


─　２　─

8９－2
日本遺伝学会交流誌　GGS付録

２０１４年６月５日発行

 目　　　次　　　 頁

日本遺伝学会第８６回大会ニュース（その３）  ……………………………………………… 3

お知らせ  ………………………………………………………………………………………12

第３１回（平成２６年度）持田記念学術賞候補者推薦依頼について  ………………………13

第４６回（２０１４年度）内藤記念科学振興賞候補者推薦について  …………………………14

第３１回（２０１４年度）井上学術賞受賞候補者の推薦について  ……………………………15

第２３回木原記念財団学術賞候補者推薦のご案内  …………………………………………16

国際学術集会開催助成のご案内  ……………………………………………………………16

２０１５～２０１６年開催藤原セミナー募集について  ……………………………………………16

 
　会員異動  ……………………………………………………………………………………17



─　３　─

日本遺伝学会第８６回大会ニュース

　２０１４年の第８６回大会は，長浜バイオ大学を会場として，下記のような企画の準備を進めております．全国か
ら多くの皆様のご参加をお待ちしております．
　大会ホームページ（http://gsj3.jp/taikai/86taikai/）では，最新の情報を順次掲載しております．ランチョン
セミナー，機器・試薬等展示，広告掲載，会場へのアクセスについての詳細は大会ホームページをご覧ください．
　第８６回大会でも学生の参加を歓迎するため，学生会員および学生非会員の参加費は無料とし，演者には旅費
の一部援助も行います．
　優れた発表は Best Papers 賞として表彰いたします．なお，昨年度 BP賞の一部は学会長主催プレナリーワー
クショップとして講演披露されます．

 １．　会　　　期：　２０１４年９月１７日（水）・１８日（木）・１９日（金）
 　　　　　　　　　　なお，公開市民講座を９月２０日（土）１３：３０から予定しております（後述）．

 ２．　会　　　場：　長浜バイオ大学　命江館
 　　　　　　　　　（〒５２６－０８２９　滋賀県長浜市田村町１２６６）
 　　　　　　　　　・会場へのアクセスについては，大会ホームページをご覧ください．
 　　　　　　　　　　http://gsj3.jp/taikai/86taikai/access.html

 ３．　企　　　画
（１）　一般講演（９月１７日午前・１８日午前・１９日午前）

・講演時間は１題につき１５分（発表１２分，質疑応答３分）を予定しています．PC用プロジェクター
機材のみをご用意しますので，各自発表用 PCをご持参下さい．
・また一般講演では，第８４回大会から試行的に始まった国際セッション枠を設けます．これは日本
遺伝学会の国際化を進める上で，遺伝学分野に在籍する留学生の学会入会と大会参加の奨励を目
的としており，発表と質疑応答のすべてを英語でおこなうセッションです．興味のある留学生が
いましたら是非お誘い頂けると幸いです．なお，大会ホームページでは英語版の参加登録・演題
登録ページ（http://gsj3.jp/taikai/86taikai/e_index.html）をご用意しております．

（２）　シンポジウム及びワークショップ（９月１７日午後・１９日午後・２０日午前）
　シンポジウム２課題，ワークショップ１８課題を予定しています．タイトルと世話人は以下の通り
です（一部，仮題を含みます）．

【シンポジウム】
S１.　公開シンポジウム─エピジェネティクス：個体発生から染色体制御，ゲノム進化まで─
　 　（English）（９月１７日　１３：３０－１６：００）
・テーマ：Epigenetics: Its role in development, chromosome regulation and genome evolution
・世話人：Sasaki Hiroyuki（Kyushu Univ） , Kakutani Tetsuji（Natl Inst Genet）
・概　要：詳細は大会ホームページをご覧ください．
S２.　公開シンポジウム（English）（９月１９日　１４：００－１７：４５）
・テーマ：Genetics, Environment, and Genome Structure: From Metagenomics to Medicine（仮題）
・概　要：詳細は大会ホームページをご覧ください．

　大会ニュース　 ２０１４年９月１７日（水）～１９日（金）　長浜その３
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【ワークショップ】
WS１：DNA の破壊と修復と再編：塩基切り出しの役割をめぐる新展開 （９月１７日　１５：１５－１７：００）
・世話人：小林　一三 （東京大学），中別府雄作 （九州大学）
・概　要：DNA の塩基の切り出しは，DNA 塩基への損傷からの修復という観点から研究される

事が多かった．ところが，エピジェネティックなメチル化塩基の排除に関与することが，
動物植物で明らかになった．さらに，原核生物では，エピジェネティックな塩基メチ
ル化の有無によって非自己 DNA を破壊する制限修飾系に，塩基切り出しによるものが
発見された．また，塩基切り出し酵素は，抗ウイルス活性や抗体遺伝子の多様性増幅
機構への関与が示され，さらには細胞死による発がん抑制や神経変性をもたらす事も
明らかになってきた．本ワークショップでは，DNA の塩基の切り出しが，遺伝過程，
エピジェネティックス過程，個体恒常性維持で果たす予想外に大きな役割について，
最近の結果をもとに検討したい．

WS２：新しい性染色体の獲得と進化（９月１７日　１５：１５－１７：００）
・世話人：黒岩　麻里（北海道大学），寺井　洋平（総合研究大学院大学）
・概　要：性は様々な要因で決定されるが，そのうちのひとつとして性染色体がある．性染色体

は本来多様で，転換（ターンオーバー）するということが近年知られてきた．新しい
性決定遺伝子の誕生や染色体の構造変化により性染色体が獲得され，従来の性染色体
から新しい性染色体へと転換する．しかし，その進化過程については，不明な点が多い．
本ワークショップでは，精力的に研究を進めている若手研究者により性染色体の獲得
と転換，進化について議論する．

