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第125回日本解剖学会総会・全国学術集会告知（現状報告）と 

シンポジウムの公募 

 

 第125回日本解剖学会総会・全国学術集会のスケジュールについてお知らせいたします。 

学会について、下記の要領により開催致します． 

 

1. 会期：2020年3月25日（水）～27日（金） 

2. 会場：ANAクラウンプラザホテル宇部（学術集会，特別講演，市民公開講座，懇親会他） 

〒755-8588 山口県宇部市相生町8-1 

TEL / fax 0836-32-1112 / 0836-22-0155 

アクセス： 

山口宇部空港より車で10分 

JR新山口駅より車で30～40分  

または特急バスで40分、宇部中央バス停下車徒歩1分 

  J R宇部新川駅より徒歩5分 

中国自動車道小郡ICより40分 

山陽自動車道宇部下関線宇部ICより10分 

  問い合わせ：info@anacrowneplaza-ube.jp 

 

3. 運営組織 

会 頭：篠田 晃（山口大学大学院医学系研究科 神経解剖学 教授） 

副会頭：中村 教泰（山口大学大学院医学系研究科 器官解剖学 教授） 

      日下部 健（山口大学共同獣医学部 基礎獣医学 獣医解剖 教授） 

 プログラム委員長：大塚 愛二（岡山大学 医歯薬学総研 人体構成学 教授） 

 プログラム副委員長：樋田 一徳（川崎医科大学医学部解剖学 教授） 

 大会事務局：山口大学大学院医学系研究科 神経解剖学講座 

〒755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1（事務局長：升本宏平） 

TEL：0836-22-2206、FAX：0836-22-2205、E-mail：anat125@yamaguchi-u.ac.jp 

 運営委託先：株式会社 プロコムインターナショナル（担当：川口 勇祐） 

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11 ＴＦＴビル東館9階 

TEL：03-5520-8821、FAX：03-5520-8820、E-mail：anat125@procomu.jp 

 

4. テーマ・特別講演等の現在の予定(今後、日程を含め、変更・追加がされる可能性があります) 

※ 大会テーマ：「世界を動かすカタチの時空芸術 〜アナドルなかれアナトミー〜」 

2020年3月25日（水） 

日本解剖学会総会 

特別講演１：諸橋憲一郎（九州大学大学院医学研究院 教授） 

解剖学会・顕微鏡学会ジョイントシンポジウム：新機軸バイオイメージング 

日韓合同国際ジョイントシンポジウム 



2020年3月26日（木） 

主賓特別講演：大隅良典（東京工業大学 科学技術創成研究院 栄誉教授） 

特別講演２(あるいは市民公開講座) 坂井建雄（順天堂大学医学部 名誉教授） 

特別教育シンポジウム１：「AI医学研究の最前線：知性から創造へ」（仮題） 

  横田秀夫、川上英良、清田純、桜田一洋（予定） 

解剖学会奨励賞受賞講演 

懇親会：ANAクラウンプラザホテル（国際会議場） 

2020年3月27日（金） 

特別教育シンポジウム２：「ヒト組織再生と疾患治療に向けた基礎研究」（仮題） 

  出澤真理、高橋政代、金井正美、大内淑代 （予定） 

解剖学会・生理学会連携ジョイントシンポジウム 

市民公開講座「日本人の起源」 

１(特別講演3：分子人類学) 篠田謙一（国立科学博物館 副館長） 

２(特別講演４：形質人類学) 中橋孝博（九州大学 比較社会文化研究院 名誉教授） 

３(特別講演５：考古学・文献古代史学) 未定（           ） 

 

5. 「一般シンポジウム」の公募について 

今大会では、解剖学会からの「指定シンポジウム」とプログラム委員会の「企画シンポジウム」を中

心に行い、公募の「一般シンポジウム」は５枠を目安に考えております。下記で示す「企画シンポジウ

ム」等を参考に、必要事項⑴〜⑷を記載して公募期間中に、大会事務局（anat125@yamaguchi-u.ac.jp）ま

で応募ください。 

(1) オーガナイザーの所属機関・講座等（1-２名：代表者のe-mailアドレス、電話番号） 

(2) シンポジウム課題名(仮題でかまいません) 

