
 
 
 
 
 

公益社団法人 

日本顕微鏡学会第 59 回シンポジウム 
 

案内・プログラム 

今こそ形態学 

 —顕微鏡、その始まりから最先端へ— 

 

日時：平成 28 年 11 月 18 日（金）・19 日（土） 

会場：帝京平成大学池袋キャンパス 

 

公益社団法人 日本顕微鏡学会 



第 59 回シンポジウム開催にあたって	 

 

第 59 回シンポジウム	 実行委員長	 山田作夫	 

	 

公益社団法人日本顕微鏡学会では第59回シンポジウムを平成28年11月18日(金)

〜19 日（土）、帝京平成大学池袋キャンパス（東京都豊島区）にて開催致します。	 	 

公益社団法人日本顕微鏡学会は、平成 26 年に節目となる第 70 回学術講演会を開

催して、シンポジウムも第 59 回の開催となりますが、今回のシンポジウムでは、僭

越ながら私ども「微生物の顕微鏡解析分科会」（旧「微生物の超微形態解析研究部会」）

が中心となって計画・推進させて頂いております。さらに、本分科会所属委員に加え

て、物性・材料・装置系の先生方のご協力のもと開催に向かって鋭意準備にあたって

参りました。	 

第 59 回シンポジウムでは、「今こそ形態学—顕微鏡、その始まりから最先端へ」と

いうテーマを掲げ、基調講演では、形態学の始まりとしての顕微鏡発明の父であるレ

ーベンフックの紹介から、海底下 2,000 メートルに生息する微生物の知られざる姿や、

今年のノーベル生理学・医学賞に輝いた大隅良典先生を恩師に仰ぐ水島昇先生のオー

トファジーに関するホットで最先端の話題を中心にお届けします。生物を対象とした

顕微鏡観察手法は近年ますます発展しており、一昨年のノーベル化学賞は超解像度顕

微鏡の開発者が揃って受賞し、顕微鏡の技術革新には目を見張るものがあります。ま

た、物性・材料・装置系の基調講演におきましても、軟 X 線発光分光器付きの SEM

の最新の技術革新について紹介して頂ける予定です。さらに、各セッションのご講演

におきましては、ポストゲノム時代といわれている今日、”今こそ形態学”が科学の

進展に大いに寄与している実績やさらなる可能性について、物性面から生物面に渡っ

てご紹介頂けるものと期待しているところであります。	 

つきましては、顕微鏡に関わる研究者や関連産業界の方々のみならず、医歯薬学

を含めた専門分野の広い領域において、形態学への展開を模索されている多くの研究

者､学生の皆様のご参加を実行委員一同お待ち申し上げております。	 

	 

	 



日	 	 	 程	 
 

１.参加受付 

11 月 18 日（金）9:00〜	 	 

11 月 19 日（土）8:30〜	 	 

事前参加登録者、講演者は、総合受付で参加証兼領収書、発表要旨集をお渡しし

ます．受付にて当日参加登録もできますが、できるだけ事前登録をお願いします.	 

	 

２.シンポジウム 会場：帝京平成大学池袋キャンパス 

Ａ会場：	 

基調講演（11 月 18 日 10:00〜12:30､14:30〜15：20）	 

生物系セッション I(11 月 18 日)	 

生物系セッション II,	 III,	 IV（11 月 19 日）	 

Ｂ会場：	 

材料・装置系セッション I(11 月 18 日)	 

材料・装置系セッション II,	 III（11 月 19 日）	 

Ｃ会場：	 

	 ポスター発表(11 月 18､19 日)	 

	 企業展示(11 月 18､19 日)	 

Ｄ会場：	 

	 本部(11 月 17〜19 日)	 

	 各種委員会会議	 

	 

３.懇親会 会場：サンシャインシティ 59 階 「天空の庭 星のなる木」 

11 月 18 日（金）	 17:45〜19:45	 

	 

４.委員会等 会場：Ｄ会場 

11 月 17 日（木）午前	 	 常務理事会、財務委員会、表彰委員会	 

11 月 17 日（木）午後	 	 理事会、学術運営合同会議	 

11 月 18 日（金）昼食時	 Microscopy 編集会議	 

	 

※会場案内図等の最新情報は随時､下記の日本顕微鏡学会第 59 回シンポジウムホ

ームページにてご案内致しますので､ご確認下さい。	 

http://microscopy.wdc-jp.com/symposium/59th/index.html	 



	 

	 	 



	 	 



参加者の皆様へ	 

 

