第 72 回 日本細菌学会九州支部総会
第 56 回 日本ウイルス学会九州支部総会
会長: 澤 智裕 (熊本大学大学院 生命科学研究部 微生物学講座 教授)
押海 裕之 (熊本大学大学院 生命科学研究部 免疫学講座 教授)

演題申し込み締め切りを８⽉２０⽇（⽕）まで延⻑しました。
【開催日・会場】
Ø 会期: 2019 年 9 月 13 日(金)、 14 日(土)
一般受付は、1 日目は 11:00 より、2 日目は 9:00 より、それぞれ開始します。
Ø 学会会場: 熊本市国際交流会館 7F ホール
〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町 4-18 TEL: 096-359-2020
Ø アクセス
JR 熊本駅より
・熊本市電で約１5 分、花畑町下車、徒歩約３分
・都市バス、九州産交バス、熊本電鉄バスで約１０分、交通センター下車、徒歩約３分
・タクシーで約１０分
熊本空港より
・九州産交バスで約 45 分、交通センター下車、徒歩約３分
・タクシーで約 45 分
九州自動車道より
・熊本 IC より車で約３０分
・植木 IC より車で約４５分
・益城熊本空港 IC より車で約３０分
会場駐車場
駐車場：32 台（有料）
利用時間：午前 8:30〜午後 10:30
・最初の 1 時間まで
200 円
・1 時間を超え以後 1 時間毎に 150 円
利用可能範囲
・全長
5,050 mm
・全幅
1,850 mm
・全高
1,550 mm
・全重量 1,900 kg

【学会スケジュール】（予定）
9 月 13 日(金)

1 日目

11:00〜

受付開始

12:00〜12:05

開会挨拶

12:10〜13:20

一般演題

13:20〜13:40

休憩

13:40〜15:20

シンポジウム

15:20〜15:40

休憩

15:40〜16:50

一般演題

16:50〜17:10

休憩

17:10〜18:30

特別講演

18:45〜

懇親会（熊本市市役所 14 階ダイニングカフェ彩）

9 月 14 日(土)

細菌-I、ウイルス-I

細菌-II、ウイルス-II

2 日目

9:00〜

受付開始

9:10〜10:30

一般演題

10:30〜10:40

休憩

10:40〜11:20

細菌学会九州支部総会（国際交流会館 7F ホール）

11:20〜11:30

休憩

11:30〜12:50

一般演題

12:50〜

閉会挨拶

細菌-III

ウイルス-III

【特別講演演者】
「細菌を起点とした硫黄代謝の生命進化論と硫黄サイエンス」
赤池 孝章 先生
東北大学大学院 医学系研究科 環境医学分野
「薬剤標的としての呼吸鎖電子伝達系 ―寄生虫からがん細胞まで―」
北 潔 先生
長崎大学大学院 熱帯医学・グローバルヘルス研究科
【シンポジウム演者】
「乳児ボツリヌス症 ―病態形成機構および臨床的研究―」
藤永 由佳子 先生
金沢大学 医薬保健研究域医学系 細菌学分野
「肝臓期マラリア原虫の分化を制御する宿主因子の同定」
山本 雅裕 先生
大阪大学 微生物病研究所 感染病態分野
「HTLV-1 感染病態解明へ向けた感染者血液のシングルセルトランスクリプトーム解析」
佐藤 賢文 先生
熊本大学 ヒトレトロウイルス学共同研究センター
ゲノミクス・トランスクリプトミクス講座
「ウイルス感染に対する過剰な自然免疫応答を抑制する新規メカニズム」
押海 裕之
熊本大学大学院 生命科学研究部 免疫学講座
【参加される方へ】
1. 参加登録
学会に参加されるすべての方 (演者も含む)は、2019 年 8 月 20 日(火)までに必ず事前登録をお
願いいたします。
ご氏名・ご所属・ご連絡先・懇親会参加の有無を下記のメールアドレスまでお送りください。
なるべく所属ごとにまとめてお知らせください。
2. 演題登録
抄録を添付書類 (MS word)として下記のメールアドレスまでお送りください。
締切は 2019 年 8 月２０日(火)です。
・演題抄録の形式
余白は上下 35mm、左右 30mm 横書きで A4 サイズ 1 枚に収まるようにお願いいたします。
フォントは MS ゴシック、タイトル・演題名・所属は 12 ポイント、本文は 11 ポイントでお
願いいたします。
1 行目にタイトル(演題名)

2 行目に演者名(発表者に○をつけてください)
3 行目に所属 (可能であれば発表者のメールアドレスも付けてください)
4 行目から【目的】 【方法】 【結果】 【考察】の順に抄録を作成してください。
本文は 800 字程度でお願いいたします。
ファイル名はご所属・お名前にしていただきますようお願いいたします。
・日本細菌学会九州支部若手奨励賞
若手細菌学会員の研究の活性化やキャリアパスへの寄与のために、日本細菌学会九州支部若
手奨励賞を授与します。応募資格は、口頭発表者でかつ発表時に 35 歳以下の大学院生、研究
生、研究者(ポスドク、助教等)とします。若手奨励賞に応募される方は年齢もお知らせくださ
い。
参加登録、演題登録先アドレス

kyushu72@kumamoto-u.ac.jp

担当：津々木

【学会当日のご案内】
1. 参加受付
参加される方は、学会参加費（一般会員 3,000 円、学生・大学院生 2,000 円)と懇親会費（一般
会員 5,000 円、学生・大学院生 3,000 円)を当日受付にてお支払いください。その際に配布され
る名札に氏名・所属をご記入の上、会場にてご着用ください。プログラムは当日受付にてお渡
しします。事前発送はいたしません。
クールビズ (ネクタイ・上着なし)でお願いたします。
2. PC プレゼンテーションについて
ご自分の発表セッション開始時間の 20 分前までに、PC 受付にてパソコンの動作確認をお願い
します。トラブル防止のため、パソコンは各自ご持参ください。念のために、USB メモリーも
ご準備下さい。映像端子はミニ D-sub15 ピンコネクターのみ対応ですので、これに対応してい
ないパソコンの場合は各自で、接続アダプターをご持参ください。スクリーンセイバーや省電
力機能でスリープしないようお願いいたします。
一般演題は、発表 8 分、質疑応答 2 分を予定しています。ただし演題数により変更することが
ございます。発表終了 1 分前に１回、発表終了時に２回、質疑応答終了時に３回ベルを鳴らし
ます。発表時間の厳守をお願いいたします。 次演者は、前演者の発表開始時までに次演者席に
ご着席ください。
【申込先・連絡先】
第 72 回 日本細菌学会九州支部総会 準備事務局 担当: 津々木博康
熊本大学大学院 生命科学研究部 微生物学講座内
〒860-8556 熊本県熊本市中央区本荘 111 Tel: 096-373-5320
E-mail: kyushu72@kumamoto-u.ac.jp

