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日本バイオインフォマティクス学会 2019 年年会・ 
第 8 回生命医薬情報学連合大会(IIBMP2019) 

 
開催趣意書 

 
開催概要 
開催日 ： 2019 年 9月 9日（月）～11日（水） 
開催場所： 東京工業大学 大岡山キャンパス 
 〒152-8550 東京都目黒区大岡山２-１２-１ 

URL：https://iibmp2019.tokyo 
テーマ： 社会と融合する学問：生命医薬情報学 

 
主催： 日本バイオインフォマティクス学会（JSBi） 
       日本オミックス医学会 
後援： 日本メディカルAI 学会 
       情報計算化学生物学会（CBI 学会） 
協賛： 東京工業大学 
 

   懇親会： 10日（火） 
 
開催趣旨 
本大会は 2012 年から生命医薬情報学連合大会として開催されてきました。第８回目とな

る今回も昨年に引き続き日本バイオインフォマティクス学会と日本オミックス医学会（旧

日本オミックス医療学会）の２学会合同大会として開催いたします。さらに日本バイオイ

ンフォマティクス学会としては、20周年の大きな節目でもあります。本年は、東京工業大

学大岡山キャンパスにて開催します。	

	

情報解析を駆使する生物学の分野にバイオインフォマティクスという名が与えられてか

ら約 20年、その裾野は広大であり、現在では基礎生命科学のみならず医学・薬学、進化

学、情報科学、農学など様々な領域へと及んでいます。バイオインフォマティクスが扱う

研究内容は多種多様で、分野を代表するキーワードも時代ともに変遷してきました。配列

解析、構造解析、ネットワーク、機械学習、ビッグデータ、AIなど、今後も別の分野と融

合してますますとひろがっていくことが予想されます。中でも機械学習や AIに関する分野

は、学術だけでなく産業面においても非常に重要であり、その研究速度は著しいものがあ

ります。バイオインフォマティクスに限らず重要性が高まり広がる学術分野は細分化され
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それぞれが独自の分野へと発展していきます。細分化された各分野はさらに価値のあるも

のへと発展していきますが、一方でその発展の速さは分野間の情報共有を難しくしてしま

います。発展している分野全体をまたぐ情報共有を積極的に促進することにより、その分

野はさらに価値のあるものへと昇華し、そこでの知識共有がさらなるイノベーションへと

つながります。現在ではデータ解析に用いた独自のプログラムや解析パイプラインを

GitHub などのオンラインレポジトリによって共有することが一般的になっています。しか

しながら、バイオインフォマティクスが融合させている多くの分野間において、知識共有

はオンラインレポジトリだけでは十分ではありません。学会はこのようなオンラインで共

有することが難しい情報を共有する場としても存在しています。本大会では特に、バイオ

インフォマティクス分野が関わる多くの領域間で情報共有を積極的に行う場であることを

ここに強く明言します。	

領域間の情報共有という意味において示される領域は学術分野だけはなく、企業体、医

療機関、政府機関、そして一般国民も含んでいます。その中でも情報共有が比較的うまく

いき、バイオインフォマティクスが広くそして重要なツールとして活躍している一つの分

野が医学・薬学分野です。がん治療の際に行われるゲノム医療は昨年度に先進医療に認定

され、臨床現場においてさえ、その重要性が高まっています。今後ゲノム医療において

は、実際のゲノムデータ解析によってどのような解釈ができるのか、臨床データと紐付け

られた遺伝子配列情報からどのような解釈が可能なのか、など臨床現場との連携が進んで

いくことで、バイオインフォマティクスはその価値をより高めていきます。	

成功例である医学・薬学分野だけでなく、今後はさらに多くの分野でバイオインフォマ

ティクスがサイエンスの枠を超えて利用されていくことが予想されます。どこまで広がる

可能性があるかについて、異なる分野にいる全ての人々が互いに情報を共有し、その価値

観を議論することが次の 20年のサイエンスの礎になります。	

	

本大会では学術分野のみならず、医療機関、企業体、学生、一般社会、それぞれの立場

にいる方が参加できる入口と出口を用意します。サイエンス、そしてバイオインフォマテ

ィクスは楽しく、そして未来に価値を生むものです。全ての人々が自分と共有できること

を探し、自分が乗っているバイオインフォマティクスの巨人の肩にできるだけ多くの人材

を乗せることが、それぞれの研究を進めてくれるでしょう。本大会において、異なる価値

観が十分に融合すること期待しております。バイオインフォマティクスに関心をもつ多く

の方々にぜひご参加ならびにご支援をお願いできれば幸いです。	

	

大会長 山田 拓司 
 
キーワード： バイオインフォマティクス、社会への融合、知識共有 
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使用言語：日本語（一部英語での発表も含む） 
 
