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INFORMATIONINFORMATION

国際学術集会のお知らせ

第14回嗅覚・味覚国際シンポジウム

（The 14th International Symposium on Olfaction

and Taste（ISOT））

主催：日本味と匂学会（JASTS），嗅覚・味覚国

際委員会（ICOT）

後援：米国化学感覚学会（AChemS）

ヨーロッパ化学感覚連合（ECRO）

オーストラリア化学感覚学会（AACSS）

日時：平成16年7月5日（月）～7月9日（金）

の5日間

会場：国立京都国際会館（京都市左京区宝ヶ池）

趣旨：本シンポジウムは，1962年に第1回がスト

ックホルムで開催されて以来，3～4年間隔で，

アメリカ，ヨーロッパ，日本において順次開催さ

れる国際会議です．嗅覚と味覚に関わる化学感覚

のメカニズムを解明することを目的として，方法

論を異にする多分野の研究者が世界各国から一堂

に会し，化学感覚に関するさまざまなトピックス

について分子レベルから個体レベルまで，今回は

26のシンポジウムセッションにて幅広く討論を

行います．ポスター発表も募集します．このシン

ポジウムは，2004年度日本味と匂学会第38回大

会と合同開催となります．

シンポジウムセッション（予定）

7月6日（火）

Taste sensor and electronic nose

Candidate receptors and signal transduction

mechanisms for umami taste

Current topics in the development and regenera-

tion of the olfactory and vomeronasal systems

Trigeminal sensation

Molecular aspects of mammalian taste signalling

Neurogenesis in the adult olfactory bulb

Learning and memory of chemical senses

7月7日（水）

Odor maps

Development and regeneration of the gustatory

system

Molecular and cellular basis of the gustatory and

chemosensory function in insects

Effects of green leave odor, hexenal, on fatigue

and stress induced impairments of physiological

functions

Perceptual and cognitive process by brain image

and psychophysical approaches

Development and lineage of taste bud

Specificity and generality in olfaction: Insect ol-

factory systems as brain sciences

Chemoreception in aquatic organisms

7月8日（木）

Dendritic processing of olfactory signals

Sensory transduction in peripheral gustatory

system

Behavioral switching by chemical senses in in-

sects

Neural and behavioral aspects of taste palatabili-

ty

7月9日（金）

Clinical investigation in olfaction and taste

Communication via olfaction
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Neural and molecular basis for feeding and nu-

trition

Structure-function relationship of sweet tastants

and modifiers

Flavor and fragrance approached by science of

human behavior

Molecular genetic approach to olfaction

Gustatory central nervous system

Neural and behavioral responses in higher cen-

ters of olfaction and taste

7月 5日にGordon M. Shepherd（Yale Univ.

USA），Gary K. Beauchamp（Monell Chem.

