。 

 

 

 

寄付金募集要項 



 

 

下記サイトより必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

https://procom-i.jp/natsj2022sponsor/ 
 

 

注 1）後日、別枠の協賛（例：最初に展示を申し込まれて、後日、広告掲載も申し込む場

合等）をお申し込みされる場合は、同様に上記サイトよりお申し込みください。 

 

注 2）一度お申込みされましたらキャンセルはできませんので予めご了承ください。 

 
 
（連絡先） 

株式会社プロコムインターナショナル 
日本核酸医薬学会 第７回年会運営担当 

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 6番地 11 TFTビル東館 9階 

TEL 03-5520-8821 FAX 03-5520-8820 

電子メール：natsj7@procom-i.jp 

 

 

各種申し込み方法 


