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第57回日本組織細胞化学会総会・学術集会を杏林
大学でお世話させて頂くことになりました。会期は
2016年９月３日
（土）、４日（日）の２日間で、会場は

会と2011年の第36回講習会）、杏林大学は東京エリ
アにおける組織細胞化学の拠点の一つになっています。
本年は６月に国際組織細胞化学会議がイスタンブ

今年竣工したばかりの杏林大学井の頭キャンパスで
す。このキャンパスには八王子から移転してきた３
学部（保健学部、総合政策学部、外国語学部）が入
り、本年４月から新入生を迎えます。医学部と付属

ールで開催されるということもありますので、今回
の大会はむしろコンパクトに、組織細胞化学に関心
を持つ方々が親密に交流できるような会になること
を目指しています。組織細胞化学の先端技術や病理・

病院のある三鷹キャンパスは従来のままですが、井
の頭キャンパスは杏林大学の新しい顔として、医学

臨床への応用技術が学べるシンポジウムやワークシ
ョップ、共催セミナーに加えて、若手を中心とした

部の一部の講義も含めて全学で利用されることにな
っています。新キャンパスはJR吉祥寺駅から距離
にして約2.5km、バスで約10分の場所にあります。
途中には都立井の頭公園や、三鷹の森ジブリ美術館、

シンポジウムをできるだけ取り入れ、また一般演題
も口演発表とポスター発表を配して若手が積極的に
アピールできる場を提供したいと考えています。
「見る」ことを究めて生命現象の本質に迫る組織

玉川上水緑道などもあり、天候が良ければ格好の散
策コースです。

細胞化学は、生命科学全般を包括する基本技術であ
り、本学会はその先達となる重要な役割をを担って

伝統ある日本組織細胞化学会総会・学術集会を杏
林大学で担当させて頂くのは、1997年に平野 寛先
生（現 名誉教授）が、第38回大会を三鷹市芸術文
化センターで開催して以来19年ぶりとなります。ま
た、日本組織細胞化学会が主催する組織細胞化学講

います。本総会・学術集会が組織細胞化学の情報発
信源として、また学術交流の場として最大限に活用
されることを願っています。会員・非会員を問わず、
また若手・ベテランを問わず、組織細胞化学に関心
を持つ出来るだけ多くの方々の積極的なご参加をお

習会を過去２回担当しており（1989年の第14回講習

待ちしています。

演題登録

2016年 4月26日㈫〜5月17日㈫ 事前参加登録 2016年 4月26日㈫〜6月14日㈫

１.プログラム

■ ■ シンポジウム（仮題）及びオーガナイザー
新しい手法による「観る・診る・看る」組織細胞化学
伊東

丈夫（東海大学）

川上

速人（杏林大学）

組織細胞化学を用いた神経系研究のup-date
小澤

一史（日本医科大学）

西

真弓（奈良県立医科大学）

金井

正美（東京医科歯科大学）

配偶子形成・受精・着床の最先端研究
金井

克晃（東京大学）

新しい組織細胞化学技術の病理学への応用
菅間

博（杏林大学）

加藤

良平（山梨大学）

プラズマ医療科学の創成に向けて
秋元

義弘（杏林大学）

池原

譲（産業技術総合研究所）

■ ■ ワークショップ（仮題）及びオーガナイザー
広がる超解像顕微鏡の世界
宮東

昭彦（杏林大学）

■ ■ 一般演題
口演発表

ポスター発表

■ ■ 共催セミナー
ランチョンセミナー
９月３日（土）
、４日
（日）

参加登録時に事前申込

■ ■ 懇親会
９月３日（土）
17：00～（予定）
会場：杏林大学

井の頭キャンパス内レストラン

２.演題・参加申込要領

■ ■ 受付期間
演 題 登 録：2016年４月26日
（火）
～５月17日
（火）
事前参加登録：2016年４月26日
（火）
～６月14日
（火）

■ ■ 発表形式
口演発表またはポスター発表
筆頭発表者として、３演題まで登録可能です（共著演題に制限はありません）
。演題の採否と発表
形式は実行委員会にご一任ください。
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■ ■ 演題申し込み資格
一般演題の筆頭発表者は日本組織細胞化学会の会員に限ります。未入会の方は、演題登録締切日ま
でに、別途日本組織細胞化学会事務局へ入会手続きをお取りください。

■ ■ 「事前参加登録」と「演題申し込み」の手順
発表希望者

参加希望者（聴講のみ・共同発表者も含む）

①「参加登録」をおこなう
指定アドレス⇒URL: http://mjshc.nacos.com/にアクセスして必要事項を登録してください。
会員ではない発表者は、「入会手続き中」として一連の登録手続きを完成してください。

②メールにて「参加登録受付」通知が届く
③「演題登録」をおこなう
抄録は和文・英文とも可です。
＊採択された演題と抄録についての著作権は日本組織細胞化学会に
帰属します。

④メールにて「演題登録受付」通知が届く
演題登録完了：登録期間内であれば、システム上での確認・修正・
取り消しができます。登録受付期間後は、修正・取り消しはできま
せん。また、入金確認後、参加登録情報についてシステム上の修正
はできなくなりますので、必要な場合はシステムサポートデスクま
でご連絡ください。