Sens. Ctr. USA）による基調講演．

大会参加受付ならびにプログラム等の詳細は日本

味と匂学会Web Pageをご覧ください．

http://epn.hal.kagoshima-u.ac.jp/ISOT2004/

使用言語　英語

参加登録費：一般40,000円，学生15,000円，4月

14日でオンライン受付を終了します．

大会期間中の受付も可能ですが，一

般50,000円とさせていただきます．

学生は15,000円です．

懇親会参加費： 12 , 000 円（事前申し込み），

14,000円（当日参加）

大会会長：山本　隆　大阪大学大学院人間科学研

究科行動生態学講座

連絡先：〒606―8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学農学研究科食品生物科学専攻内

第14回嗅覚・味覚国際シンポジウム事

務局

実行委員長　伏木　亨

（Tel. 075―753―6263，6261，

Fax. 075―753―6264）

E-mail：d53765@sakura.kudpc.kyoto-

u.ac.jp

第16回日本体力医学会スポーツ医学研修会のご案内

日本体力医学会では，体力科学に関する理解を

深め運動指導ができるようスポーツ医学研究会を

開催してきました．平成16年度も同様の研修会

を開催いたします．

今回の研修会は第14回より新しくなりました

カリキュラムに基づき，基礎コースと応用コース

を設け，それぞれ2日間，講義と実習を行います．

講義をできるだけ減らし，救急救命法，健常者や

生活習慣病をもっている人に対する運動処方，筋

肉トレーニングとテーピングなどの実習を主に行

います．この研修会で対象として扱うのはアスリ

ートではありませんのでご注意ください．また，

新しい研修会では講師が用意した講義資料をテキ

ストとし，それに準じて講義が行われますが，第

13回研修会までのテキスト（スポーツ医学─基

礎と臨床─；朝倉書店）をお持ちの方はそれもご

持参ください．

全てのコースを受講して修了試験に合格し，所

定の手続きをとると日本体力医学会健康科学アド

バイザーの称号を受けることができます．称号取

得を希望される方は，日本体力医学会に入会し，

会員になっていただきます．

この研修会には日本体力医学会の会員でない方

も参加できます．また，他の研修会を受講し資格

や称号を取得された方で，それらの更新に必要な

認定単位取得のために本研修会を受講されても結

構です．受講証明書を発行いたします．

これまで，日本体力医学会スポーツ医学研修会

を既に受講され，まだ未取得単位がある方は，新

しいカリキュラムとの互換性は次のようになりま

す．旧カリキュラムでコースII（運動処方・運動

療法コース），コースIII（スポーツ外傷・障害コ
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ース）を未取得の方は新しいカリキュラムの応用