実行組織： 
実行委員長 山田拓司 東京工業大学生命理工学院 
会場 山田拓司 

山本希 
東京工業大学生命理工学院 
東京工業大学生命理工学院 

 小谷野仁 東京工業大学生命理工学院 
スポンサー・ランチョン 瀬々潤 

荻島創一 
株式会社ヒューマノーム研究所 
東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 

HP・学会ポスター 
要旨集 

奥田修二郎 
守屋勇樹 

新潟大学大学院医歯学総合研究科 
ライフサイエンス統合データベースセンター 

企画・BOF 山田拓司 東京工業大学生命理工学院 
公開セッション 片山俊明 

川島秀一 
ライフサイエンス統合データベースセンター 
ライフサイエンス統合データベースセンター 

プログラム委員 橋本浩介 理化学研究所 
 関嶋政和 東京工業大学科学技術創成研究院 
 石田貴士 東京工業大学情報理工学院 
 森宙史 国立遺伝学研究所 
 小寺正明 東京大学工学研究科 
 山西芳裕  

 
九州工業大学大学院情報工学研究院 

前年度大会長 冨田勝 慶應義塾大学先端生命科学研究所 
   
JSBi 会長 岩崎渉 東京大学大学院理学系研究科 

   
 
想定参加層 大学、研究機関、企業 
想定参加者分野 生命情報科学、情報科学、生命科学、医学、薬学 
想定参加者数 400名 
 

参加費（早期割引額） 
 会員 12,000 円 (10,000 円) 
 非会員 18,000 円 (16,000 円) 
 学生  4,000 円 (3,000 円) 
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企業展示・セッション 
スポンサーセッション, ランチョンセミナー、チュートリアル 
種別 広告種別 予定価格 予定時間 募集 招待券 

プラチナ 
収容 400名程度 

プラチナ 25万円 1.5 時間 ２社 6枚 

ゴールド 
収容 150名程度 

ゴールド 15万円 1.5 時間 ２社 5枚 

ランチョンセミナー 
（※弁当代別途） 
(※100名まで） 

ゴールド 15万円 1時間 ４社 4枚 

※ 1食 1000円程度 
 

展示ブース (電源使用可, >500W要相談) 
広告種別 価格 ブース

サイズ* 
招待券 

プラチナ 25万円 ３枠 6枚 
ゴールド 15万円 2枠 4 枚 
シルバー 10万円 1枠 3 枚 

アカデミック     5 万円 1枠 無し 
※アカデミックブースについては 5割引とし、招待券のご提供は無しとさせて頂きます。 
１枠W1000 D900 H2100 程度(平机つき)（予定） 
 
Web・冊子掲載ロゴ種別詳細： 
プラチナ 当ウェブサイトにロゴの掲載、及び「プラチナスポンサー」表示。会場

案内板にロゴの表示。プログラムにモノクロ 2ページの広告を掲載 
ゴールド 当ウェブサイトにロゴの掲載、及び「ゴールドスポンサー」表示。会場

案内板にロゴの表示。プログラムにモノクロ 1ページの広告を掲載 
シルバー 当ウェブサイトにロゴの掲載、及び「シルバースポンサー」表示。 
 
広告掲載・カタログ配布 

Ø パンフレット広告 5 万円 
² プログラムにモノクロ１ページの広告を掲載。Webにシルバー相当のロゴ掲
載 

Ø Webへのロゴ掲載、もしくは、Webへのバナー広告掲載 
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² 20万円：プラチナ相当のロゴ及び 250x130 ピクセル相当のWeb広告 
² 10万円：ゴールド相当のロゴ及び 200x100 ピクセル相当のWeb広告 
² 5 万円：シルバー相当のロゴ及び 150x80ピクセル相当のWeb広告 

Ø カタログ配布 1万円/100部 
 
寄付または賛助金 1口 5万円：免税措置なし 
 
 

連絡先 
第 8回生命医薬情報学連合大会（IIBMP2019）実行委員会事務局 
東京工業大学生命理工学院 山田研究室内 
 
〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1 M6-4 
URL: https://iibmp2019.tokyo 
メールアドレス： iibmp2019@googlegroups.com 
 
 
 
  



 6 

参考：会場案内図・見取図 

 
 
 
教室割当 

割当案 室番号 室名 面積(㎡） 定員（人） 備考 

招待講演 70 周年記念会館 715 868 シンポジウム会場 

ﾎﾟｽﾀｰ発表 くらまえホール 424 360 http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/floor/index.html 

受付・クローク くらまえホール前 - -  

A 会場 くらまえホール 424 360  

B 会場 ロイアルブルーホール 179 120  

C 会場 手島精一記念会議室 138 40  

事務局 くらまえホール前 - -  

理事会・幹事会 手島精一記念会議室 138 40  

企業展示 くらまえホール・ロビー - -   
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会場見取り図 
 
70周年記念講堂（主会場） 
 

 
 
くらまえ会館 
 

 


