
参 加 費
学会会員：5000円　非会員：7000円（事前予約）・8000円（当日）　学生：無料（要参加登録）

〒104-0033 東京都中央区新川 1-5-19 茅場町長岡ビル 6階
Phone: 03-6264-9071　Fax: 03-6264-8344　Email:  jsgdtsympo@may-pro.net

シンポジウム事務局・連絡先
株式会社メイプロジェクト

第12回  日本遺伝子診療学会 
遺伝子診断・検査技術推進フォーラム 公開シンポジウム 2022

ゲノム医療の新たな局面
2022年 12月2日（金）   9 :50～17:20

主催 日本遺伝子診療学会 遺伝子診断・検査技術推進フォーラム実行委員会

受付開始 9:20

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6　https://solacity.jp/access/〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6　https://solacity.jp/access/

（当日ライブ配信＋後日オンデマンド配信）（当日ライブ配信＋後日オンデマンド配信）

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

_オンデマンド配信期間_
2022年12月9日（金） ▶▶ 2023年1月8日（日）

_オンデマンド配信期間_
2022年12月9日（金） ▶▶ 2023年1月8日（日）

ハイブリッド開催 2023年 1月8日（日）まで
参加登録を受付けております。

取得可能単位も、こちらでご確認いただけます。
http://www.gene-dt.jp/forum.html

9:50～ 10:00　開会の挨拶
 中山 智祥 日本遺伝子診療学会 理事長　
  日本大学医学部 病態病理学系臨床検査医学分野 主任 教授
  日本大学病院臨床検査部 部長

10:00～ 12:00　第 1部
難病のゲノム医療の進展と今後
座長 堤　正好   一般社団法人 日本衛生検査所協会 理事 顧問
座長 奥川 喜永 三重大学医学部附属病院 ゲノム医療部 教授

令和6年診療報酬改定に向けて（内保連の対応状況等）
 黒澤 健司   神奈川県立こども医療センター 遺伝科 部長
  日本人類遺伝学会保険委員会 委員長

難病の全ゲノム解析等実証事業について
 三宅 紀子 国立国際医療研究センター 研究所 疾患ゲノム研究部 部長

全ゲノム解析の医療応用に向けた人材育成
：先行したマイクロアレイ染色体検査を踏まえて 
 小崎 健次郎 慶應義塾大学医学部 臨床遺伝学センター 教授

わが国の難病対策・ゲノム医療の最新の動向
 江﨑 治朗 厚生労働省 健康局 難病対策課 課長補佐

12:10～ 12:50　ランチョン・セミナー

13:00～ 15:00　第 2部 
ゲノム医療をめぐる最近のトピックス
（ゲノム医療・研究に関わる課題の克服）
座長 仁井見 英樹  富山大学附属病院 検査・輸血細胞治療部 准教授 部長
  / 遺伝子診療部 部長

座長 松下 一之 千葉大学医学部附属病院 検査部部長 /遺伝子診療部 診療教授 17:15～ 17:20　閉会の挨拶

12:00～ 12:10　休憩

12:50～ 13:00　休憩

 青木　洋子 日本遺伝子診療学会 副理事長
  東北大学医学系研究科 遺伝医療学分野 教授
  東北大学病院 遺伝科 科長 / 遺伝子診療部 部長

着床前遺伝学的検査（PGT：Preimplantation Genetic Testing）への
日本産婦人科学会の取組み
 三上 幹男   日本産科婦人科学会 倫理委員会 委員長
  東海大学医学部専門診療学系産婦人科学 教授

NIPT実施に関わる新たな枠組みの現状について
 岡　明 日本医学会 出生前検査認証制度等運営委員会 委員長
  日本小児科学会 会長 
  埼玉県立小児医療センター 病院長

日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」の改定
 福嶋 義光 信州大学 名誉教授
  信州大学医学部 遺伝医学教室 特任教授