コースを，旧カリキュラムのコースI（基礎コー

ス）を未取得の方は新しいカリキュラムの基礎コ

ースをお受けください．それらを受講した上で，

修了試験を受けることができます．

多数の方のご参加をお願い致します．尚，実習

を行う関係上，各年度の募集人数に制限がありま

すことをご了解ください．

平成16年1月

日本体力医学会学術委員会・スポーツ医

学研修会実行委員会

鈴木政登，河野照茂，太田　真

碓井外幸，小川芳徳

1．会場

会場は東京慈恵会医科大学西新橋校です．講義

は各教室で，実習はフィットネス室および大学1

号館実習室等で行います．

2．日時および研修カリキュラム

（I）基礎コース

このコースでは，スポーツ医学を理解する上で

必須な生理学，生化学および運動処方の基礎など

を中心に学びます．例えば，筋収縮の仕組み，そ

れを命令する神経系の働き，呼吸・循環機能，

水・電解質およびエネルギー代謝とホルモンの働

き，および運動処方作成の基礎などがこのコース

の主なテーマです．ここで学んだことを基礎とし

て，（II）応用コースへと進みます．

平成16年

7月2日（金）

9：00～10：30 運動と筋

10：40～12：10 運動と神経

13：10～14：40 運動と呼吸

14：50～16：20 運動と循環

16：30～18：00 運動と水・電解質代謝およ

びエネルギー代謝

18：00～ 懇親会（会費3000円，参

加自由）

7月3日（土）

9：00～10：30 運動処方の基礎

10：40～12：10 生活習慣病の運動処方I

13：10～17：00 救急救命実習（人体模型を

用いた実習）

（II）応用コース

このコースでは，生活習慣病の運動処方Iに続

き運動処方IIにおいて循環器や運動器疾患の運

動処方の実際を学びます．さらに，トレッドミル

や自転車エルゴメータを用いた運動負荷試験およ

びそのデータに基づいた運動処方の作成，テーピ

ングおよび筋力トレーニングなど実習を主体に行

います．

平成16年

8月27日（金）

9：00～10：30 高血圧症およびその他の循

環器疾患

10：40～12：10 運動器疾患の運動処方

13：10～17：00 運動処方実習（トレッドミ

ルまたは自転車エルゴを用

いた運動負荷試験および心

電図記録と呼気ガス分析を

行う．）

8月28日（土）

9：00～12：00 運動処方の作成（前日の運

動負荷試験で得たデータを

基に各被検者の運動処方を

作成し，実施させる．）

13：00～17：00 テーピングおよび筋力トレ

ーニング実習

注意：講師の都合で講義時間割りが前後するこ

とがありますので，ご了承下さい．

3．修了試験と称号について

基礎コースおよび応用コースの両コースを受講

した方は，所定の修了試験を受験することができ

ます．修了試験の合格者には合格証を発行いたし

ます．また，修了試験合格後，所定の手続きを経

て，日本体力医学会健康科学アドバイザーの称号

を取得することができます．

修了試験は平成16年8月29日（日）10：00～

12：00に東京慈恵会医科大学で行います．

4．テキスト

担当講師が用意した講義資料を簡略なテキスト

化し，それに準じて講義が行われます．
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5．受講料

受講料は（I）基礎コース，（II）応用コースお

よび修了試験の全てを受講した場合は50,000円，

単科コース（基礎コース，応用コースの各コース

を単独受講）を受講する場合はそれぞれ25,000円

（2日間コース）です．2コースの受講を原則とし

ますが，定員に余裕があれば単科コースの受講も

可能です．その年度に受講しなかったコースを次

年度以降に受講すれば，全コース受講後修了試験

を受験することができます．

6．受講資格と定員

スポーツ医学研修会受講資格は特に定めません

が，2コース受講後に行われる修了試験に合格し，

日本体力医学会“健康科学アドバイザー”の称号

取得申請を希望する方は日本体力医学会会員でな

ければなりません．但し，自己研鑽のために本研

修会を受講される方や他団体の資格や称号の登録

更新のための認定単位取得が目的の場合は日本体

力医学会会員になる必要はありません．定員は各

コース40名です．

7．その他

健康運動指導士，実践指導者の登録更新に必要

な履修単位90分1単位（講義題目8科目認定）お

よびTHPではそれぞれ基礎コース5単位，応用

コース5単位が認定されます．なお，スポーツプ

ログラマー1，2種，および日本体育協会加盟各

種スポーツ団体（但し，スポーツドクター．アス

レティックトレーナー，水泳，空手道，剣道の資

格者については対象外）の指導者更新認定事業と

して申請中です．

8．申し込み方法

本研修会受講希望者は，葉書またはFAXで，

日本体力医学会スポーツ医学研修会を受講したい

旨，日本学会事務センターまでご連絡下さい（下

記参照）．仮申込受付後，申込書類をお送りいた

しますので要領に従いお申込下さい．なお，申込

に際し，受講料をご案内の口座に2週間以内にお

振込みください．お振込みをもって正式な申し込

みとさせて頂きます．定員に達し次第，締め切ら

せていただきますのでご了承下さい．受講票，受

講料などの連絡は，受講通知とともに後日ご案内

させていただきます．

なお，申し込みが20名に満たない場合には中

止させていただきますのでご了承ください．その

時には受講料を払い戻しますが，本人都合による

返金には応じられませんのであらかじめご了承下

さい．

9．申込書送付先および問い合わせ先

〒113―8622 東京都文京区本駒込5─16─9

財団法人　日本学会事務センター内　

日本体力医学会スポーツ医学研修

会 係

電話：03―5814―5800

Fax：03―5814―5823

第16回　日本体力医学会スポーツ医学研修会　仮申込書

下記の通り，研修会の受講を申込ます．（該当する□にレ印をつけてください．）

□　第1回　基礎コース

□　第2回　応用コース

□　試　験

氏　　名

連 絡 先　〒　　―

TEL FAX
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日　時：平成16年7月8日（木）9：00～17：00

