
第 56 回中部日本生理学会

日 程：2009 年 12 月 4 日（金）―5 日（土）
会 場：石川県立音楽堂

石川県金沢市昭和町 20―1（金沢駅東口
徒歩 1分）

TEL：076―232―8111（代）
FAX：076―232―8101
連絡先：〒920―8640 金沢市宝町 13―1

金沢大学大学院医学系研究科血管分子生
理学教室内
第 56 回中部日本生理学会事務局（担当：
広瀬）

TEL：076―265―2167（直通）
FAX：076―234―4223（直通）
E-mail：chubu @med.kanazawa-u.ac.jp

当番幹事：金沢大学大学院医学系研究科
多久和 陽

締 切：2009 年 10 月 9 日（金）必着
演題募集は，全国公募と致しますので，
ふるってご参加下さい．

詳 細：http :��web.kanazawa-u.ac.jp�~med04�
page27�page27.html

横浜市立大学 医学部 生理学 研究補助員（2名）募集

〔研究内容〕
当教室では，幼児期の社会的隔離が及ぼす影響

をAMPA受容体シナプス移行に焦点を当て，分
子生物学的手法，細胞生物学的手法，電気生理学
的手法，イメージングなどを組み合わせて，細胞
レベル，分子レベルで理解していくことを目標と
しています．詳細はホームページをご覧下さい．
http:��neurosci.med.yokohama-cu.ac.jp�2.html
［募集対象］技術員 2名
［応募資格］生物系の専門学校，短大，大学，大学

院卒業．経験者優歓迎．
［勤務地］横浜市立大学医学部生理学

（〒235―0016 横浜市金沢区福浦 3―9）

［提出書類］①履歴書（写真添付）
②応募理由書（A4 1 枚以内）
＊E-mail での連絡をご希望の方はア
ドレスを明記して下さい．

［応募締切］適当な方が見つかり次第締め切りま
す．

［採用時期］ご相談に応じます．年度ごとに契約，
更新可．

［書類送付先・問い合わせ先］
〒236―0004 横浜市金沢区福浦 3―9
横浜市立大学医学部生理学 菅野好子
TEL：045―787―2579 FAX：045―787―2578
E-mail：ykanno@yokohama-cu.ac.jp
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―2009年～2010 年開催―

藤原セミナー 募集要項
趣 旨
藤原科学財団は，科学技術の振興に寄与するこ

とを目的として，2009 年～2010 年の間に「藤原セ
ミナー」の開催を希望する研究者から，下記募集
要項に基づいて申請を受け付けます．
申請された案件について選考を行い，採択され

たものに対してセミナー開催に必要な経費を援助
いたします．
藤原セミナーの選考委員は次の通りです．
杉村（委員長），西島和彦，井口洋夫，西村
暹，末松安晴（敬称略，順不同）
又，必要に応じて専門委員を委嘱することが
あります．

記
1．対象分野
自然科学の全分野

2．応募資格
わが国の大学等学術研究機関に所属する常勤
の研究者

3．開催件数
2件 以内

4．開催費用援助額
1件につき 1,200 万円 以内（総額 2,400
万円 以内）

5．セミナーの要件
（1）セミナーは，国際的にも学問的水準の高

いものとし，そのテーマはなるべく基礎
的なもので，関連分野を含めた発展に寄
与するものであること．
但し二国間会議，定期的に行われる国際
会議，およびその準備会は対象としない．

（2）参加者は，50～100 人程度とし，外国人
研究者が参加者の 5分の 1程度含まれる
こと．
なお，国内外の優れた研究実績を有する
若い専門研究者の参加を奨励する．

（3）セミナー開催対象期間は，2009 年 1 月 1

日～2010 年 12 月 31 日
（4）セミナーの開催地は，日本国内であるこ

と．（原則として北海道苫小牧市で開催）
（5）セミナー開催日数は，2～4日以内とす

る．
（6）参加者が，セミナー開催期間中，起居を

共にすることを原則とし，計画された講
演・討論のほか，個人的な討論など自由
な雰囲気で学問的な交流と人間的接触を
深め，永続する協力の基盤を作るような
ものであること．

6．申請受付期間
2008 年（平成 20 年）4月 1日（火）～同年 7
月 31 日（木）（必着）

7．当財団が支給する経費
セミナー開催に直接必要な経費として当財団
が認めたもので，その費目は次のとおりとす
る．
（1）準備費

準備費は，セミナー開催の準備のために
必要な国内外旅費，印刷製本費，通信運
搬費，会議費，賃金，消耗品費，雑役務
費等とする．

（2）海外参加者旅費
海外からの参加者旅費は，航空賃，滞在
費及び必要な場合は交通費とし，次の基
準により援助することができる．
①セミナー参加を特に要請する者につい
ては，旅費全額

