
すでに日生誌2号に掲載された本郷利憲庶務幹

事の意思表明にもありますように，日本生理学会

では2009年のIUPS大会をわが国へ招致すること

に決定し，先日IUPS事務局宛に招致状を送りま

した．IUPS大会を主催することは日本生理学会

にとっても大事業であり，大きな負担を背負うこ

とにもなります．ここで，生理学会としてこの結

論に至るまでどのような取り組みを行ってきたの

かを紹介し，招致検討委員会における議論の経過

と問題点を会員の皆様に知っていただき，ご協力

を仰ぎたいと思います．

IUPS大会日本招致に関しては1993年のGlas-

gow大会以来繰り返し提案を行ってまいりまし

たが，候補地として採択されるには至りませんで

した．1999年4月のIUPS理事会において大会開

催地の決定方法の見直しが行われ，開催地が地理

的に偏らないように配慮することが申し合わされ

ました．過去の開催地およびすでに決定している

開催地がHelsinki，Glasgow，Sankt Petersburg，

Christchurch（New Zealand），Washington DC

とアジア地域での開催が久しくないこと，わが国

での開催は1965年にあっただけであることなど

から，わが国が立候補すれば認められる可能性が

高くなった現在，真剣にこの問題を検討すべきで

はないかということになり，生理学会にIUPS大

会招致検討委員会が設置され，平成12年8月9日

以来3回の会合が開かれ検討が重ねられてきまし

た．また平成12年12月2日の常任幹事会でも議

論が交わされ，招致へ踏み切ることが決定したわ

けです．

招致検討委員会での議論の中心はIUPS大会を

招致することの目標とメリットでした．具体的な

議論の中身は，①外国における大会へ参加するだ

けでなく，自らが大会を組織することによってわ

が国の生理学を対外的にアピールすることに意義

があること，②大会を招致することによって生理

学に携わる者の意識改革を目指し，③次世代の中

心的役割を担うものを養成することなどでありま

した．しかし，そのためには生理学会を改革して

現在よりももっと活性化することが前提であり，

具体的な計画として，年次大会運営方法や常任幹

事会運営を改革することが必須であるとの意見が

強く出されました．活発な年次大会を毎年継続し

て開催することが基本であり，そのための具体的

な組織，方策が必要とされました．一案として，

学会に常設の学術委員会（仮称）を設け，学会主

導で年次大会におけるシンポジウムの企画などを

積極的に行うことが検討されています．

財政面での検討も行われました．外国から多数

の生理学者に参加してもらうことが財政的にも大

会を成功させる第一の条件であり，そのためには

魅力ある内容にすることが最重要であるとの意見

の一致を見ました．参加者を増やす方策として，

生理学会年次大会とドッキングした形で開催する

こと，例えばミニEXPOなどの展示企画も提案

されました．

平成12年12月2日に行われた生理学会常任幹

事会では消極的賛成2名を含め全員が大会招致を

行うことで意見が一致しました．このときの強い

付帯意見として8年後にIUPS大会を実際に運営

することになる次の世代がやり易いように基盤整

備（財政基盤を含め）をしておくことが求められ

ました．

このような議論を踏まえ，日本生理学会では平

成13年2月1日付けでIUPS事務局宛に別紙のよ

うな招致状を送付しました．今後，IUPS理事会

で書面審査が行われ，計画が適切であると認めら

れた3件ほどがChristchurchにおけるIUPS総会

に掛けられ審議，投票により決定される運びにな

っています．
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これからも本件に関する進捗状況を随時日生誌