WS３：系統特異性の遺伝学～遺伝子重複，保存非コード配列，平行進化～（９月１７日　１５：１５－１７：
００）

・世話人：大島　一彦（長浜バイオ大学）
・概　要：動物，植物，真核微生物といった多様な系統群の全ゲノムが比較できるようになり，

各系統を特徴づける形質の遺伝的基盤が徐々に理解されるようになってきた．本ワー
クショップでは，そのような遺伝的差異の源泉として，遺伝子重複による新奇な遺伝
子ファミリーの創出，シス制御配列の獲得・変化，そして細胞内共生に伴う宿主ゲノ
ムの進化などに焦点を当てる．多彩な系統群を対象に研究を展開する研究者達にご登
壇いただき，系統特異性の分子基盤を考察する．

WS４：ゲノム編集技術と両生類遺伝学の最先端（９月１７日　１７：１５－１９：００）
・世話人：荻野　　肇（長浜バイオ大学），山本　博章（長浜バイオ大学）
・概　要：かつて両生類は遺伝学と縁の薄いモデル動物と考えられてきた．しかし，近年の高効

率トランスジェニック技術の開発や，TALEN及び CRISPR-Cas９ システムによるゲノ
ム編集技術の発展によって，数あるモデル動物の中でも，最も遺伝子操作の容易なも
のへと変わりつつある．本ワークショップでは，ネッタイツメガエルやアフリカツメ
ガエル，イベリアイモリにおける眼や心臓形成，人工ゲノム倍化，性決定等の研究を
通じて，古典的な枠を超えた遺伝学的アプローチの広がりを紹介する．

WS５：ゲノム再編とゲノム安定化維持機構の分子メカニズム（９月１７日　１７：１５－１９：００）
・世話人：太田　邦史（東京大学），篠原　美紀（大阪大学）
・概　要：遺伝情報の根源であるゲノムを安定性維持するための分子機構を知ることは，その破

綻としての発がん等疾患に至るメカニズムを理解する上でも重要である．一方で，ゲ
ノム再編は様々な細胞機能においても重要な役割を果たしている．テロメアやセント
ロメア，rDNA 等様々なゲノム上の機能領域の果たす役割などを含め，ゲノム機能とそ
のアウトプットとしての細胞機能・生物機能との接点について議論したい．

WS６：NGS を用いた生殖系列の変異解析と集団遺伝学の融合による新しい遺伝学の可能性（９月１７日 
１７：１５－１９：００）

・世話人：内村　有邦（大阪大学），大野みずき（九州大学）
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─　５　─

・概　要：高等動物の生殖系列で発生する突然変異は，遺伝的多様性や生物進化を引き起こす原
動力となるが，発生頻度が低いため，これまでは直接的な解析は困難であった．近年
の新型シークエンサー（NGS）の発展により，de novo 突然変異の特徴や発生機構を全
ゲノムレベルで理解することが可能になった．本ワークショップでは，集団遺伝学や
分子進化学の理論研究と組み合わせることで，NGSを用いた最新の生殖系列変異の研
究が，進化遺伝学の研究にどのような意義をもつか議論したい．

WS７：レトロトランスポゾンと哺乳類ホストシステムの共存原理（９月１７日　１７：１５－１９：００）
・世話人：相澤　康則（東京工業大学），小野　竜一（東京医科歯科大学）
・概　要：本ワークショップでは「レトロトランスポゾン（RE）とホストシステムの共存原理」

を考える．この目的のため，RE リッチなゲノムをもつ哺乳類の高次機能を対象に，こ
の共存原理を探究されている５ 名にご登壇頂き，エピジェネティクス，遺伝子創成・
進化，精神性疾患などの様々な異なる切り口をもったご講演を頂く．ちなみに講演者
のうち少なくとも３ 名は遺伝学会に初参加であるため，本学会を通した新たな人的交
流も期待できる．

WS８：男女共同参画ランチョンワークショップ：研究現場における多様な人材活用と育成─ラボノ
ミクス効果？！（９月１８日　１２：１５－１３：４５）

・世話人：日本遺伝学会男女共同参画推進特別委員会
・概　要：政府は日本の成長戦略として『人材の活躍強化』を謳い，特に女性の活用を推し進め

ようとしている．いわゆるアベノミクス効果は私たちの研究現場においてどのように
具体化されつつあるのか，今後の施策の動向について考える．また，その中で職場の
環境や働き方はどのように変わるのか？求められるリーダーの素養とは？今年のラン
チョンではこれからの時代の変化に乗り遅れないために必要な情報をお届けします！

WS９：プレナリーワークショップ　─ BP賞受賞講演から ─ （９月１８日　１３：４５－１５：００）
・概　要：良い研究が大事なのは当然だが，上手なプレゼンテーションも同様に大切─そう思い

ませんか？PWSでは良い研究と良い発表で前年度 Best Papers賞に選ばれたうちの４
名に，お話しいただきます（昨年の演題）：茶谷悠平（大腸菌翻訳途上鎖の網羅的解析），
吉田恒太（トゲウオ科魚類における新しい性染色体領域の出現は遺伝子のアミノ酸配
列と発現量の進化を促進した），中田智大（ニワトリ特異的な性決定メカニズムに関わ
る cHEMGNの機能解明），伊藤智哉（機能未知な転写産物から発見された OGU１ タン
パク質の機能解析）．昨年聴き逃してしまった方はもちろん，昨年度聴かれた方も是非
ご参加ください．

BP賞選考委員長　遠藤　俊徳
WS１０：遺伝学と合成生物学（公開ワークショップ）（９月１９日　１４：００－１５：４５）
・世話人：池村　淑道（長浜バイオ大学），阿部　貴志（新潟大学）
・概　要：今回の企画は，遺伝学における学術的な意義に加えて，将来の若手会員の獲得へ向けた，

分野の探索にあります．学生を含む若手には，遺伝子やゲノムをデザインして新規性
の高い生命体を創出する「合成生物学」が高い関心を集めています．最近に発展の著
しい新技術を含む遺伝学分野の多様な技術群を総合的に組み合わせて初めて可能にな
る研究分野であり，進化遺伝学のように実験的な証明が困難であった分野にも，新視
点でのアプローチを可能にします．