場　所：千里ライフサイエンスセンタービル6階

（展示場）

ねらい：細胞内情報伝達系の動態を生きた細胞で

観察するために，蛍光共鳴エネルギー移

動（FRET）を用いた画像化技術が開発

されている．

本講習会では，培養細胞と緑色蛍光蛋白

（GFP）を用いたFRETイメージングに

限定し，基本的な分子生物学の技術があ

ればすぐ応用できる実戦的技術の伝授を

目指す．

コーディネータ：松田　道行　大阪大学微生物病

研究所　腫瘍ウイルス分野　教

授

プログラム ：

技術解説：GFPを使ったFRET実験―原理とコ

ツ

実習1：FRETイメージング中の細胞培養法の注

意点と，立体画像の構築法．

実習2：FRET画像の処理法とマクロの上手な使

い方．

実習3：二分子FRET法の利点と限界．

講　師：松田　道行（大阪大学微生物病研究所

腫瘍ウイルス分野　教授）

中村　岳史（大阪大学微生物病研究所

腫瘍ウイルス分野　講師）

大場　雄介（大阪大学微生物病研究所

腫瘍ウイルス分野　助手）

黒川　量雄（大阪大学微生物病研究所

腫瘍ウイルス分野　助手）

参加費：5,000円

定　員：30名

参加者資格：分子生物学ならびに蛍光顕微鏡に関

する基礎知識を有していること．

申込方法：参加申し込みは以下の手順にしたがっ

て行ってください．

氏名，勤務先，所属，役職名，〒，所在地，電

話，FAX番号および「現在行っている研究テー

マ」を簡単に明記の上，郵便，FAX または

E-mailで下記宛お申し込み下さい．

事務局より受付の通知を返送いたしますので，

そこに記載した振込先口座に参加費をお振込みく

ださい．

入金を確認後，通常1週間以内に領収書兼参加

証をお届けいたします．

申込締切：平成16年5月31日（財団必着）但し，

定員を超過した場合は参加者の調整を

行う場合があります．

申込先：（財）千里ライフサイエンス振興財団技

術講習会G35係

〒560―0082 大阪府豊中市新千里東町

1─4─2

千里ライフサイエンスセンタービル8階

TEL：06―6873―2001

FAX：06―6873―2002

E-mail：tnb-lsf@senri-lc.co.jp

（注： lsfは「エルエスエフ」，lcは「エ

ルシー」）

URL：http://www.senri-lc.co.jp

主　催：財団法人千里ライフサイエンス振興財団

協　賛：オリンパス株式会社，日本モレキュラー

デバイス株式会社（UICグループ），横

河電機株式会社，株式会社千里ライフサ

イエンスセンター

千里ライフサイエンス技術講習会　第35回

「GFPを使ったFRETイメージング　生きた細胞で情報伝播を可視化する」
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日　時：2004年5月28日（金）10：00～17：00