上でお伝えしていく予定にしております．なお，

招致検討委員会は一応その任務を終えましたが，

構成メンバーは次のとおりでした．

（50音順）

伊藤正男，大森治紀，岡田泰伸，岡野栄之，小野

武年，金子章道，倉智嘉久，栗原　敏，津本忠治，

本郷利憲，本間研一，松尾　理，丸山芳夫，御子

柴克彦，宮下保司

Professor E. Weibel,

President, IUPS

L.G.N., Battiment CERVI

Hopital de la Pitie-Salpetriere,

83 Boulevard de l’Hopital

F-75013 Paris

France

February 1, 2001

Dear President Weibel,

The Physiological Society of Japan (PSJ) ex-

tends its cordial invitation to host the IUPS Con-

gress in the year of 2009 in Japan. In 1965, Japan

hosted the XXIII IUPS Congress in Tokyo. In the 36

years after the Tokyo Congress, The Physiological

Society of Japan has grown in membership and ac-

tivities. Now, we have approximately 3,500 mem-

bers and the Annual Meeting has nearly 1,800 par-

ticipants. We will continue our efforts to further

strengthen our scientific activities in the coming 8

years, and PSJ has started a renovation plan to

achieve this goal. This plan includes recruitment of

new members, encouragement of young investiga-

tors and collaboration with scientists of other fields

related to the physiological sciences. When this

goal is achieved, PSJ will have over 2,500 active

participants attending the Annual Meeting.

MEETING VENUE AND SCHEDULE

We propose Kyoto International Conference Hall

as the meeting venue. This is a facility suitable for

holding an International Congress with 3,000 to

5,000 participants. It is a state-of-the-art meeting

and exhibition complex located right on the

doorstep of Japan's ancient capital, Kyoto. The city

of Kyoto is easily accessible from overseas by Kan-

sai International Airport.

The proposed schedule for the Congress will be

from Monday, July 27 to Saturday, August 1, 2009.

SCIENTIFIC PROGRAM

Physiology is the science which studies functions

and mechanisms of living organisms, integrates

these elements and their contribution to homeosta-

sis, and thus will be the core of post-genomic sci-

ences. The central theme of the 2009 IUPS Con-

gress will be“Function of Life: Elements and Inte-

gration”. We are planning to put the highest impor-

tance to the main Congress. Satellite meetings in

Japan and neighboring Asian countries will be en-

couraged in order to promote close interaction be-

tween participants of specific research fields.

Merging the Annual Meeting of the Physiological

Society of Japan with IUPS will ensure active par-

ticipation by members of PSJ. Also merging with

Annual Meetings of other societies with related sci-

entific disciplines is also being considered. The

Local Program Committee will share the responsi-

bility for organization and the quality of the scien-

tific program with the International Program Com-

mittee.

FINANCIAL ARRANGEMENTS

The Physiological Society of Japan will take the

total fiscal responsibility for the congress.

The discounted fee for early registration will

be set at JP¥35,000 (equivalent to US$300 at

the current rate) and for students will be set at

JP¥10,000 (equivalent to US$85). Accommo-

dation in Kyoto is ample (over 3,000 rooms in

more than 30 hotels) and the room charge is

reasonable (single room charge ranging from

JP¥20,000 for the most luxurious hotel to
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JP¥6,800 for economical one). Rough estima-

tion of the total budget will be ¥170 Million

(US$1.45 Million) including registration fee of

approximately ¥123 Million (2900 delegates,

100 accompanying persons and 600 students).

The Physiological Society of Japan will exe-

cute its maximum effort to raise funds to sup-

port young investigators from the developing

countries who will be participating in the Con-

gress.

CORE MEMBERS OF THE LOCAL PROGRAM

COMMITTEE AND THE ORGANIZING COM-

MITTEE

a) Local Organizing Committee

Honorary President: Prof. Setsuro Ebashi

Honorary President: Prof. Masao Ito

President: Prof. Akimichi Kaneko

Chairperson of the Program Committee: 

Prof. Yoshihisa Kurachi

Treasurer: Prof. Satoshi Kurihara

Secretary: Prof. Yasunobu Okada

Members: Prof. Toshinori Hongo

Prof. Taketoshi Ono

Prof. Katsuhiko Mikoshiba

Prof. Tadaharu Tsumoto

b) Program Committee

Chairperson: 

Prof. Yoshihisa Kurachi (Cardiac Physiology)

Members: 

Prof. Osamu Matsuo (Blood)

Prof. Kenichi Honma (Environmental)

Prof. Yoshio Maruyama (Channel)

Prof. Harunori Ohmori (Sensory)

Prof. Yasuji Miyashita (Higher Nervous System)

Prof. Hideyuki Okano (Neurogenesis)

Sincerely yours,

Toshinori Hongo, MD.

President, The Physiological Society of Japan
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