WS１１：３D 遺伝学のすすめ（９月１９日　１４：００－１５：４５）
・世話人：白井　　剛（長浜バイオ大学），藤　　博幸（CBRC）
・概　要：タンパク質や核酸などの立体構造は，それらの機能を理解するために必要な情報であり，

遺伝学の対象となる生物学的現象の解明にも大きな役割を果たすと考えられる．しか
しながら，現時点では遺伝学と構造生物学の知識の共有は十分とは言いがたい．そこ
でこのワークショップでは，この２つの分野の境界領域で活躍する研究者の講演により，
今後出現するであろう ３D 遺伝学の姿を討論することを目標とする．

　大会ニュース　 ２０１４年９月１７日（水）～１９日（金）　長浜その３
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WS１２：ショウジョウバエの集団・進化遺伝学─温故知新から新たな展開まで─（９月１９日　１４：００－ 
１５：４５）

・世話人：和多田正義（愛媛大学），田村浩一郎（首都大学東京）
・概　要：ショウジョウバエは伝統的に集団・進化遺伝学の材料として活用され，当該分野の発

展の原動力となってきた．近年ではショウジョウバエ属の２０種の全ゲノム配列データも
公表され，新たな飛躍がますます期待される．本ワークショップでは，日本における
ショウジョウバエの集団・進化遺伝学の発展に寄与することをねらい，過去の研究か
らの新たな展開から，ゲノム時代における新たな集団・進化遺伝学研究までを紹介する．

WS１３：植物レドックス研究の最近のトピック（９月１９日　１４：００－１５：４５）
・世話人：山本　義治（岐阜大学），多田　安臣（名古屋大学）
・概　要：植物のレドックス制御の最近のトピックとして，根の形態形成におけるレドックスの

関与（塚越），および感染応答時のレドックスの役割（多田）という大きな発見があっ
た．これらの講演を軸に光合成装置の保護とレドックス制御（山本），植物細胞におけ
るレドックスセンサーの開発（久堀）などに関する演題を加え，植物固有のレドック
ス／ ROS 制御に関する議論をしていきたい．

WS１４：ヒト遺伝学教育の問題点とそれを克服する方法（公開ワークショップ）（９月１９日　１６：００－ 
１７：４５）

・世話人：神崎　秀嗣（京都大学，大和大学）
・概　要：近年の医師不足や医療業務の負担増から，コメディカル（看護師・薬剤師・歯科衛生

士・理学療法士・作業療法士などの医師・歯科医師以外の医療従事者の総称）養成校は，
限られた時間のなかで教育を行い，学生を国家試験に合格させ，コンスタントに，医
療従事者だけではなく，一社会人としての優秀な人材を医療機関に供給していかなけ
ればならない．このような状況において，学習指導要領では，ヒトの遺伝学教育は，
高校までは本格的には学ばない．メンデルの法則など基礎的な事を学ぶに留まっている．
そのような学生が，コメディカル養成校に入学してくる．このような基礎知識を克服
する事は至上命題であり，国家試験に合格すれば済む問題でもない．遺伝病の患者さ
んにインフォームドコンセントを行う際，一般市民の方のヒトの遺伝学の知識の無さ
によって，医師をはじめ医療従事者の方々は，困難を感じているのではないだろうか．
申請者は，日本染色体遺伝子検査学会精度管理委員として，染色体遺伝子検査の様々
な問題点についてガイドライン作成に従事している．その経験から，高校までの遺伝
教育とその問題点について，授業評価法を用いながら論ずる．さらに，MOOCs 等，
イーラーニングシステムは，様々な高等教育機関において教育実践のツールとして利
用されている（また，moodle などのオープンソースソフトや市販のイーラーニングソ
フトも配布されている）が，コメディカル養成校においては，特に，国家試験対策に
利用されている場合が多く見受けられる．イーラーニングシステムは，システム構築
に多額の開発費や維持管理費を要するが，筆者らの研究グループは，１９９８年と１９９９年に
看護師国家試験自主学習支援ソフト，１９９９年に臨床検査技師国家試験自主学習支援ソ
フトを開発し，教育実践で使用してきた．一般市民の皆さんの「遺伝リテラシー」向
上のためには，様々なツールを用いて，ヒトの遺伝学の基礎知識は義務教育でも教え
てはどうだろうか．一般市民の皆さんの参加もお願いして，意見を拝聴したい．

WS１５：温度感受性 TRPチャネルの機能的多様性と生理的意義：分子から個体までの統合的な理解
を目指して（９月１９日　１６：００－１７：４５）

・世話人：齋藤　　茂（岡崎統合バイオ）
・概　要：温度感受性 Transient receptor potential（TRP）チャネルは温度だけでなく，他の物理

刺激および様々な化学物質により活性化される多刺激受容体であり，温度をはじめと
する多様な感覚受容に関わっている．また，近年，立体構造解析も進み，分子から個
体まで統合的に温度感受性 TRPチャネルの機能を解明する研究が展開可能となってき
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た．本ワークショップでは，多様な動物種における温度感受性 TRPチャネルの生理機
能，機能の種間多様性とその進化過程，機能と構造連関の解明に取り組んだ最新の研
究を紹介する．

WS１６：大量データ時代の新しいゲノム遺伝学（９月１９日　１６：００－１７：４５）
・世話人：小倉　　淳（長浜バイオ大学）
・概　要：Genome １０K プロジェクトや大型ゲノムコホート研究など，遺伝学を取り巻くデータ

環境はゲノム情報爆発ともいえる状況を呈している．こうした時代における遺伝学が
発信していく役割および取り込むべき手法を最新のゲノム遺伝学研究を展開する若手
研究者の研究事例をもとに論じていく．

WS１７：マウス遺伝学が牽引する最先端生命科学（９月１９日　１６：００－１７：４５）
・世話人：酒田　祐佳（九州大学），岡　　彩子（新領域融合研究センター）
・概　要：マウスは，哺乳類を代表するモデル生物として近交系が数多く樹立され，遺伝学的研