場　所：星陵会館　千代田区永田町2―16―2

事前参加登録：あり（下記参照）

一般的に，食べ物は新鮮なほどおいしいといわ

れている．しかし，食べ物の中には，一定期間貯

蔵するという熟成処理を経ておいしくなるものも

ある．例えば，ブランデー，ウィスキー，ワイン

等の酒類，食肉・肉製品，チーズなどの乳製品，

発酵調味料などが挙げられる．これらの食べ物の

おいしさに熟成がどのように寄与しているかにつ

いては，古くから研究されているが，近年，熟成

に関する新しい知見が蓄積されている．

そこで，本シンポジウムでは，食べ物のおいし

さを味，香り，食感から多面的に考えると共に，

熟成にかかわる最近の知見を紹介していただき，

食べ物のおいしさと熟成を科学する．

【プログラム】

1．「ワインの熟成と利酒（ききしゅ）表現」小

阪田嘉昭（メルシャン（株）ワイン事業本部）

2．「食べ物の味と熟成」西村　敏英（広島大学

大学院　生物圏科学研究科）

3．「食べ物のおいしさを豊かにする香りの受容

メカニズム」東原　和成（東京大学大学院

新領域創生科学研究科）

4．「牛肉の香りと熟成」松石　昌典（日本獣医

畜産大学　食品科学科）

5．「食べ物のおいしさと食感―物性からのアプ

ローチ―」佐藤　清隆（広島大学大学院

生物圏科学研究科）

6．「カレーのおいしさと熟成」宮奥　美行（ハ

ウス食品（株）ソマテックセンター）

7．「食品のこくと，こく味」斎藤　知明（協和

発酵工業（株）食品開発研究所）

8．「食品の加熱熟成に伴なう呈味の変化　─加

熱によるコク味発現を中心に─」黒田　素

央（味の素（株） 食品研究所）

9．総合討論（パネルディスカッション）

参加費：1,000円，当日受付にて申し受けます．

申し込み要領：氏名，所属，住所，電話番号，フ

ァックス番号を明記の上，はがき，ファックスま

たはE-mailにて下記宛てにお申し込みください．

定員（200名）になり次第締め切らせて頂きます．

連絡先：うま味研究会事務局

〒104―8315 中央区京橋1─15─1

TEL：03―5250―8184

FAX：03―5250―8403

E-mail：umami@srut.org

URL：http://www.srut.org

アストラゼネカ株式会社では，日本における優

れた研究に対する研究助成事業の一環として，昨

年に引き続き，日本国内の研究施設に所属する基

礎研究者を対象に研究助成を行います．奮ってご

応募ください．

応募締め切り：平成16年5月31日

研究助成金：1件あたり200万円（全20件）

募集テーマその他応募に関する詳細は

http://www.astrazeneca.co.jpをご覧ください．

うま味研究会　公開シンポジウム

「食べ物のおいしさと熟成を科学する」

アストラゼネカ・リサーチグラント 2004年度募集
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KAST平成17年度新規研究プロジェクト募集

財団法人　神奈川科学技術アカデミー（KAST）

の研究プロジェクトは，科学技術の創造拠点を目

指し，先端的かつ高度な科学技術における基礎・

応用研究を，卓越した若手リーダーの指揮のもと

に行っております．

この度，平成17年度にスタートする新規プロ

ジェクトの研究テーマを下記の通り広く募集しま

す．

応募資格：提案者がリーダーとなります．博士レ

ベルの研究者で申請時に45歳以下．

（常勤を優先しますが，非常勤も可）

募集締切：平成16年5月31（月）当日消印有効

採択件数：3年プロジェクト2件を予定していま

す．

研究開始：平成17年4月1日の予定です．

研究期間：3年

研究予算：平成15年度実績で7,000万円程度／年

研究場所：原則として神奈川県内で準備します．

提出書類：研究計画概要（指定様式による），主

要論文を添付．

問合せ先：詳しくは下記までお問い合わせくださ

い．

（財）神奈川科学技術アカデミー　

研究部研究調整課

〒213―0012 神奈川県川崎市高津区

坂戸3─2─1 KSP西棟614

TEL：044―819―2034

FAX：044―819―2026

E-mail：res@kast.or.jp

URL：http://www.kast.or.jp/

開催要項

会　期：2004年9月21日（火）～23日（木）

会　場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

〒530―0005 大阪市北区中之島5─3─

51 

TEL：06―4803―5555

FAX：06―4803―5620

大会事務局：Neuro2004大会事務局

〒541―0047 大阪市中央区淡路町3─

6─13 （株）コングレ内

TEL：06―6227―0147 

FAX：06―6229―2556

E-mail：neuro2004@congre.co.jp

大会ホームページ：http://www.con

gre.co.jp/neuro2004/

事前参加登録締切：2004年5月31日（月）24：00

演題応募締切：2004年4月20日（火）24：00

第27回日本神経科学大会・第47回日本神経化学会大会　合同大会

（Neuro2004）が下記要項にて開催されます．


