
第 52 回日本脂質生化学会のお知らせ 

 

会期： 2010 年（平成 22 年）6 月 14 日（月）・15 日（火） 

会場： 群馬県 伊香保温泉 

学会会場／懇親会場 森秋旅館（一会場に変更となりました） 

      〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保 60 番地 

     Tel: 0279-72-2601（代） 

 

実行委員長：和泉孝志（群馬大学 大学院医学系研究科 生化学分野） 

  〒371-8511 群馬県前橋市昭和町 3-39-22 

  Tel: 027-220-7946, Fax: 027-220-7948 

  E-mail: jcbl2010@gmail.com 

 

大会ホームページ： http://jcbl.jp/wiki/JCBL52 

 

発表形式： すべて口頭発表 

  A 講演： 発表 15 分＋討論 5 分＝20 分 

  B 講演： 発表 10 分＋討論 5 分＝15 分 

  講演時間は変更することもあります。 

  発表はすべて液晶プロジェクターを用います。 

 

特別シンポジウム 「ロイコトリエン－基礎と臨床－」 

シンポジウム 1  「リゾ脂質受容体研究の新展開」 

シンポジウム 2  「アシル転移酵素研究の新展開」 

 

ランチョンセミナー1 「脂質研究に役立つデータベース紹介」 

ランチョンセミナー2 「スフィンゴ脂質の分子種多様性・疾患バイオマーカーとしての 

スフィンゴ脂質について」  



学会会場のご案内 

群馬県 伊香保温泉 

学会会場／懇親会場  森秋旅館 

    〒377-0102 群馬県渋川市伊香保町伊香保 60 番地 

   Tel: 0279-72-2601（代） 

 

会場周辺地図 

 

［群馬県 伊香保温泉へのアクセス］ 

【電車】  

JR 上越新幹線／長野新幹線 高崎駅乗

換え、上越線 渋川駅下車、バス停「伊

香保温泉」まで関越交通路線バス（東京

からの所要時間、約 3 時間） 

 

 

【車】   

関越自動車道、渋川伊香保インターで一

般道に乗換え、伊香保まで約 9km 

  



【高速バス】  

新宿駅（新南口）から上州ゆめぐり号（ＪＲバス関東）で伊香保温泉まで約 3 時間 

＊掲示した時刻表・運賃表（抜粋）は平成 22 年 4 月現在のものです。ご利用の際

は最新の時刻表・運賃表をご確認ください。 

＊座席に限りがありますので、切符は必ず事前に予約・お買い求めください。 

▼下り 1 号 3 号 7 号 9 号 11 号 13 号 15 号 17 号 

新宿駅新南口 8:00 9:00 10:30 12:00 14:00 16:30 18:00 20:00 

練馬駅（区役所前） 8:30 9:30 11:00 12:30 14:30 17:00 18:30 20:25 

渋川駅 10:19 11:19 12:49 14:19 16:09 18:39 20:09 22:04 

伊香保温泉 10:34 11:34 13:04 14:34 16:24 18:54 20:24 22:19 

伊香保蘆花記念館前 10:37 11:37 13:07 14:37 16:27 18:57 20:27 22:22 

▲上り 2 号 4 号 6 号 8 号 10 号 14 号 16 号 18 号 

伊香保蘆花記念館前 7:32 10:02 11:32 13:02 14:32 16:02 17:02 18:32 

伊香保温泉 7:35 10:05 11:35 13:05 14:35 16:05 17:05 18:35 

渋川駅 7:50 10:20 11:50 13:20 14:50 16:20 17:20 18:50 

練馬駅（区役所前） 9:40 12:10 13:40 15:10 16:40 18:10 19:10 20:40 

新宿駅新南口 10:10 12:40 14:10 15:40 17:10 18:40 19:40 21:10 

 

区間 
大人 

片道 
Gシート 早売１ 

早売１ 

Gシート 

新宿駅―伊香保温泉・ 

伊香保蘆花記念館前 
\2,300 \2,800 \1,790 \2,290 

＊上州ゆめぐり号の切符はＪＲハイウェイバス切符売り場、電話（03-3844-0496）、

インターネット（http://www.kousokubus.net/）で一カ月 1 日前より予約・購入

が可能です。  

ＪＲバス関東（http://www.jrbuskanto.co.jp/）  

          高速バス案内センター Tel: 03-3844-1950 

＊上州ゆめぐり号でお越しの際は、バス停「伊香保蘆花記念館前」で下車してくだ

さい。学会会場・懇親会場へは、急な石段を登ることになります。 

予め森秋旅館（0279-72-2601）にご連絡いただければ送迎車を手配します。 

ただし、時間帯によっては、お待ちいただくことがあります。 

＊その他の高速バスについては運行会社にご確認ください。 

関越交通（http://www.kan-etsu.net/） 

日本中央バス（http://www.ncbbus.co.jp/hbus/index.htm） 

 