究が盛んに行われてきた．近年は，次世代シークエンサーを利用した膨大なゲノム情
報の解析や新たなゲノム編集技術の応用により，生命現象のメカニズムに関する新た
な知見が増大している．本ワークショップでは，マウスを用いた独自の研究を進める
研究者を中心に最新の成果についてご講演をいただき，生命科学研究においてマウス
遺伝学が果たす役割について議論したい．

WS１８：遺伝教育─日本と海外の比較（公開ワークショップ）（９月２０日　１０：３０－１２：１５）
・世話人：向井康比己（大阪教育大学），池内　達郎（元・東京医科歯科大学）
・概　要：これまでの遺伝教育に関するワークショップでは日本国内での取り組みについて紹介

してきた．今回はシンガポール，インド，アフリカ諸国等における遺伝教育の実情を
紹介すると共に，スーパーサイエンスハイスクールや生物オリンピックなどの我が国
の高等学校における新しい事業について，遺伝分野ではどのようなことが実際行われ
ているか報告する．海外と日本との遺伝教育を比較することにより，グローバル化時
代に対応するためには遺伝学会としてどう取り組むべきか，海外からの教員とともに
議論したい．

 ４．　総会・受賞講演
　・日　時：９月１８日（木）１３：４５－１８：１５（プレナリーワークショップ（WS９）を含む）
　・会　場：長浜バイオ大学　命江館

 ５．　懇親会
　・日　時：９月１８日（木）１９：００－２０：４５
　・会　場：北ビワコホテルグラツィエ

 ６．　ナイトゼミナール（分野別懇親会）
　・日　時：９月１７日（水）１９：３０頃－
　　　　　　（時間・場所は分野ごとに異なります．詳細は追って大会ホームページ等でお知らせします．）

 ７．　参加登録
（１）　Web登録
　参加の申し込みは， ６月２日（月）９：００から７月３１日（木）までの間に，大会ホームページ（http:// 
gsj3.jp/taikai/86taikai/）トップページの「第８６回大会参加申し込み」ボタンから登録してください．講
演される方は，別途「演題申し込み」が必要になります．
＊なお，参加登録時に男女共同参画推進のための簡単なアンケート（２分程度）をお願いしています
ので，ご協力をお願いします．
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（２）　参加費の振込
・参加登録を終えた方は， ８月１８日（月）までに下記の参加費を振り込んでください．GSJコミュニケー
ションズ８９（２）の郵便払込取扱票の通信欄にある参加区分，懇親会参加，参加登録番号をチェック・
記入し，下記ゆうちょ銀行の「日本遺伝学会第８６回大会」口座までお振込みください．
・通信欄のチェック・記入項目
１．参加者の区分　（一般会員・学生会員［無料］・一般非会員・学生非会員［無料］）
２．懇親会の参加・不参加　（学生も懇親会費は有料です）
３．参加登録番号　（Webで事前参加登録が完了した後にお知らせする番号です）

・払い込まれた方が特定できるように一人１枚ずつ別々の払込取扱票をお使いください．
　１枚の払込取扱票を用いて研究室単位等でまとめて支払わないようお願いします．
　所定の振込用紙がない場合，郵便局に備え付けの振替用紙（青色）で，下記口座までお振込みくだ
さい．

＜送金先＞ゆうちょ銀行
　・口座番号　００９２０－１－２７３８８８
　・口座名称　日本遺伝学会第８６回大会（ニホンイデンガッカイダイハチジュウロクカイタイカイ）
＜他行等からのお振込の場合＞
　・店名（店番）：〇九九（ゼロキュウキュウ）店（０９９）
　・預 金 種 目：当座
　・口 座 番 号：０２７３８８８

大会参加費

 

懇親会費

 
　
（３）　参加費のクレジットカード決済
　今大会から，大会参加費の支払いに Webクレジットカード決済がご利用いただけるようになる予定
です．詳細は大会ホームページをご覧ください．
【注意事項】
・大会および懇親会への参加者は，参加登録を行ってください． ８月１日以降は Webからの参加登録
ができませんので，大会当日に受付にて登録をお願いします．参加章の無い方は，会場への入場は
原則としてできません．
・会員の方は，２０１４年度までの遺伝学会会費を，参加登録日までに納めてください．

当日登録
事前登録（７月３１日まで）

８月１８日までにお支払いください

 ￥８，０００￥７，０００一 般 会 員

無　料無　料学 生 会 員

￥１０，０００￥９，０００一 般 非 会 員

無　料
（要旨集は当日実費販売）

無　料
（要旨集は当日実費販売）

学 生 非 会 員

当日登録
事前登録（７月３１日まで）

８月１８日までにお支払いください

￥８，０００￥７，０００一般（会員・非会員）

￥５，０００￥４，０００学生（会員・非会員）
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・現在非会員で，会員としての参加を希望する方は，参加登録をする前に，入会手続きと会費納入を
行ってください（http://gsj3.jp/tetuzuki.html#nyukai）．
・事前登録としての参加登録の完了には，Web参加登録と参加費支払いの両方が必要です． ８月１８日
（月）までにお支払いされなかった場合は，当日参加とさせていただきます．海外から事前登録され
た方は当日受付でのお支払いとなりますので，この限りではありません．
・Webで参加登録した後， ８月１８日（月）までに参加費の支払いを済まされた方には， ９月上旬に参加
証と講演要旨集を郵送いたします．
・海外から Web参加登録をされた方は，大会当日に受付で参加費をお支払いください．参加章講演要
旨集は，その際にお渡しします．
・当日登録の学生（会員・非会員）参加者は，受付での登録の際に学生証を提示願います．提示のな
い場合は，一般非会員扱いとさせていただきます．

