
第 69 回日本細菌学会関西支部総会・学術講演会のご案内 

「関西支部会の新生に向けて！」 
 

第 69 回日本細菌学会関西支部総会を下記の通り開催致します。 
会員の皆さま多数のご発表ならびにご参加をお願い申し上げます。 

 
第 69 回日本細菌学会関西支部総会 

大会長 西川禎一（大阪市立大学 生活科学研究科 教授） 
 

Ⅰ．開催要領 
日時：2016 年 11 月 19 日（土） 受付開始 8：30、開会 9：10 
場所：大阪市立大学 杉本キャンパス 田中記念館（地図の施設 No.8）  

JR 阪和線「杉本町(大阪市立大学前)駅」下車、東口から徒歩３分  
地下鉄御堂筋線「あびこ駅」下車、4 号出口より南西へ徒歩約 15 分  

参加費＊  正会員 1,000 円  学生会員 無料 
昼食弁当＊         600 円（事前申し込みのみ） 
懇親会費＊ 正会員 3,000 円 学生会員 1,000 円 
抄録集＊  学会ホームページからPDFをダウンロード 製本版は1,500円 
＊当日に受付でお支払いください。 

 
Ⅱ．プログラム 

1. 若手研究者奨励賞エントリー演題 口演（9：15～、一人持ち時間 2 分） 
一般演題の申込数が多い場合は、9：15 から 1 時間を限度として一般演題に回す

ため、口演スタートを遅らせる可能性があります。 
 

2. 若手研究者奨励賞エントリー演題 ポスター発表（口演終了後～12：50） 
  奨励賞応募者には事務局からお弁当を支給しますので、昼休み時間（12：00 ～ 

13：00）も含めた設定としています。 
 
3. 支部総会（13：00～13：30） 
 
4. 若手プロジェクトチーム企画のワークショップ（13：30～15：30） 

「細菌と宿主のインタラクション」(各演題：発表 20 分、質疑応答 4 分) 



 
免疫グロブリン A を介した腸内細菌と宿主の相互作用 

大阪大学・微生物病研究所 河本新平 
Keystone 細菌と生体の相互作用 

新潟大学・歯学部 前川知樹 
細菌感染に対する生体の好中球産生亢進を介した防御機構とその破綻  

徳島文理大学・薬学部 竹原正也 
細菌の抗体免疫逃避を検出する新たな免疫システム 

大阪大学・免疫学フロンティア研究センター 平安恒幸 
病原細菌流行株の分泌タンパク質の解析  

国立感染症研究所・細菌第二部 鈴木仁人 
 

  
5. 一般演題（15：45～16：45） 
 
6. 特別公開講演（16：45～17：45） 

「小胞体の機能と制御のダイナミクス（仮題）」 
森 和俊（京都大学大学院理学研究科 教授） 

 
7. 懇親会（18：00～） 
 

Ⅲ．申し込み要領 
1. 若手研究者奨励賞エントリー：口演 2 分＋ポスター発表による討議 
（詳細は「演題登録要領」をご覧ください。） 
演題登録：7 月 25 日（月）～ 9 月 23 日（金） 
講演要旨提出：9 月 5 日（月）～ 10 月 7 日（金） 

2. 一般演題：口頭発表のみ（詳細は「演題登録要領」をご覧ください。） 
演題登録：7 月 25 日（月）～ 9 月 23 日（金） 
講演要旨提出：9 月 5 日（月）～ 10 月 7 日（金） 

3. 支部総会参加・抄録集購入・懇親会参加（詳細は「参加申し込み」をご覧

ください。）  
事前申し込み：7 月 25 日（月）～ 10 月 7 日（金） 

4. 懇親会：田中記念館内レストラン「メタセコイア」 
 



Ⅳ．運営方法 
1. 若手研究者奨励賞応募演題：口演 2 分＋ポスター発表による討議 
2. 奨励賞選考：参加者全員の投票による 
3. 一般演題：口頭発表のみ。1 時間しか枠が無いので発表 7 分、質疑応答 3

分の予定ですが、申込数に応じて変更の可能性があります。ご了承くだ

さい。 
 
【事務局】 
第 69 回日本細菌学会関西支部総会 事務局  
〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138 
大阪市立大学大学院生活科学研究科 食・健康科学講座 
TEL & FAX：06-6605-2856 
E-mail：nakadai@life.osaka-cu.ac.jp 
窓口担当：中臺枝里子 