遺伝情報による差別禁止法は必要か？
 武藤 香織 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授

15:15～ 17:15　第 3部
15:00～ 15:15　休憩

がんゲノム医療の今後
座長 中谷　中   三重大学ゲノム医療部 客員教授
  伊賀市立上野総合市民病院  伊賀市健診センター長

座長 森　篤雄   株式会社ニッポンジーン 研究本部 技術顧問

小児・AYA世代のがん患者の全国ゲノム診断プラットフォームの構築
 加藤 元博   東京大学医学部附属病院 小児科 教授

造血器腫瘍における遺伝子パネル検査
 加留部 謙之輔 名古屋大学大学院 医学系研究科 臓器病態診断学 / 病理部 教授
がん全ゲノム解析とゲノム医療（患者還元）・産業利用
 丸木 雄太 国立がん研究センター がんゲノム情報管理センター（C-CAT）
  情報利活用戦略室 室員 /胆膵内科 医員

全ゲノム解析とゲノムの共有・データベース
 井元 清哉 東京大学医科学研究所 教授 /ヒトゲノム解析センター センター長



第 12 回 日本遺伝子診療学会：遺伝子診断・検査技術推進フォーラム 

公開シンポジウム 2022 

開催案内 

 

今年度も、日本遺伝子診療学会：遺伝子診断検査技術推進フォーラム実行委員会主催にて、

公開シンポジウムを下記のとおり開催いたします。 

 

第12回 日本遺伝子診療学会：遺伝子診断・検査技術推進フォーラム  

公開シンポジウム２０２２「ゲノム医療の新たな局面」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●開催日時  2022年12月2日（金） 9：50～17：20 

●会場    御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 

●開催形態  ハイブリッド開催（現地開催+当日ライブ配信+後日オンデマンド配信） 

              オンデマンド配信期間：2022年12月9日(金)～2023年1月8日(日)予定 

●プログラム 貼付のチラシをご確認ください 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

★参加登録の受付を開始いたしました。 

今年度はライブ配信も行いますので、現地にお越しいただくのが難しい方もご自宅やご所

属先にてリアルタイムで視聴することが可能です。 

 

会期当日の参加登録も可能ですが、現地会場へお越しいただいた場合もお手持ちの PC、ス

マートフォン等より、オンライン上で参加登録いただく必要がございますので、事前に参加

登録をお済ませいただきますよう、お願いいたします。 

 

参加登録期間： 

2022 年 10 月 20 日(木)～2023 年 1 月 8 日(日)正午まで 

非学会員事前登録：2022 年 10 月 20 日(木)～2022 年 12 月 1 日(木) 

非学会員当日以降：2022 年 12 月 2 日(金)～2022 年 1 月 8 日(日)正午まで 

 

参加費： 

事前登録、当日以降のご登録ともクレジット決済をお願いいたします。 

学会員：5,000 円  

非学会員：事前 7,000 円 当日以降 8,000 円  

学 生：無料（要参加登録） 

 



参加登録はこちら 

https://www.gakkai-web.net/p/mp/jsgdt2022/new2.php 

 

公開シンポジウム 2022 は、以下の資格更新のための研修会としての開催を予定しております。 

詳細は、日本遺伝子診療学会ホームページをご確認ください。 

 

■日本遺伝子診療学会ホームページ■ 

 http://www.gene-dt.jp/forum.html 

 

●日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会 

臨床遺伝専門医資格更新単位／3 単位 

 

●日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会  

認定遺伝カウンセラー資格更新単位 ／8 単位 

 

●日本人類遺伝学会 GMRC 更新単位 ／8 単位 

 

●日本遺伝子診療学会  

ジェネティックエキスパート資格更新単位／8 単位 

 

●日本遺伝子分析科学同学院  

遺伝子分析科学認定士資格更新単位／5 単位 

 

●日本臨床検査医学会  

日本専門医機構認定臨床検査専門医資格更新単位／6 単位※ 

※第 1 部（2 単位）、第 2 部（2 単位）、第 3 部（2 単位） 

 

 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

日本遺伝子診療学会公開シンポジウム事務局 

株式会社メイプロジェクト内 

TEL: 03-6264-9071 

E-mail: jsgdtsympo@may-pro.net 

 

 

https://www.gakkai-web.net/p/mp/jsgdt2022/new2.php
http://www.gene-dt.jp/forum.html
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