 ８． 講演申し込み：　２０１４年６月２日（月）９：００－７月４日（金）１７：００（英語要旨最終〆切：１０月３日（金））
　一般講演の申し込みや，シンポジウム・ワークショップの要旨登録は，大会ホームページ
（http://gsj3.jp/taikai/86taikai/）の「第８６回大会演題申し込み」ボタンから行ってください．講演申し込
み・要旨登録には，参加登録番号が必要になりますので，参加登録を済ませてから行ってください．
・留学生会員や海外からの参加者のために，一般講演の一部を国際セッション枠とし，英語による発表に
限定します（９月１８日午前を予定）．英語での発表を希望される方は必ず発表言語の選択肢で（English）
をご選択ください．留学生の指導教員の先生方には登録のアシストを宜しくお願いいたします．なお大
会ホームページでは，英語による参加登録・講演申し込みのページもご用意しております（http:// 
gsj3.jp/taikai/86taikai/e_index.html）．

【注意事項】
・講演の申し込みは，一般講演およびシンポジウム，ワークショップを含め， １人１題を原則とします．
・一般講演で発表できるのは，日本遺伝学会の会員のみとさせていただきます．会員の方は２０１４年度まで
の遺伝学会費を７月２日（水）までに納めてください．非会員で一般講演の発表を希望される方は，先に
入会手続きを，日本遺伝学会ホームページ（http://gsj3.jp/tetuzuki.html#nyukai）からお願いします．
・演題登録の際に，日本語予稿（３００字）と英語要旨（１２００ characters）の両方の登録をお願いします．た
だし，英語要旨については大会終了後に提出しても構いません．その場合，英語要旨の欄には“ To be sub-
mitted later ”と入力して登録し，１０月３日（金）までに最終版の英語要旨を登録してください．７月４日の
締め切り後の登録方法については，別途ホームページ等でお知らせします．
・演題の修正には登録番号が必要になりますので，番号を忘れることがないように，登録完了の通知メー
ルを保存しておいてください．もし，登録番号を忘れてしまって登録の修正が必要な場合は，第８６回大
会事務局までお問合せください．

 ９．　学生会員の旅費援助
・学生会員の参加奨励のため，発表する学生会員に旅費の一部を援助（交通費実費程度）します．ただし，
所属研究室や日本学術振興会などから旅費が支給される方はご遠慮ください．
　＊９月１７日（水）～１９日（金）の大会全期間の参加を条件とします．
・申請方法：申請書は， １人につき以下の６項目を A４ 用紙１ページに記載し，下記まで郵送してくださ

い．
１）氏名，２）所属と学年，３）所属住所，４）旅費援助希望理由，５）メールアドレス，６）指導教員の
サインと押印
　締切日：７月３日（木）必着
　送付先：〒４１１－８５４０　三島市谷田１１１１　国立遺伝学研究所内　日本遺伝学会
　　　　　　　　　　　日本遺伝学会８６回大会　旅費援助申請係
　　　　　　　　　　　TEL: ０５５－９８１－６７３６　　FAX: ０５５－９８１－６７３６
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１０．　Best Papers賞
　昨年の大会と同様の要領で，大会発表の一般演題の中から優れた研究発表１０題前後を選んで，Best Papers
賞（BP賞）として表彰します．
　なお，昨年度 BP賞の一部は，学会長主催プレナリーワークショップとして講演披露されます．

１１．　２０１４年度男女共同参画推進にかかわる大会参加支援について（日本遺伝学会から）
　日頃より日本遺伝学会会員の皆様には，男女共同参画推進の活動に対するご理解，ご協力をいただき，厚
く御礼申し上げます．
　日本遺伝学会では，毎年の大会開催に際し，大会準備委員会による保育室の設置とともに，学会として保
育室利用料金の半額支援を行ってまいりました．支援の多様化に対応するために，第８３回大会から１件の上
限を５万円とする大会参加支援を新設いたしました．
　この支援は，大会参加のための旅費，大会参加中の保育に関わる費用，大会参加者が不在になることによっ
て保育や介護に必要となる費用等に充てていただくためのもので，大会準備委員会が紹介する託児施設の利
用についてもこの支援に含むものといたします．利用をご希望の方は，この大会参加支援への申請により，
ご希望をお寄せください．
　この支援には，育児休暇や介護休暇中であっても応募できるものとしております．どうか奮ってご応募く
ださい．
支　援　額：１件５万円を上限とする．総額１５万円程度を予定．
支援の対象：第８６回大会に参加を希望する日本遺伝学会員．性別，年齢，発表の有無は問わない．ただし，

男女共同参画推進に該当する事情がある者．
応 募 方 法：「大会参加支援申請書」（別紙様式１）に必要事項を記入し，日本遺伝学会事務局（japgenet@ 

nig.ac.jp）へメールで送付する．
申請の受付：２０１４年５月１日～７月１０日
支援の決定：日本遺伝学会幹事会において迅速に書類審査を行う．審査結果は日本遺伝学会事務局より通知

する．
支援の交付：第８６回大会受付にて交付する．
成果の報告：大会終了後に大会参加成果報告書（別紙様式２）を日本遺伝学会事務局へ提出する．
＊様式１，および２は，日本遺伝学会ホームページ（http://gsj3.jp/taikai.html），または大会ホームページ
（http://gsj3.jp/taikai/86taikai/another.html）から入手できます．

１２．　参加登録時におけるアンケートについて（男女共同参画推進特別委員会より）
　日本遺伝学会は男女共同参画学協会連絡会に加盟し，学会における女性研究者の活動度の現状の調査に協
力して，２０１０年に大会参加者の属性に関するアンケートを実施いたしました．その後も，本学会の活性化と
今後のよりよい大会運営をはかるためにも有意義なものとして，学会として同様のアンケートを実施し，皆
様のご協力をいただきました．
　今年も引き続き，大会への参加登録に際して，性別，職階，大会への参加等に関して，簡単なアンケート
を実施させていただく予定です．各項目とも回答は選択式で， ２～３分で終了いたしますが，回答は任意で
すので，お答えいただける範囲で結構です．また，回答は統計的に処理いたしますので，個人を特定する情
報として利用されることはありません．
　アンケート実施へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます．