【路線バス】 関越交通（http://www.kan-etsu.net/） 

 学会会場・懇親会場の森秋旅館へは、「伊香保温泉」または「伊香保榛名口」行き

バスで、バス停「伊香保温泉」で下車してください。会場へは徒歩 3 分です。Ｊ

Ｒ渋川駅とバス停「伊香保温泉」間の路線バスは、1 時間に 3 本程度です。 



参加者へのご案内 

1. 受付  

場所：  森秋旅館 総合受付（5F：玄関フロアー）  

時間：  6 月 14 日（月） 8:20～17:30  

  6 月 15 日（火） 8:20～16:00  

学会参加費 当日参加登録 一般 6,000 円 学生 4,000 円  

(事前参加登録) 事前参加登録を済ませた方は、事前にお送りする参加証をご持参くだ

さい。参加証ケースとお知らせを、参加受付にてお受け取りください。  

(当日参加登録) 当日参加登録をされる方は、参加受付にて参加登録費をお支払いのう

え、参加証、参加証ケースとお知らせをお受け取りください。参加証は領収書兼用にな

っております  

参加証のない方は入場をお断りいたします。  

2. 懇親会 

日時： 6 月 14 日（月） 18:30～  

会場： 森秋旅館 4F 宴会場 扇の間 

〒377-0102  

群馬県渋川市伊香保町伊香保 60 番地  

TEL: 0279-72-2601(代)  

参加費： 一般 5,000 円  学生 3,000 円 

御食事は御一人につき一席ご用意いたします。 

懇親会は 6 月 4 日（金）までに郵便振り込みにてお申し込みください。 

懇親会をそれ以降に希望される場合は、jcbl2010@gmail.com にメールにてお問い合

わせください。6 月 14 日（月）の当日に参加申し込みを希望される場合は、正午まで

に総合受付にてお問い合わせください。ただし、数に限りがありますのでご希望に添

えない場合があります。 

3. 要旨集 

日本脂質生化学会会員には要旨集が事前に 1 部ずつ送付されております。  

それ以外に購入をご希望の方および非会員の方には、1 部 5,000 円で販売いたします。  

部数に限りがありますので、売り切れの節はご了承ください。  

4. ランチョンセミナー整理券 

森秋旅館 5F 総合受付にてランチョンセミナー整理券を当日朝より配布します。整理

券はお一人につき 1 枚お渡しいたします。 なお、枚数に限りがございますのでご了承

ください。  



5. クローク 

森秋旅館 5F 森の間（玄関フロアー）にクロークを設置しております。  

なお、貴重品はお預かりできませんのでご了承ください。  

6. 脂質データベースデモのご案内 

森秋旅館 5F ロビー（玄関フロアー）にて、脂質研究者に有用なツールとなるデータ

ベースのデモを行います。 実際にデータベースを構築された専門家に PC 画面を見な

がら使用法などを説明していただきます。この機会を利用して、会員のみなさまからご

質問やご意見をいただき、ユーザーと制作者の活発な交流を期待します。多数のご参加

をお待ちいたしております。  

 

 

座長へのご案内 

担当セッション開始予定 10 分前までに、担当会場の PC 受付でチェックインを済ませ、

会場内前方右手の次座長席に御着席ください。  

一般演題の発表討論時間は下記のとおりです。 

時間内に終了するようご協力をお願いいたします。  

一般演題 A 講演： 発表 15 分＋討論 5 分＝20 分  

B 講演： 発表 10 分＋討論 5 分＝15 分  

 

 

発表者へのご案内 

1. 発表時間  

特別シンポジウム・シンポジウム： 

 座長の指示に従ってください。  

一般演題： 

 A 講演： 発表 15 分 ＋ 討論 5 分 ＝ 20 分  

 B 講演： 発表 10 分 ＋ 討論 5 分 ＝ 15 分  

講演時間は変更することもあります。  

すべて口頭発表です。  

2. 発表機材 

発表はすべて液晶プロジェクターを用います。  

PC プレゼンテーションのみとなります。スライドは使用できません。 



3. 発表データの受付 

発表データは発表者が責任を持って事前にウイルスチェックを行ってください。 

万一、発表データを受け取った際に、ウイルスが検出された場合にはデータの受領を

お断りすることがあります。 

本大会では、発表データの受付方法として以下の 3 つを準備しました。 

A. インターネット経由でのデータ事前受付 

B. データの当日受付 

C. PC 持込み 

 