②その他の参加者のうち必要な者につい
ては，旅費の一部

（3）国内参加者旅費
国内参加者旅費は，交通費（出発地から
開催地までの往復鉄道賃等），日当及び宿
泊料とし，次の基準により援助すること
ができる．
①セミナー参加を特に要請する者につい
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ては，旅費全額
②その他の参加者のうち必要な者につい
ては，旅費の一部

（4）セミナー経費
セミナー経費は，セミナー開催期間中に
必要な組織責任者等の旅費，印刷製本費，
通信運搬費，会議費，レセプション経費，
賃金，消耗品費，雑役務費等とする．

8．申請の方法
セミナー開催希望者は，「藤原セミナー開催申
請書」（1通）を，所属組織長を経由して当財団
に提出すること．尚，著名な参加予定者につ
いては，セミナーのテーマに関する主要論文
（5名以内 1人につき 1篇，コピーで可）を添
付のこと．

9．選考及び通知
当財団の藤原セミナー委員会（前記の選考委
員で構成）で選考のうえ，その結果を 2008
年（平成 20 年）9月中に申請者ならびに所属
組織長に通知する．

10．組織責任者とその義務
申請が採択された場合は，申請者がセミナー
開催責任者となる．セミナー開催責任者は，
セミナーを企画し，運営し，次の事項を処理

するとともに当財団との連絡に当たる．
（1）実施計画書の提出

（セミナー開催日の 2ヶ月前迄）
（2）実施報告書及び収支決算報告書の提出

（セミナー終了後 3ヶ月以内）
（3）準備から終了に至るセミナー開催に関す

るすべての事項
11．申請書提出先・連絡先

〒104―0061 東京都中央区銀座 3―7―12
財団法人 藤原科学財団
TEL（03）3561―7736
FAX（03）3561―7860

藤原科学財団ホームページ
http:��www.fujizai.or.jp
尚ホームページ上にも開催申請書が PDFに
て掲載されています．
本セミナーは原則として北海道の苫小牧市で

開催する事とする．開催にあたっては下記ホテル
での会議場，宿泊などを当財団で斡旋します．
苫小牧市―――グランドホテルニュー王子

第 17 回日本発汗学会総会のご案内

第 17 回日本発汗学会総会を下記の要領で開催
いたしますのでご案内申しあげます．今回は第 15
回日本胸腔鏡下交感神経遮断研究会（会頭：佐田
正之先生）との共同開催となります．多数の先生
方のご発表とご出席をお願い申しあげます．

1．会 頭：稲光哲明
（福岡歯科大学心療内科学分野教授）

2．会 期：平成 21 年 9 月 4 日（金）・5 日（土）
4日 13：00 より開催いたします

3．会 場：福岡ガーデンパレス（福岡市中央区天
神 4丁目 8―15 Tel：092―713―1112）

福岡市の中心，地下鉄「天神駅」より
徒歩 5分

4．プログラム：
1）特別講演：

齋藤 博 先生
（仙台東脳神経外科病院名誉院長）

2）教育講演：
芝﨑 学 先生

（奈良女子大学生活環境学部准教授）
3）シンポジウム：
「手掌多汗症の病態と治療（仮題）」
菅屋 潤壹 先生
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（愛知医科大学生理学第二講座教授）
ほか依頼中

4）一般演題：1演題 10 分（口演 7分，討論 3
分）の予定

発表はすべてパワーポイント（Windows）にな
ります．
5）一般公開講座：

岡 孝和 先生
（九州大学大学院心身医学准教授）

佐田 正之 先生
（医療法人佐田厚生会佐田病院院長）

5．演題募集：一般演題を募集いたします．
お申し込み方法（メール・郵送）は，下記総会
事務局までお問合せください．
演題締切り：平成 21 年 6 月 22 日（月）

6．総会事務局

〒814―0193 福岡市早良区田村 2丁目 15―1
福岡歯科大学 総合医学講座心療内科学分野
豊村 研吾
Tel：092―801―0411（内 291）
fax：092―801―4909
E-mail：jspr21@college.fdcnet.ac.jp

7．応募資格：演者並びに共同演者は日本発汗学
会の会員に限ります．非会員の方は下記の学会
事務局まで連絡のうえ，入会の申し込みをお願
いいたします．

8．日本発汗学会事務局
〒390―8621 松本市旭 3丁目 1―1
信州大学医学部器官制御生理学講座内 日本
発汗学会事務局
TEL：0263―37―2597 FAX：0263―36―5149
E-mail：jspr@shinshu-u.ac.jp
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