１３．　公開市民講座
・テーマ：健康と長寿に貢献する遺伝学と情報学
・日　時：平成２６年９月２０日（土）（１３：３０－１６：００）
・会　場：長浜バイオ大学　命江館　大講義室①
・共　催：長浜バイオ大学
・後　援：滋賀県，長浜市，滋賀バイオ産業推進機構，財団法人遺伝学普及会
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・入場無料，申込不要です．会場まで直接お越し下さい．
・なお本シンポジウムは，JSPS 科研費２６００２８の助成を受けたものです．
・概　要
　ヒトの設計図とも呼ばれるヒトゲノム塩基配列の完全解読を契機とした，最近の遺伝学やゲノム科学の
急速な発展が，私たちの社会生活に多大な影響を与えつつあります．ゲノム塩基配列自体，ならびにゲノ
ム DNAのメチル化やヒストン修飾等の状態が，ガンを含む広範な疾患に深く係わっていることが明らか
になり，遺伝学やゲノム科学についての市民の関心も高まっています．最近では，塩基配列の解読が安価
になり，個人の遺伝子やゲノム配列を解読した上で，個々の患者に適した治療を行う個別化医療が現実化
し，市民の期待も大きなものがあります．期待が大きい故の混乱も生じており，遺伝学やゲノム科学の応
用の現状や将来展望を正しく市民に伝えることが，この分野の研究者の責務となっていると考えます．
　今回の公開市民講座では，始めに遺伝学の研究者の立場から，次に基礎科学の成果を医薬産業へ生かす
企業の立場から，遺伝学やゲノム科学の現状と健康長寿への貢献やその将来展望について紹介します．ゲ
ノム配列自体が膨大な情報であり，さらには個人の多様な疾患について，あるいは様々な薬剤に対する効
果や副作用の個人差について，正しい情報を得るためには，ビッグデータと呼ばれる大量な情報を的確に
解析することが最重要な課題となっており，その現状も紹介します．
　医学や医療についての技術面での革新的な進歩があったとしても，経費の社会的な負担が可能であって，
はじめて一般市民が利用可能となります．そのため，医療行政の立場からも，わが国の健康長寿社会の実
現についての現状と将来展望の紹介を行います．医療費の負担を少なくしつつ健康長寿社会を実現するに
は，予防医療が重要です．生活習慣病等の予防の視点から，食品やサプリメント類についての市民の関心
も高く，正しい情報の入手が望まれています．これらに関して信頼性の高い情報を提供するデータベース
の現状や将来展望の紹介も行います．
・講演者と演題
①　池村　淑道（長浜バイオ大学客員教授，国立遺伝学研究所・総合研究大学院大学名誉教授）
　　　「遺伝学研究者の立場から現状と将来展望，ながはま０次予防コホート事業への期待」
②　伊藤　菁莪（長浜バイオ大学客員教授，元協和発酵工業取締役，元協和メデックス社長）
　　　「分子遺伝学と遺伝子工学の健康医療産業への貢献」
③　長洲　　毅（エーザイ株式会社，JSTバイオサイエンスデータベースセンター研究総括）
　　　「企業の立場からの，現状と将来展望」
④　金谷　重彦（奈良先端技術大学院大学教授）
　　　「健康に向けた食品の栄養成分データベース」
⑤　永田　　宏（長浜バイオ大学バイオサイエンス学部教授）
　　　「医療行政・医療経済の視点から」

１４．　日本遺伝学会第８６回大会組織委員会
  大 会 委 員 長 池村　淑道（長浜バイオ大学）
  大 会 顧 問 郷　　通子（長浜バイオ大学）
  事 務 局 長 山本　博章（長浜バイオ大学）
  プログラム委員長 大島　一彦（長浜バイオ大学）
  プ ロ グ ラ ム 委 員 （五十音順）
   上原　啓史（長浜バイオ大学）
   荻野　　肇（長浜バイオ大学）
   小倉　　淳（長浜バイオ大学）
   木下　　哲（長浜バイオ大学）
   塩生　真史（長浜バイオ大学）
   白井　　剛（長浜バイオ大学）
   高橋　健一（長浜バイオ大学）
   向　由起夫（長浜バイオ大学）

　大会ニュース　 ２０１４年９月１７日（水）～１９日（金）　長浜その３
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   米澤　弘毅（長浜バイオ大学）
   和田　修一（長浜バイオ大学）

１５．　共　　　催
　　　長浜バイオ大学

１６．　後　　　援
　滋賀県，長浜市，滋賀バイオ産業推進機構

１７．　連　絡　先
日本遺伝学会第８６回大会事務局
〒５２６－０８２９　滋賀県長浜市田村町１２６６番地
　　　　　　長浜バイオ大学環境応答遺伝学研究室内
　　　　　　PHONE ＆ FAX: ０７４９－６４－８１６０（直通）
　　　　　　E-mail: gsj2014_nagahama@nagahama-i-bio.ac.jp

　大会ニュース　 ２０１４年９月１７日（水）～１９日（金）　長浜その３

近藤　孝男会員が第１０４回日本学士院賞を
　授賞されました．

小川　英行会員が瑞宝中綬賞を

　受章されました．
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第３１回（平成２６年度）持田記念学術賞候補者推薦依頼について
　推薦を希望される方は推薦書１部および別刷論文１０報以内各１部およびその写し１１部を郵送にて，２０１４年６
月末（学会内で選考のため財団の提出締めきりより，通常は１ヶ月早く締めきる．）までに学会事務局宛にご送
付ください．
　（学会問い合わせ先）
TEL ０５５－９８１－６７３６　　FAX ０５５－９８１－６７３６
E-mail: japgenet@nig.ac.jp
担　当：鈴　木

　
第３１回（平成２６年度）持田記念学術賞候補者の推薦要領

　
１．　持田記念学術賞の対象
　本財団は，生命科学を中心とする医学，薬学及びこれらに関連する物理学，化学，工学，生物学等の先見
的独創的研究を育成し，かつ，これらの成果を総合して医療をはじめとするヘルスケアに応用し，もってわ
が国の医療及び国民の保健の向上に資することを目的としております．持田記念学術賞はその一環として創
設された冠となる賞であり，次の６項目の研究分野で，研究の進歩発展のため顕著な功績のあった研究者に
贈呈致します．
（１）バイオ技術を基盤とする先端医療に関する研究
（２）バイオ技術を基盤とするゲノム機能／病態解析に関する研究
（３）免疫／アレルギー／炎症の治療ならびに制御に関する研究
（４）循環器／血液疾患の病態解析／治療制御に関する研究
（５）創薬・創剤の基盤に関する研究
（６）創薬の臨床応用に関する研究