  



杉本町駅東口を出て赤い線に沿って、さくら通りを南下するのが近道です。 
西口から出ると開かずの踏切で難渋することがあります。会場は No.8 です。 

 



支部総会参加・抄録集購入・懇親会参加申し込み 

 
以下の要領で電子メールにてお申し込みください。参加申し込みいただい

た方には抄録集 PDF ができ次第、事前にパスワードをお知らせしますので学

会ホームページからダウンロードしてください。 
 
1. メールの件名を「第 69 回日本細菌学会関西支部総会 参加申込 氏名」と

し、メール本文に下記の項目をご記載ください。 
1) 氏名 
2) 所属 
3) メールアドレス 
4) 住所 
5) 電話番号 
6) FAX 番号 
7) 抄録集購入の有無＊ 
8) 懇親会参加の有無 
9）昼食弁当の有無 

10）学生・院生の場合は、在籍中の専攻名と学年 
 
＊本年度も抄録集は、PDF ファイルをダウンロードできるように致します。

別途、冊子体（1, 500 円）をご希望の場合にのみ購入をお申し込みくださ

い。支部総会に不参加で抄録集の購入を希望される方は、事務局へメール

で連絡のうえ、振込先に代金（1,500 円）をお振込みください。振込手数

料は各自でご負担ください。郵送料は事務局で負担いたします。なお、振

込先は後ほどメールにてご連絡致します。 
 
2. 事前参加申し込み：7 月 25 日（月）～ 10 月 7 日（金） 
 
3. メール送信先：E-mail: nakadai@life.osaka-cu.ac.jp  

（事務局窓口担当：中臺枝里子） 
 
4. 申し込み受付後、事務局より受領確認メールを、お送り致します。メール

にて申し込み後、3 日間を経過しても確認メールが届かない場合は、お手

数ですが事務局まで、ご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。  
  



演題登録・抄録提出要領 

 
以下の要領で、演題の登録と口演抄録の提出を行ってください。登録いた

だいた方には抄録集 PDF ができ次第、事前にパスワードをお知らせしますの

で学会ホームページからダウンロードしてください。 
 
1. 演題登録： 

メールの件名を「第 69 回日本細菌学会関西支部総会 演題登録 氏名」と

し、メール本文に下記の項目をご記載ください。 
1) 演題名 
2) 発表者全員の氏名：演者には○を付けて下さい。 
3) 発表者全員の所属（正式名称） 
4) 代表者の連絡先住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス 
5) 若手研究者奨励賞応募の有無* 

*本年度も、若手研究者奨励賞を設けます。 
学部学生、大学院生および卒業・修了後 1 年以内の若手研究者の方々は

奮ってご応募下さい。 
6）演題登録：7 月 25 日（月）～ 9 月 23 日（金） 
 

2. 抄録提出： 
抄録は下記の要領に従い word で作成し、メールに添付してお送りくださ

い。 
1) ファイル名を演者氏名としてください（例：西川禎一.docx）。 
2) A4 用紙 1 ページに収まるようにご作成ください（演題名、発表者名、

所属を含む）。 
3) 日本語は MS 明朝、英語は Times New Roman をご使用ください。 
4) 上下左右に 30mm の余白をおとりください。 
5) 演題名、発表者名、略記所属名はそれぞれ 1 行あけ、14 ポイントでご

作成ください。 
6) 本文は略記所属名から 2 行あけ、12 ポイントでご作成ください。 
7) 事務局で原稿のスタイル等を変更する場合がございますが、ご了承くだ

さい。 
8) 若手研究奨励賞応募者は、本文の 後に【若手研究者奨励賞に応募】と

ご記載ください。 
9）講演要旨提出：9 月 5 日（月）～ 10 月 7 日（金） 



 
 
3. メール送信先：E-mail: nakadai@life.osaka-cu.ac.jp  

（事務局窓口担当：中臺枝里子） 
 
4. 申し込み受付後、事務局より受領確認メールを、お送り致します。メール

にて申し込み後、3 日間を経過しても確認メールが届かない場合は、お手

数ですが事務局まで、ご連絡頂きますよう、宜しくお願い致します。 
 

  