・事前登録・参加費について 

事前登録の締切は平成 28 年 10 月 31 日（月）です。	 	 

•   会員：事前	 7,500 円（講演要旨集込み）／当日	 9,000 円	 

	 	 	 日本生物物理学会会は会員と同額の参加費を適応させて頂きます。	 

•   非会員：事前	 9,000 円（講演要旨集代込み）／当日	 10,000 円	 

•   学生（学部学生・大学院学生）：無料（事前・当日）	 

（当日受付で学生証を提示して下さい。なお講演要旨集を 1部 1,000 円にて販

売致しますのでご希望の方はご購入下さい。要旨集をご購入いただいた学生は

ランチョンセミナー（11/19）に無料で参加可能です。）	 

•   講演要旨集：追加 1冊	 1,000 円	 

•   懇親会参加費：	 

会員：事前	 5,500 円（当日	 6,500 円）／非会員	 6,500 円（事前・当日）	 

学生（学部学生・大学院学生）：事前 4,500 円（当日 5,500 円）	 

☆	 参加登録（懇親会参加を含む）及び要旨集の（追加）購入は日本顕微鏡学会第

59 回シンポジウムホームページ内「参加登録・各種費用」のページ

（http://microscopy.wdc-jp.com/symposium/59th/sankatouroku.html）にてお

申し込み下さい。	 

	 

・レイトポスター演題募集（若干数、定数に達し次第締めきります） 

  レイトポスター要旨提出締切  10/31（月） 

  ※レイトポスターのタイトルと要旨は第59回シンポジウムの要旨集には掲載さ	 

れません。シンポジウム当日Microscopy	 Supplementとは別の冊子として配布致

します。 

 

 



・当日受付 

	 11 月 18 日（金）、19 日（土）会場の受付にて、当日参加受付を行います。準備の

都合上、できるだけ事前登録をお願い致します。	 

	 

・基調講演、口演セッションの演者の皆様へ 

プログラムに記載された時間は討論時間を含んでいます。	 

・原則として、ご自身の PC をご持参下さい。	 

・発表は、液晶プロジェクター１台です。コネクターは、D-SUB15 ピン（ミニ）と

なっております。Mac 使用の方は変換コネクターをご持参下さい。	 

・セッションの開始までに PC とプロジェクターの接続をご確認下さい。	 

・不測の事態に備えて、必ずバックアップデータ(USB フラッシュメモリー)をお持

ち下さい。	 

 

・座長の皆様へ 

担当セッションの開始 5分前には、座長席にて待機をお願いします。	 

	 

・一般講演（ポスター発表）の皆様へ 

・展示スペースは高さ 180	 cm、幅 90	 cm です。	 

・ピンは会場に準備致します。	 

・展示会場：	 Ｃ会場	 

・展示期間：	 11 月 18 日（金）、19 日（土）	 

	 

	 

・その他 

	 会場案内図等の最新情報は随時､下記の日本顕

微鏡学会第 59 回シンポジウムホームページにて

ご案内致しますので､ご確認下さい。

http://microscopy.wdc-jp.com/symposium/59th/index.html	 

	 

   

	 



協 賛 企 業 ・ 団 体 一 覧 
（五十音順） 

 
Meiji Seika ファルマ株式会社 
エルミネット株式会社 
オリンパス株式会社 
ケイエルブイ株式会社 
ライカマイクロシステムズ株式会社 
株式会社TSLソリューションズ 
株式会社キーエンス 
株式会社ステム 
株式会社メルビル 
株式会社真空デバイス  
株式会社大和テクノシステムズ 
株式会社日本ローパー 
株式会社日立ハイテクノロジーズ 
国立研究開発法人物質・材料研究機構 
国立大学法人九州大学超顕微解析研究センター 
国立大学法人名古屋大学 
大日本住友製薬株式会社 
日新ＥＭ株式会社 
日本エフイー・アイ株式会社 
日本電子株式会社 
認定特定非営利活動法人 綜合画像支援 

 
ご 寄 付 

 
株式会社メルビル 
大日本住友製薬株式会社 

  



 
	 

	 

	 
	 

	 

	 

	 

	 	 

会場のご案内	 

帝京平成大学池袋キャンパス	 Floor	 Map	 

懇親会会場のご案内	 



日本顕微鏡学会第 59 回シンポジウム実行委員会	 

	 

	 

	 

	 

	 

［主催］公益社団法人	 日本顕微鏡学会	 

会長	 田中信夫（名古屋大学名誉教授）	 

	 

実行委員長： 

山田作夫	 （川崎医大微生物学・川崎医療福祉大臨床栄養学科） 

副委員長： 

山田博之	 （公益財団法人結核予防会結核研究所抗酸菌部） 

実行委員： 

西山彌生	 （帝京大学医真菌研究センター） 

山口正視	 （千葉大学真菌医学研究センター） 

久島達也  （帝京平成大学ヒューマンケア学部） 

佐藤眞美子（日本女子大学理学部） 

宮崎直幸  （大阪大学蛋白質研究所） 

植松勝之  （マリン・ワーク・ジャパン） 

呉	 紅	 	 （大阪医科大学予防・社会医学・微生物学） 

佐藤主税	 （産業技術総合研究所） 

陣内浩司	 （東北大学多元物質科学研究所） 

	 

	 

お問合せ先：	 

日本顕微鏡学会第 59 回シンポジウム実行委員会事務局	 

第 59 回シンポジウム	 実行委員会副委員長	 山田博之	 

E-mail:hyamada＠jata.or.jp	 

http://microscopy.wdc-jp.com/symposium/59th/contact.html	 

	 

	 

	 

	 