２．　副　　　賞
　　１件１，０００万円（２件以内）
３．　推　薦　人
１）本財団より推薦依頼を受けた学会
２）本財団の理事又は諮問委員
※１　推薦人は１候補者に限ります．

４．　推 薦 方 法
　　別添推薦書に必要事項を記入し，署名・捺印の上，本財団あてに送付してください．
５．　締 切 期 日

平成２６年７月３１日（木）　（当日までの消印有効）
６．　選考の方法
　選考作業は選考委員会が行い，平成２６年９月２６日（金）に受賞候補者を内定し，本財団理事会に諮り決定い
たします．

７．　褒賞金の贈呈式
　　平成２６年１１月７日（金）
８．　提出先及び問合せ先

財団法人　持田記念医学薬学振興財団　事務局
〒１６０－０００３　東京都新宿区本塩町７番地６　四谷ワイズビル
　　　　　　Tel.（０３）３３５８－７２１１　（代表）
　　　　　　Fax. （０３）３３５７－１２６４
　　　　　　E-mail: zaidan@mochida.co.jp
　　　　　　URL: http://www.mochida.co.jp/zaidan/index.html
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第４６回（２０１４年度）内藤記念科学振興賞候補者推薦について
　推薦を希望される方は提出書類（財団 HP参照）およびその写し１１部を郵送にて，２０１４年９月１日（月）（学
会内で選考のため財団の提出締めきりより，通常は１ヶ月早く締めきる．）までに学会事務局宛にご送付くださ
い．
　詳細は以下の HPを参照ください．
　http://www.naito-f.or.jp/
　（学会問い合わせ先）
　　TEL ０５５－９８１－６７３６　　FAX ０５５－９８１－６７３６
　　E-mail: japgenet@nig.ac.jp
　　担　当：鈴　木

第４６回（２０１４年度）内藤記念科学振興賞候補者推薦要領

１．　趣　　　　旨
　人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的領域において進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対し
て褒章を授与するものである．

２．　候補者資格
１）人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究において，独創的テーマに取り組み，進歩発展に顕
著な功績を挙げた研究者．

２）候補者は単独とするが，異なる研究グループによる共同研究の場合には，連名であっても良い．
３）候補者の再度の推薦は差支えない．

３．　推 薦 方 法
　　財団ホームページ「振興賞」に記載の手順に従い推薦する．
４．　締　 切　 日
　　２０１４年１０月１日（水）財団必着
５．　授賞式・顕彰
　授賞式は受賞者夫妻を招いて２０１５年３月１８日（水）に行う．
　受賞者には内藤記念科学振興賞（正賞：金メダル，副賞：１，０００万円）を贈呈する．

第４２回（２０１４年度）内藤記念講演助成金の申請について

　国際会議の開催において，自然科学の基礎的研究に関する国内で開催される国際会議の開催に対し，費用を
補助するものである．
詳細は以下の HPを参照ください．
http://www.naito-f.or.jp/
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第３１回（２０１４年度）井上学術賞受賞候補者の推薦について
　推薦を希望される方は財団への提出書類（推薦書１部および別刷論文各２部）およびその写し１１部を郵送にて，
２０１４年８月２０日（水）（学会内で選考のため財団の提出締めきりより，通常は１ヶ月早く締めきる．）までに学会
事務局宛にご送付ください．
　（学会問い合わせ先）
　　TEL ０５５－９８１－６７３６　　FAX ０５５－９８１－６７３６
　　E-mail: japgenet@nig.ac.jp
　　担　当：鈴　木

第３１回（２０１４年度）井上学術賞受賞候補者推薦要項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　井上科学振興財団

１．　候補者の対象
　　自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績をあげた研究者で，２０１４年９月２０日現在の年齢が５０歳未満の者．
２．　学　 術　 賞

本賞：賞状及び金メダル　　　　副賞：２００万円
授賞件数は５件以内とします．
注）受賞者は，原則として１件につき１人とします．特に複数であることを必要とするときは，それらの
研究者の寄与が同等であることを示してください．但し，この場合においても１件として取り扱います．

３．　応 募 手 続
３６学会，当財団の選考委員経験者および受賞後５年を経過した井上学術賞受賞者に推薦を依頼します．

４．　推 薦 件 数
　　各推薦学会からは２件以内とします．
５.　提 出 書 類
　受賞候補者推薦書１部（http://www.inoue-zaidan.or.jp/ よりダウンロードできます）および業績の主体とな
る文献２部．

６.　締 切 期 日　　２０１４年９月２０日（土）必着
７.　選　　　　考

当財団の選考委員会において選考し，理事会において決定します．
選考の結果は，２０１４年１２月中旬に推薦者に通知します．

８.　学術賞の贈呈
　　２０１５年２月４日（水）午後４時から　東京で開催の予定．
９.　推薦書提出先及び連絡先

財団法人　井上科学振興財団
〒１５０－００３６　東京都渋谷区南平台町１５－１５
　　　　　　南平台今井ビル６０１
　　　　　　電話：０３－３４７７－２７３８
　　　　　　FAX：０３－３４７７－２７４７
　　　　　　E-mail: inoue-fs@inoue-zaidan.or.jp
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第２３回木原記念財団学術賞候補者推薦のご案内
　推薦を希望される方は以下の書類を，２０１４年８月末（学会内で選考のため財団の提出締めきりより通常は１ヶ
月早く締めきる）までに学会事務局宛にご送付ください．
１．　財団への提出書類（推薦書正本１部・副本８部および別刷論文３編各９部）
２．　学会調査委員用（推薦書のコピー１１部および別刷論文３編各１１部）
　詳細は以下の HPを参照してください．
　http://www.kihara.or.jp/
　（学会問い合わせ先）
　　TEL ０５５－９８１－６７３６　　FAX ０５５－９８１－６７３６
　　E-mail: japgenet@lab.nig.ac.jp
　　担　当：鈴　木

