
プレミアムセミナー～解剖学の魅力を語る with 第2回若手研究者の会総会
3月27日（月）12：20 -13：20

運動神経細胞の発生・分化・細胞死からみた
「くび」の進化

八木沼洋行先生 福島医大
座長：江角 重行 熊本大 (若手研究者の会 副委員長)

＊プレミアムセミナー終了後に、
第2回若手研究者の会総会を行います。





日本解剖学会若手研究者の会
第2回 総会

①はじめに
②活動報告
③会計報告
④掲示板、交流会の紹介
⑤来年度事業予定
⑥質疑応答、連絡



委員長

副委員長
企画シンポジウム班
8名

副委員長/会計
総会・懇親会班
3名

<日本解剖学会 若手育成委員会>
2018年度までの教育・若手育成委員会を分割し、若手育成に特化した委員会です。
2019年度より発足した「若手研究者の集い」と連携を行いながら、解剖学を志す若手研究者の支援
ならびに活性化を行うことを目的としております。
若手育成委員会に若手研究者の会から2席出席のこと(近藤委員長と江角副委員長）
→日本解剖学会若手研究者の会の意見は、若手育成委員会を通じて発信
→会の活動状況報告や予算申請は、若手育成担当常務理事に伝える

日本解剖学会若手研究者の会組織図

夏の学校の主催、企画
交流ネットワーク構築
次の春/夏の学校の企画

会計/事務方との連絡
常務理事の先生への報告
来年度予算の概算要求
規約の作成
総会・懇親会班の開催
広報（解剖学雑誌等)
若手の悩みアンケート

企画シンポジウム→大会長に申請
若手育成委員会と共同シンポジウム
交流掲示板の作成→申請中
教育教材などの情報共有や発信

副委員長
教育研究キャリア班
17名

若手育成委員会 若手育成担当
常務理事

活動報告予算申請

出席 報告

若手研究者の支援、活性化

理事会

理事長、理事

解剖学会総会大会長

認定申請

近藤、江⾓が出席

②活動報告



②活動報告
2021年度若⼿研究者の会 活動報告

若手研究者の会
委員長 近藤 誠

第127回日本解剖学会総会・全国学術集会において（1）～（3）の企画を計画している。また（4）、（5）につ
いても検討を進めている。

（1）企画シンポジウム（担当：鍋加浩明先生）
若手育成委員会と若手研究者の会の共催シンポジウム「解剖学でキャリアをどう築くか？」
日時：2022年3月27日（日）15:40-17:40
座長：鍋加浩明先生（愛媛大）、池上浩司先生（広島大）
演者：若手育成委員会から4名、若手研究者の会から小川典子先生(島根大) 、小川名美先生(岐阜大)、
廣田ゆき先生(慶応大)、江角重行先生(熊本大)の4名。

（2）ランチョン企画（担当：江角重行先生）
プレミアムセミナーwith若手研究者の会第２回総会
日時：2022年3月27日（日) 12:20-13：20 (セミナー４５分)+（若手研究者の会総会１５分)
演者：八木沼洋行先生 (ご講演の承諾を頂いております)



（3）ティータイム研究者交流会（担当：江角重行先生）
日時：2022年3月29日 11：30-15：00で検討中
・若手育成委員会とダイバーシティ推進委員会との共催で男女年齢不問、子連れ可のデイ
タイム研究者交流会の企画を計画している。子育てをしている研究者の方から、他の研究
者の方々との情報交換や交流の場が欲しいとの意見を受け企画した。オンサイトでの実施
予定であるが、希望があればオンラインでの参加も検討する。研究や教育内容、共同研究
の希望、困っている事（育児と研究の両立、教育と研究のバランス）などの意見交換ができ
るよう、参加者同士の相互交流の機会を提供する。

（4）若手研究者の会 春の学校（担当：山岸覚先生）

日時：2022年3月26日（土） 13:00-18:30（会場は新大阪駅近く）
・懇親会も予定しているが、コロナ禍の状況により中止する可能性がある。

（5）教育・研究交流掲示板の作成（担当：江角重行先生）

現在、インターネット上で研究や教育についての情報交換ができる掲示板を準備中。年内に
試作版を作成し、3月の解剖学会総会では周知できるようにする予定

第127回 日本解剖学会・定時社員総会で上記の文章を報告しました。



③会計報告
支出の部
Rara掲示板 有料Pro 11880円(1年間) +初期費用330円=12210円
GOM teacup掲示板 有料 700円(3ヶ月)x 2 = 1400円
(2022年7月末で終了)
春の学校 20000円
合計 33610円

収入の部
解剖学会よりサポート 33610円

予算の管理は、解剖学会の事務の中村さんにお願いしています。



③会計報告
令和4年 解剖学会若手研究者の会 予算案

収入予定
解剖学会からのサポート（特別会計より）
令和4年 500000円 (予定)
(令和3年は 500000円のサポート予定より33610円を使用)

支出案
項目 支出 備考 .