少人数での円滑な学会運営を図るために、発表データのインターネット経由での事前

送付にご協力下さい。特に、第一日目午前中の発表の方はインターネット経由での発

表データの事前送付がお薦めです。 

 

A. インターネット経由でのデータ事前受付 

本大会では、発表データの事前受付をインターネット経由で行います。この際、群

馬大学で採用され実績のある Web ベースのドキュメント管理システム・Xythos(ザイ

トス)を使用します。全ての通信は SSL（Secure Socket Layer）で暗号化されますの

で安全です。また、チケット機能を利用することにより、発表代表者（パスワードと

インターネットアドレスの両方を知り得る方）と事務局以外はデータを閲覧すること

はできなくなっています。 

 

アップロードするファイル名は以下の形式にしてください。 

演題番号_発表者名.拡張子(アプリケーションに依存) 

（例）1-10_藤原あきな.pptx 

 

 使用可能なアプリケーションは、Windows 版 PowerPoint 2000～2007、Macintosh 

版 PowerPoint 2004、2008 です。  

 レイアウトの崩れを防ぐには、MS ゴシック、MS 明朝、Arial、Times New Roman、

Century の使用を推奨します。 

 発表データは、演題番号ごとにフォルダを事前にご用意いたしますのでその中にア

ップロードして下さい。 

 発表に使用するデータは、発表当日の午前 0 時までにアップロードして下さい。 

 詳しい Xythos の操作方法は、jcbl2010@gmail.com より送信するメールに pdf ファ

イルで添付されています。 

 アップロードできるファイルの上限は 100MB です。それを超える場合は

jcbl2010@gmail.com までご連絡ください。 



 お預かりした発表データは会期終了後に事務局にて抹消いたします。 

 その他に不明な点や不都合な点がありましたら、jcbl2010@gmail.com までお問い合

わせください。 

 

  手順 

1. 演題申込み時の代表者の E-mail アドレスに jcbl2010@gmail.com から以下の 2 件の

メールが送付されます。（6 月 7 日までにメールが届いていない方はご連絡ください。） 

メール A 件名：「インターネット経由での発表データのアップロードについて」   

        →アップロード先のインターネットアドレスが記されています。 

メール B 件名：「発表データフォルダへのアクセスについて」 

         →発表者用フォルダにアクセスする際に必要なパスワードが記さ 

         れています。 

2. メール A に記載されたインターネットアドレスにアクセスして下さい。「パスワー

ド」にメール B のチケットに記されたパスワードを入力してください。このチケッ

トは発表日当日まで有効です。 

3. ファイルをアップロードしたら、jcbl2010@gmail.com 宛に「演題番号、発表者氏名、

使用 OS、PowerPoint のバージョン」をメールでお知らせ下さい。事務局でファイ

ルのアップロードを確認したら代表者宛に件名「Xythos へのファイルのアップロー

ドの確認」のメールを送付します。 

4. 発表当日には必ず発表ファイルの映写確認を発表セッション開始の 30 分前までに

発表会場の PC 受付で行ってください。また、万一の場合に備えて CD-R または USB

メモリーに発表ファイルのバックアップを持参して下さい。 

 

B. データの当日受付 

CD-R（推奨）または USB メモリーで発表セッションの開始 30 分前までに発表会場

の PC 受付へお持ちください。MO、FD、ZIP などはご使用になれません。  

 1 日目に、2 日目分の受付をすることも可能です。  

 受付後の発表データの変更はできません。 

 使用可能なアプリケーションは、Windows 版 PowerPoint 2000～2007、Macintosh 

版 PowerPoint2004、2008 です。  

 レイアウトの崩れを防ぐには、MS ゴシック、MS 明朝、Arial、Times New Roman、

Century の使用を推奨します。 

 お預かりした発表データは会期終了後に事務局にて抹消いたします。 

 

ファイル名は以下の形式にしてください。 

演題番号_発表者名.拡張子(アプリケーションに依存) 