概　　　　要

１．　推薦の対象
　木原記念財団学術賞推薦の対象は，最近において生命科学の分野で優れた独創的な研究を行なっている国
内の研究者で，５０歳以下（平成２６年９月３０日締切日現在）の方とします．
　ただし，推薦の研究課題で他の著名な賞を受けていないこととします．

２．　木原記念財団学術賞の内容
　受賞者には賞状，賞金２００万円を贈呈します．

３．　今年度の募集
　締切日　平成２６年９月３０日（火）（当日消印有効）

国際学術集会開催助成のご案内

　山田科学振興財団では２０１７年開催予定の国際学術集会（会議規模１５０名以内）の助成をおこなっております．
　詳細は山田科学振興財団ホームページ　http://www.yamadazaidan.jp　をご確認ください．
【申請受付期間】
　２０１４年４月１日（火）～２０１５年２月２７日
【申請書送り先】
　公益財団法人　山田科学振興財団 （Yamada Science Foundation） 
　〒５４４－８６６６　大阪市生野区巽西１丁目８番１号 
　　　　　　　電話　大阪 （０６）６７５８－３７４５（代表）

２０１５～２０１６年開催藤原セミナー募集について

　２０１５年（平成２７年）１月から２０１６年（平成２８年）１２月の間に開催を予定する藤原セミナー（国際セミナー開
催を援助する）に申請を希望する方は申請書を藤原財団へお送りください．
　詳細は藤原科学財団ホームページ　http://www.fujizai.or.jp/　をご確認ください．
【申請受付期間】
　２０１４年（平成２６年）４月１日（火）～同年７月３１日（木）（必着）
【申請書送り先】
　〒１０４－００６１　東京都中央区銀座３丁目７番１２号（王子不動産銀座ビル）
　　　　　　　公益財団法人　藤原科学財団
　　　　　　　TEL（０３）３５６１－７７３６
　　　　　　　FAX（０３）３５６１－７８６０
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頑 顔眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼頑顔本 会 記 事

退　　　　　会

黒川治男，大塚　靖，鈴木祐太郎，上田純治，土井修市，川上浩一，小牧正子，浦志知恵，白田美香，群馬
大学附属図書館医学分館，慶応義塾大学メディアセンター，（独）農業・食品産業技術総合研究機構東北農
業研究センター

寄贈図書・交換図書

（2014）No. 5Vol. 84科学
（2014）No. 1Vol. 20Chinese Journal of APPLIED & ENVIRONMENTAL BIOLOGY

（鈴木真有美）

◆会　員　異　動◆

新入会・再入会

福岡市東区馬出３丁目１番１号
九州大学大学院医学研究院基礎放射線医学分野

８１２－８５８２鷹　野　典　子



日 本 遺 伝 学 会 会 則
第１条　本会は日本遺伝学会と称する．
第２条　本会は遺伝に関する研究を奨め，その知識の普及を計ることを目的とする．
第３条　本会は事務所を静岡県三島市谷田，国立遺伝学研究所内におく．
第４条　本会に入会しようとするものは住所，氏名および職業を明記して本会事務所に申し込むこ

と．
第５条　本会会員は普通会員，機関会員，賛助会員および名誉会員とする．毎年普通会員は会費

１０，０００円（ただし在学証明書またはそれに代わるものを提出したとき，あるいは定年退職
して常勤職でなくなったことを申し出たときは６，０００円）を，機関会員は １５，０００円を，賛
助会員は１口（２０，０００円）以上を前納すること．会員で会費滞納１年におよぶものは資格
を失うものとする．

第６条　本会は次の者を総会の決議により名誉会員にすることができる．
　本会に功労のあった者．外国の卓越した遺伝学者．

第７条　本会は隔月１回遺伝学雑誌を発行して会員に配布する．
第８条　本会は毎年１回大会を開く．大会は総会と講演会とに分け，総会では会務の報告，規則の改

正，役員の選挙および他の議事を行い講演会では普通会員および名誉会員の研究発表をす
る．
　大会に関する世話は大会委員若干名によって行い，大会委員長は会長が委嘱する．大会は
臨時に開くことがある．

第９条　本会は各地に談話会をおくことができる．
第１０条　本会は会長１名，幹事若干名，会計監査２名の役員，および評議員若干名をおく．
 １）　会長は本会を代表し，会務を統轄する．
 ２）　会長は，評議員が全普通会員の中から選出した複数の候補者から普通会員による直接選挙に

よって選出される．
 ３）　評議員は，普通会員による直接選挙で選出される．
 ４）　幹事は，会長が推薦する候補会員を評議員の過半数が承認することにより選任される．
 ５）　会計監査は，会長が推薦する候補会員を評議員の過半数が承認することにより選任される．
 ６）　会長は評議員会を招集し，その議長を務める．幹事は評議員会に出席するものとする．
 ７）　評議員会は会員を代表して，事業計画，経費の収支，予算・決算，学会誌の発行，大会の

開催，その他重要事項について審議し，出席評議員の過半数をもって議決する．
 ８）　会長ならびに幹事により幹事会を構成し，会長がこれを代表する．
 ９）　幹事会は，学会の関連事項を論議し評議員会に諮ると共に，会務を執行する．
１０）　会計監査は，学会の会計を監査する． 

第１１条　役員および評議員の任期は２カ年とする．会長および評議員は連続三選はできない．
第１２条　本会の事務年度は暦年による．
付則　　平成７年１０月１３日に第５条を改正し，平成８年１月１日から施行する．
付則　　平成２１年９月１７日に第５条を改正し，平成２２年１月１日から施行する．

学 会 事 務 取 扱

〒４１１－８５４０　静岡県三島市谷田・国立遺伝学研究所内
日本遺伝学会
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