夏/春の学校 開催支援 200000 会場料、講師旅費謝礼
ランチョンセミナー 200000 会場料、弁当代 1000円x150
掲示板利用料 15000 インターネット掲示板使用料
企画シンポジウム 35000 会場料等
総会/懇親会 50000 会場費、パンフレット等



ティータイム研究者交流会(男女年齢不問、子連れOK交流会)
日時：2022年3月29日 12:00～14:00
共催：若手育成委員会、ダイバーシティ推進委員会
12:00-13:00 全体交流
13:00ｰ14:00 ブレイクアウトルームでの交流

＜概要＞
この交流会は子育てをされている若手の会の女性研究者の方から頂いた”デイタイムでの交
流会を企画して欲しい”とのご意見をもとに企画しました。大学での担当教科、コロナ禍での
教育や講義について、悩み事（育児と研究の両立、教育と研究のバランスなど）、共同研究
の提案など、気軽に雑多な内容の雑談をしましょう。今回はZoom開催となりましたが、今後
はデイタイムの交流会（ミニ懇親会)に発展できたらと思っております。

<来年以降の交流会のアイデア>
＊名札に、所属だけでなく、得意分野(免疫染色、エレポなど）や研究分野、共同研究募集、
担当教科、悩み事（育児と研究の両立、教育と研究のバランスなど）などを書き、相互交流し
やすいようにする。
＊今後、コロナ禍が落ち着いたら、コーヒー／紅茶とケーキやお菓子などを
用意したり、各地のお菓子を持ち寄るなどのデイタイム交流会（ミニ懇親会)
に発展できたらと思っております。

④ティータイム交流会の紹介

みなさまの参加をお待ちしています！



インターネット上で研究や教育についての情報交換ができる掲⽰板を設置！
https://rara.jp/wakate/
パスワードは、MLで周知致します。

④若⼿研究者の会掲⽰板の紹介

https://rara.jp/wakate/


<掲示板のルール>
1)教育・研究について自由な議論ができる場にすることを目指しています。書き込みや閲覧は解剖学会員
であれば、どなたでもOKです。
2)投稿の際は、必ずお名前と所属を明記して下さい。
3)画像や動画については著作権が問題となるので、当面はテキスト情報のみで運用します。
4)ファイルのアップについては、投稿者それぞれのサイト（研究室ウェブサイトや個人サイトなど）にファイ
ルは置いて頂き、そこに掲示板からリンクを貼るという形でアップをお願いします。
5)アップロードファイルにはパスワードをかけて下さい。
6)新しいスレッド要望は、管理人の江角か、このメインスレッドにお書き下さい。
7)ご遺体に関する記述には、ご遺体の尊厳を傷つけない配慮を十分にすること

<著作権について>
＊ファイルのアップロードやダウンロードにつきましては、著作権に注意を払ってお使い下さいますようお
願いします。
授業目的公衆送信補償金制度 "SARTRAS"
https://sartras.or.jp/seido/

<現在のコンテンツ>
・骨学実習資料(福田孝一先生・熊本大)
・解剖実習用動画の配布について (吉田成孝先生 ・旭川医大)
・人体発生学問題例集(江角重行・熊本大)
・神経解剖学問題例(江角重行・熊本大)
・アメリカ留学体験談/ アメリカ留学役立ち資料集(江角重行・熊本大)
・実験プロトコール(シングルセル単離法, EdU染色節約プロトコールなど)
・研究/教育に有用なサイトの紹介(山岸覚先生・浜松医大)

④若⼿研究者の会掲⽰板の紹介

https://sartras.or.jp/seido/


第1回 若手研究者の会 夏の学校＠名古屋 邦和セミナープラザ

第2回 若手研究者の会 春の学校＠新大阪 (Zoom 開催)

2022/3/26

第3回 若手研究者の会 春?夏?の学校 今後検討します。

⑤来年度事業予定
春/夏の学校、ランチョンセミナー、
ティータイム交流会

2019/8/24-25



教育研究キャリア班
チーム分割（案）

ネット広報チーム
• ⽇本解剖学会

Webページ記事
• SNS広報アカウ
ント
– Twitter
– Instagram
– Facebook

• YouTube企画（教
室紹介・研究紹
介など）

解剖学教育資料
チーム
• 教育負担軽減の
ため他⼤学の教
育資料や試験問
題をストック

• パスワード付き
Webページ

⑤来年度事業予定

学会企画チーム

• 若⼿企画シンポ
ジウム

• 合同シンポジウ
ム

• その他若⼿企画

＊チームの再編成は企画シンポジウム班も含めて検討する予定です



若手研究者の会はこんな活動をしています

⑤来年度事業予定

研究・教育をフランクに話し合いたい！

共同研究をしたい！
→春/夏の学校・懇親会（コロナ禍のため開催できず）

先生、先輩の熱い思いや意見が聞きたい！
→プレミアムセミナー

教育・研究資料の共有、議論、質問をしたい！
→若手研究者の会・掲示板の設置

子育て中や家庭があると懇親会に出席できない。
情報交換をする機会がない。
→ティータイム交流会

みなさまのご意見、ご要望をお待ちしています！



⑥質疑応答

ご意見、ご質問のある方は、
Zoomの応答の“手を挙げる”でお願いします。



解剖学会 若手研究者の会

解剖学会 若手研究者の会HP
https://www.anatomy.or.jp/jab-young-researcher.html

登録希望の方はコチラにメールお願いします。
gakkai24@kokuhoken.or.jp

来年度もよろしくお願いします。

若手研究者の会MLの入会の宣伝をお願いします。