(3) シンポジストの所属機関・講座名等（４名以内）（候補者でかまいません） 

(4) 仮要旨（ねらい）・コメント 

 

※なお、本大会として、採用に当たり、次の３点について優先的に配慮したいと思います． 

i． 若手主体のもの 

ii． 他学会と結びつく融合内容のもの（肉眼解剖と臨床系、形態学とデバイス 等） 

iii． 根源的新規発見らの発展的内容 

 

※下記①~⑮は現在、プログラム委員会から提案されている「企画シンポジウムSB」です。 

（題名は仮題です。また現段階では、最終決定ではありません。） 

① 私の研究：基礎から臨床へ、臨床から基礎へ（大塚愛二、樋田一徳） 

② 医学教育のグローバルスタンダードと医学の基盤としての解剖学教育（小林直人） 

③ 後期更新世の石垣島・白保竿根田原洞穴遺跡：葬墓制、頭蓋形態、復顔（菊池泰弘） 

④ Human development & DOHaD発（宇田川潤、山田重人)  

⑤ ライブイメージングによる細胞機能の可視化と制御（荒木伸一） 

⑥ オルガネラ局所の反応が司る生命現象（今泉和則） 

⑦ 新規・最新ヒストロジー（中村教泰） 

⑧ ステロイドホルモンを軸として考える生体調節機（鶴尾吉宏） 

⑨ 骨の細胞間コミュニケーション：カレントトピックス（吉子裕二） 

⑩ 顎口腔領域の発生と疾患にみるシグナル伝達の新たなかたち（岡村裕彦） 

⑪ 形態学･分子生物学を用いた精巣の体細胞･生殖細胞の分化メカニズム解明（嶋 雄一、若山友彦） 

⑫ 心臓血管発生研究における新展開（八代健太、中島裕司)  

⑬ 脳発達期の脆弱性と神経形成の基本原理（三木崇範 等） 

⑭ 大脳皮質の学習機能を支える局所神経回路構築 (古田貴寛、窪田芳之)（神経懇話会の継承枠） 

⑮ 感覚器系における動物の種多様性と形態機能学的研究（日下部 健、保坂善真, 下川哲哉） 

 

※また、現在まで解剖学会からの通知のあった「指定シンポジウムSA」は下記の通りです。 

① 日韓合同国際シンポジウム 

② 解剖学会・生理学会連携シンポジウム 

③ 日本解剖学会・日本顕微鏡学会ジョイントシンポジウム 



④ CCST (Clinical Cadaver Surgical Training) 

⑤ 男女共同参画 

⑥ 若手研究者の集い 

 

◎公募期間は、2019年7月12日（金）から8月2日（金）とします。 

◎申込先：第125回日本解剖学会総会・全国学術集会事務局 

〒755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1 

山口大学大学院医学系研究科 神経解剖学講座 

事務局長 升本 宏平 

TEL：0836-22-2206 FAX：0836-22-2205 

E-mail：anat125@yamaguchi-u.ac.jp 

http://procomu.jp/anat2020/ 

 

※「一般シンポジウム」の提案の際の注意点 

○シンポジウムは1枠、原則１時間３０分(1人２０分)で、シンポジストの構成は４人以内。 

○オーガナイザー(座長2人以内)を決め、発表者を選定依頼し、質の高いシンポジウムを編成して下さい。 

○原則、シンポジウム(シンポジスト)への旅費らの支援は出ませんので、解剖学会員を中心に編成するの

が無難かと思います。他学会の先生方にお願いしても良いのですが、支援はありません。その場合、友

情出演ということになります。ご注意願います。 

○「一般シンポジウム」は枠が限られますので、採用についてはプログラム委員会で決定致します。 

○「一般シンポジウム」で提案されたものがプログラム委員会「企画シンポジウム」に類似する場合は、

プログラム委員会で調整を行なうことがあります。また、上記「企画シンポジウム」との融合を希望す

る場合、その旨をお知らせ下さい。該当オーガナイザーとプログラム委員会で検討させていただきます。 

 