（例）1-10_藤原あきな.pptx 



C. PC 持込み 

発表データの映写確認は、発表セッション開始の 30 分前までに発表会場の PC 受付

で完了して下さい。 

OS は Windows（Windows XP, Windows Vista, Windows 7）、Macintosh（Mac OS8.6

以上）などが使用できます。  

発表データの動作確認後は、発表セッション開始の 30 分前までに会場内前方左手の

PC 操作席まで PC をご自身で運搬してください。セッション終了後は、必ず PC 操作

席にてご自身の PC をお受け取りください。 

 必ず、電源アダプターをご持参ください。映像端子は Mini D-sub15 ピンです。PC

本体の端子が異なる場合、この形状に変換するコネクターをご持参ください。  

 万一の場合に備えて、必ずバックアップ用データを CD-R または USB メモリーで

ご持参ください。  

 無線 LAN、サスペンドモード（スリープ）やスクリーンセーバーは、予め OFF に

しておいてください。作動すると設定が変更される場合があります。 

 

デジタル出力の Macintosh を発表会場へ持ち込んで使用する予定の方へ 

デジタル出力の Macintosh で映写する場合に、一部の機種では映像が正しく出力さ

れないことがあります。VGA への変換アダプタ（mini display port to VGA, mini DVI 

to VGA など）を使用して Mini D-sub 15 ピン（アナログ端子）でプロジェクターに接

続した場合に、発色が極端に悪くなる（蛍光画像などが薄くなる）ことやプロジェク

ターを認識せず信号を出力しないことがあります。発表会場ではデジタル端子（DVI）

を使用してプロジェクターに接続する予定ですが、一部で対応できない会場がありま

す。 

発表の際のトラブルを最小限にするために、できる限り「A. インターネット経由で

のデータ事前受付」あるいは「B.データの当日受付」をご利用ください。 

デジタル出力の Macintosh を使用する予定の方は、事前に jcbl2010@gmail.com 宛

に「演題番号、発表者、使用機種、使用 OS、使用アプリケーション、本体の映像端子

の種類」をお知らせください。使用する機種の DVI（デジタル）端子への変換ケーブ

ルをお持ちの場合は、会場へご持参ください。 

また、必ずバックアップ用データを CD-R または USB メモリーでご持参ください。 

 

 

  

mailto:jcbl2010@gmail.com


 

 

4. 発表者受付・PC 試写  

発表のセッション開始30分前までに、ご自分の発表する会場のPC受付にて受付後、

発表データの映写確認を行ってください。 

第 1 日目午前のセッションの方はできる限りインターネット経由でデータの事前受

付をしてください。 

受付が混み合っている場合は、ご発表時間の早い方を優先させていただくことがあり

ます。  

なお、受付後の発表データの変更はできません。 

 

PC 受付時間（各発表会場前） 

6 月 14 日（月） 8：30～17：00  

6 月 15 日（火） 8：30～15：00  

 

演者の方は講演開始予定 10 分前までに会場内前方左手の次演者席に御着席ください。 

  

MacBook 

筐体の色 

白？黒？アルミ？ 

Start 

ディスプレイの下の表示 

MacBook(Pro)? 

PowerBook? 

ディスプレイの下の表示 

iBook? 

MacBook? 

デジタル接続 アナログ接続 

黒 白 

アルミ 

PowerBook MacBook 

(Pro) 

iBook 

 

Macintosh の Display port の見分け方 

 



平成 22 年度 日本脂質生化学会総会のお知らせ 

 

上記の総会を平成 22 年 6 月 14 日（月）17:10～17:55 に第 1 会場（森秋 3F 会議室）に

おいて開催いたします。ご出席賜りたく存じます。 

 

会長 西島正弘 

 

議題 1．平成 21 年度事業報告 

 2．平成 21 年度決算報告ならびに監査報告 

 3．平成 22 年度事業計画ならびに予算案 

 4．その他 

 

 

 

 

平成 22 年度 日本脂質生化学会幹事会のお知らせ 

 

上記の幹事会を平成 22 年 6 月 14 日（月）12:15～13:15 に第 3 会場奥（森秋 5F 観山）

において開催いたします。幹事・名誉会員の皆様のご出席をお願いいたします。 

 

会長 西島正弘 

 

議題 １．平成 22 年度日本脂質生化学会総会への提案事項の検討 

 ２．その他 

  



発表会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森秋旅館：〒377-0102 群馬県

渋川市伊香保町伊香保 60 番地 

Tel: 0279-72-2601（代） 

第 3 会場 

5F 観山 

第 2会場／ 

懇親会場 

4F 宴会場 

扇の間 第 1 会場 

3F 会議室 

総合受付／

展示会場 

5F 

玄関 

森秋旅館の玄関は 5 階です。 

PC 受付は各会場の入口脇にあります。 

第 1 会場 

会議室 

第 2 会場／懇親会場

宴会場 扇の間 

玄関 

総合受付／

展示会場 

第 3 会場 

観山 

幹事会会場 

観山 奥 

学会本部 

クローク 