⑤総会・学術集会諸費用を送金する
メール「参加登録受付」通知を確認し、振込時注意事項を参照の上、期日までにご送金ください。

３．払込時注意事項
諸費用の払い込み前に、必ず事前参加登録を行ってください。
払 込 先：郵便振替口座：00960-2-308848
口座名義：第57回日本組織細胞化学会総会・学術集会
振込手数料は参加者にてご負担願います。
払込取扱票は１枚につき１名分をご送金ください。
参加登録後に配信される『参加登録受付』メールを参照し、払込取扱票に以下の記載必要項目を記
入してください。
「参加受付番号」
「参加登録者氏名」
「参加登録者所属機関名」
「連絡先住所、電話番号」
「会員・非
会員・学生の区別」
「金額」学部学生・大学院生は「指導教員の署名、捺印」
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４．参加費 …参加費と学会年会費は異なります。
事前参加登録
６月14日
（火）
まで

当日登録

一般会員

10,000円

12,000円

非会員一般（※参加のみ）

11,000円

13,000円

5,000円

7,000円

名誉会員・功労会員

招待

招待

非会員招待講演者／非会員座長

招待

招待

5,000円

5,000円

招待

招待

学生（学部学生・大学院生※会員非会員問わず）

懇親会費
懇親会費
（名誉会員・功労会員・非会員招待講演者・非会員座長）
事前参加諸費用払込締切日：2016年６月14日
（火）
まで

■周辺のおすすめスポット

▪井の頭公園
吉祥寺駅南口より徒歩５分。

©Museo d'Arte Ghibli
写真提供： 三鷹の森ジブリ美術館
▪三鷹の森ジブリ美術館
※入場チケットは日時指定の予約制です。事前に施設ホーム
ページにご確認ください。
写真提供：
（公財）東京都公園協会
▪神代植物公園
園内には4800種類、10万株の樹木。９月上旬はサルスベ
リ、パンパスグラスなどが見頃です。
隣接する深大寺参道は、深大寺そばが名物。
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・学術集会ホームページでは、禅林寺（森鷗外、太宰治 墓）、
太宰治ゆかりの玉川上水緑道など上記以外のおすすめスポッ
トについてもご紹介いたします。

５．プログラム・予稿集および参加証
事前登録をされた方には、プログラム・予稿集と参加証を、それぞれお送り致します。事前にプロ
グラム・予稿集、参加証が届いていない場合は、当日「振替払込請求書兼受領証」をご持参の上、
学会会場受付にお申し出ください。事前登録をされなかった会員の皆様へはプログラム・予稿集だ
けを送付いたします。
プログラム・予稿集を別にご希望の方には、学会期間中会場受付にて１部2,000円で頒布します。

６．お問い合わせ
〈総会・学術集会に関するお問い合わせ〉
第57回日本組織細胞化学会総会・学術集会事務局

〒181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2
杏林大学医学部解剖学教室（顕微解剖学）
ＴＥＬ：0422-47-5511（内線3416）
ＦＡＸ：0422-44-0866 E-mail：jshc57@ks.kyorin-u.ac.jp

〈登録システムに関するお問い合わせ〉
第57回日本組織細胞化学会総会・学術集会システムサポートデスク
E-mail：jshc_2016@nacos.com
営業時間：平日９：00～17：00

〈入会に関するお問い合わせ〉
日本組織細胞化学会事務局

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入ル 中西印刷株式会社内
TEL：075-415-3661 FAX：075-415-3662 E-mail：jshc@nacos.com
日本組織細胞化学会 入会金：2,000円
年会費：正会員10,000円、学生会員5,000円
会員には組織細胞化学講習会テキストが配布されます。

杏林大学井の頭キャンパス
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７．会場案内
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■アクセス
調布

柴崎
⃝吉祥寺駅・三鷹駅より、小田急バス「杏林大学井の頭キャンパス行」をご利用ください。
国領
布田
⃝会場では駐車場をご利用になれません。公共交通機関をご利用ください。

▪鉄道の最寄り駅
⃝三 鷹 駅：JR中央線快速にて、東京駅より33分、新宿駅より18分。
⃝吉祥寺駅：JR中央線快速にて、東京駅より30分、新宿駅より15分。
京王井の頭線急行にて、渋谷駅より17分。
※JR中央線特別快速は吉祥寺駅には停まりませんのでご注意ください。
▪バス便のご案内（小田急バス）
※運賃220円先払い。PASMO、SUICA等、各社交通系ICカードを使用できます。
⃝三 鷹 駅（JR中央線・総武線）南口
〔８番のりば〕
鷹63 杏林大学井の頭キャンパス行 10～15分
⃝吉祥寺駅（JR中央線・総武線・京王井の頭線）南口
〔５番のりば〕
吉13 杏林大学井の頭キャンパス行 10～15分
会場の見取り図、上記以外に利用できる鉄道の最寄り駅、バス路線などは、ホームページ、
プログラム・予稿集に掲載いたします。

第57回 日本組織細胞化学会総会・学術集会 事務局
杏林大学医学部解剖学教室（顕微解剖学）
〒181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2
ＴＥＬ：0422-47-5511（内線3416） FAX：0422-44-0866
E-mail ：jshc57@ks.kyorin-u.ac.jp
ＵＲＬ：http://mjshc.nacos.com/