発表者・参加者へのご案内 

 
若手研究者奨励賞応募者の方へ 

 11 月 16 日（水）24：00 までに発表スライドファイルを事務局窓口担

当の中臺枝里子（nakadai@life.osaka-cu.ac.jp）まで添付ファイルでお

送りください。 
 ファイル名は演題番号（半角英数）と発表者氏名（全角）としてくだ

さい（例：1 氏名.pptx）。 
 一般演題枠を増やさなかった場合は、9：15 から液晶プロジェクター

による口演をしていただきます。9：05 までには、応募者全員がステ

ージ左手 前列の席で発表順に並んで着席、待機するようにしてくだ

さい。 
 基本的に、事務局で準備する以下のパソコンを用いてご発表いただき

ます。 
Windows OS8, Microsoft Office, Power Point 2013 
Mac OS 10.9.5, Microsoft Office, Power Point for Mac 2011 

 口頭発表時間 2 分で、質疑応答は全てポスター発表時に行うこととし

ます。全参加者が奨励賞候補を選び投票しますので、聴衆の興味を引

き、ポスターに立ち寄る気にさせるよう留意してください。 
 会場のパソコンにファイルを開いて 小化しておきます。ご自身のフ

ァイルを 大化し、スライドショーに切り替えたら、座長の指示によ

り発表を開始してください。説明途中でも２分経つと次演者に交代し

ますので注意ください。発表後はご自分のファイルを閉じて（右上隅

の×印をクリック）、次演者と交代して下さい。全てのプログラム終了

後、ファイルは消去致します。 
 ポスター発表については討議が長引きランチョンになることも想定し

ています。応募者の皆さんにはお弁当を事務局から支給しますので、

不要の方は事前に連絡ください。 
 

一般演題発表者の方へ 
 全ての一般演題について、液晶プロジェクターによる発表とします。 
 口頭発表時間 7 分、討論時間 3 分の予定です。 
 発表開始 10 分前までには、必ず次々演者席にお着きください。 
 基本的に、事務局で準備するパソコンを用いてご発表いただきます。 
 遅くとも昼休み中には、USB メモリなどのメディアに保存した発表ス



ライドファイルを田中記念館ホール内のパソコン受付担当者にお渡し

ください。 
 ファイル名を演題番号（半角英数）と発表者氏名（全角）としてくだ

さい（例：1 氏名.pptx）。 
 会場では、パソコンのデスクトップにおけるファイルをご自身で開き、

座長の指示により発表を開始してください（全てのプログラム終了後、

ファイルは消去致します）。 
 なお、本部では以下のパソコンを準備する予定です。 

Windows OS8, Microsoft Office, Power Point 2013 
Mac OS 10.9.5, Microsoft Office, Power Point for Mac 2011 

 ご自身のパソコンを用いて発表される場合、会場の機器には

D-Sub15pin 端子を介して接続していただきます。(D-Sub15pin 端子

以外のコネクタが必要な場合は接続用アダプタをご自身でご準備くだ

さい。) 
 タブレット型端末は使用できません。 

 
座長の方へ 

3 分の討論時間を用意しています。活発な討論となりますよう司会進行を

宜しくお願いいたします。 
 
参加者の方へ 

受付で名札を受け取り、ご自身で所属・氏名を記入ください。 
参加者全員に若手研究者奨励賞の選考委員として投票いただきます。受付

で投票用紙を受け取り、優秀と判断された演題の番号を３つ記入し、支部

総会終了までに投票箱に入れてください。 
名札ホルダーはお帰りの際にお返しください。 
 

予稿集の購入について 
受付にて、1 冊 1,500 円で販売しています。 

 
昼食について 

事前に申し込まれた方にはお弁当（600 円）を用意しますので、当日受付

にてお支払いの上お受け取りください。 
幹事・監事会ご出席の先生方には、事務局にてお弁当を用意いたします。 

 
支部幹事・監事会について 



12：00 より田中記念館 2 階の会議室にて開催いたします。会議室にはお弁

当とお茶を用意いたします。 
 
評議員会・総会について 

支部評議員会と支部総会を兼ねて、13：00 より田中記念館大ホールにて開

催いたします。 
 

懇親会について 
懇親会費は一般 3,000 円、学生は 1,000 円です（受付で学生証を提示する

よう宜しくお願いします）。 
当日も参加を受付けておりますので、ぜひご参加ください。 

 