6. 参加登録・演題申込・プログラム等の告知 

【登録期間】 

2019年8月19日（月）〜10月18日（金） 

シンポジウムおよび一般演題（口演・ポスター発表）の抄録登録は大会ホームページ

（http://procomu.jp/anat2020/）より，オンライン演題登録をご利用ください．なお，提出された抄録の著

作権は，日本解剖学会に帰属することをご承知おきください． 

○シンポジウムの発表の詳細については，オーガナイザーより別途ご連絡をいたします． 

【発表形式】 

⑴口演：発表時間 8分 質疑応答 4分 合計12分（現在の予定） 

発表方法：後日，プログラム集および大会ホームページで，使用機器等についてお知らせいたします． 

⑵ポスター 

詳細は，後日プログラム集および大会ホームページでお知らせいたします． 

【発表資格】 

 筆頭演者としての発表は日本解剖学会会員に限ります．ただし，シンポジウム演者，海外機関からの

参加者，一般演題の連名発表者および学生セッション演者においてはこの限りではありません．非会員

で一般演題を筆頭演者として応募される場合は，日本解剖学会への入会をお願いします． 

 日本解剖学会への入会に関する詳細は，下記にお問い合わせください． 

 

一般社団法人日本解剖学会 事務局 

〒170-003 東京都豊島区駒 1-43-9 駒込TS ビル4F 一般財団法人口腔保健協会内 

電話：03-3947-8891 FAX：03-3947-8341 

E-mail：gakkai24@kokuhoken.or.jp 

URL：http://www.anatomy.or.jp/ 

 

7. 参加登録，懇親会の告知 

【事前参加登録期間】 

2019年8月19日（月）〜12月27日（金） 

⚫ 参加費の払い込み方法は，後日，大会ホームページでお知らせいたします． 

⚫ この参加費は日本解剖学会の本年度（2019年）の学会費とは異なるものであることをご理解ください． 

http://procomu.jp/anat2020/


⚫ 事前参加登録費が無料の非学会員シンポジストであっても，必ずオンライン事前参加登録を行ってくだ

さい． 

【懇親会】 

2020年3月26日（木）19：00（予定）からANAクラウンプラザホテル宇部（〒755-8588 山口県宇部市相

生町8-1）で開催します．今回は立食形式になります。地元山口の名産物をお楽しみください。また各種

余興を企画しております．ぜひ，皆様お誘い合わせのうえ，ご出席いただけますようお願い申し上げま

す． 

 下記、予定です 

 事前参加登録 

(2019年12月27日まで) 
当日参加登録 懇親会費 

会員 12,000 14,000 9,000 

非会員 14,000 16,000 9,000 

大学院生 5,000 6,000 5,000 

学部学生等 無料 3,000 2,000 

非会員シンポジスト 無料 無料 9,000 

※非会員の特別講演等の招待演者は参加費、懇親会費は無料とします。 

 

8. 研究集会・懇話会 

以下により申込を受け付けます． 

開催日：2020年3月24日（火） 

場 所：ANAクラウンプラザホテル宇部あるいは山口大学学部構内 

時間帯：13：00～18：00 

＊世話人は，会合名，希望時間帯，参加人数予定，液晶プロジェクター等の機材使用の有無を2019年8月

19日（月）〜10月18日（金）の期間に下記、大会事務局へメールでお知らせください． 

 

第125回日本解剖学会総会・全国学術集会事務局 

〒755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1 

山口大学大学院医学系研究科 神経解剖学講座 

事務局長 升本 宏平 

TEL：0836-22-2206 FAX：0836-22-2205 

E-mail：anat125@yamaguchi-u.ac.jp 

http://procomu.jp/anat2020/ 

 

9. 託児所 

学会期間中に託児所を設営します．場所，開設期間，保育料につきましては，詳細が決まり次第，学会

ホームページでご案内いたします． 

 

10. 商業展示 

学会期間中，ANAクラウンプラザホテル宇部で行います． 

 

11. 宿泊・交通 

宇部市内の宿泊施設には限りがございますので，新山口駅周辺の宿泊施設のご利用もご検討下さい．

新山口駅周辺から学会会場までのシャトルバス，また宇部空港から学会会場までのシャトルバスの運行

を予定しております．後日，詳細につきましては大会ホームページにてお知らせいたします． 

 

 


