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1. 第18回解剖技術研究・研修会
日　時：2017年3月27日(月) 13：00 ～ 16：30

会　場：長崎大学坂本キャンパス「E会場」
テーマ：形態学分野における技術の伝承と発展
主　催：日本解剖学会・解剖組織技能士資格審査委員会
共　催：解剖・組織技術研究会  http://square.umin.ac.jp/ks-giken/

教育講演：永島雅文 (埼玉医科大学教授) 

世話人・連絡先：解剖・組織技術研究会 代表幹事　櫻井 秀雄　E-Mail：hsak@dokkyomed.ac.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 庶務主幹　矢部 一徳　E-Mail：yabek@md.tsukuba.ac.jp

2. 第28回人類形態科学研究会学術集会
日　時：2017年3月27日(月) 13：00 ～ 14：50

会　場：長崎大学坂本キャンパス「C会場」
演題並びに講演者：
　1) ヒト門脈の進化と系統解剖
　　　宮木 孝昌 (愛知医科大学・東京医科大学) 

　2) 女性の骨盤リンパ系を胸管まで追跡する (DVD)

　　　佐藤 達夫 (東京有明医療大学) 

世話人：星野 敬吾 (聖マリアンナ医科大学解剖学講座 (人体構造)) 

　　　　TEL：044-977-8111　内線3511, 3517　E-mail：hoshino@marianna-u.ac.jp

　　　　中島 　功 (昭和大学) 

3. 第37回 肉眼解剖学懇話会
日　時：2017年3月27日(月) 15：00 ～ 16：50

会　場：長崎大学坂本キャンパス「B会場」
演題並びに講演者：
　1) バリエーションから見た椎骨動脈
　　　渡部 功一 先生 (久留米大学医学部解剖学講座) 

　2) カメの脊髄神経～ボディプランの改変が支配神経に及ぼす影響～
　　　川口 将史 先生 (富山大学医学薬学研究部 (医学) 解剖学・神経科学講座) 

世話人：荒川 高光　(神戸大学)

　　　　TEL/FAX：078-796-4558　Email：arakawa@people.kobe-u.ac.jp

4. リンパ・免疫系懇話会
日　時：2017年3月27日(月) 15：00 ～ 16：50

会　場：長崎大学坂本キャンパス「セミナー室3」
演題並びに講演者：
　1) 脾臓の再生
　　　佐々木克典 (信州大学医学部組織発生学講座 (臓器工学) 教授) 

　2) マウスパイエル板FABP5発現による粘膜下への抗原提示調節機構
　　　鈴木　良地 (秋田大学医学部器官構造学分野 准教授) 

研究集会・懇話会
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世話人：下田　浩 (弘前大学大学院医学研究科 生体構造医科学講座／神経解剖・細胞組織学講座) 

　　　　TEL：0172-39-5004　FAX：0172-39-5006　E-mail：hshimoda@hirosaki-u.ac.jp

　　　　徳田信子 (山口大学大学院医学系研究科保健学専攻) 

　　　　TEL/FAX：0836-22-2805　E-mail：toku@yamaguchi-u.ac.jp

5. 第19回下垂体形態学ミーティング
日　時：2017年3月27日(月) 15：00 ～ 16：50

会　場：長崎大学坂本キャンパス「視聴覚セミナー室２」
演題並びに講演者：
　1) The Maintenance mechanism of anterior pituitary progenitor cells through specific cell 

　    adhesion and intercellular signaling

　    　Khongorzul Batchuluun 

　    　(Core Laboratory, School of Bio-Medicine, Mongolian National University of Medical 

　    　Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia) 

　2) The analysis of retinoic acid as a cell-cell communication factor in rat anterior pituitary gland:

　    Molecular and cellular biological studies

　    　Rita Maliza

　    　(Biomedical Laboratory, Faculty of Medicine, Andalas University, Padang, Indoneshia)

　3)  Molecular morphological analysis of collagen-producing cells in the human pituitary adenoma

　    　Tofrizal Alimuddin

　    　(Department of Anatomical Pathology, Faculty of Medicine, Andalas University, Padang, 

　    　Indonesia)

世話人：野上 晴夫 (筑波大学) 

　　　　TEL：029-853-3342　FAX：029-853-3100　E-mail：hnogami@md.tsukuba.ac.jp

　　　　屋代 　隆 (自治医科大学) 

　　　　TEL：0285-58-7313　FAX：0285-58-5243　E-mail：tyashiro@jichi.ac.jp

6. 第2回生殖懇話会
日　時：2017年3月27日(月) 15：00 ～ 16：50

会　場：長崎大学坂本キャンパス「D会場」
演題並びに講演者：
　1) 精子形成過程に於ける microRNA の役割
　　　遠藤 大輔 

　　　(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻生命医科学講座 組織細胞生物学分野助教) 

　2) 精巣の組織化学
　　　若山 友彦 (熊本大学生体機能病態学講座教授) 

座　長：李　忠連 (東京医大・人体構造学分野 講師) 

世話人：瀧澤 俊広 (代表・事務局  日本医科大学大学院分子解剖学) 

　　　　E-mail：t-takizawa@nms.ac.jp

　　　　伊藤 正裕 (東京医科大学人体構造学分野) 

　　　　E-mail：itomasa@tokyo-med.ac.jp

　　　　小路 武彦 

　　　　(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻生命医科学講座 組織細胞生物学分野)

　　　　E-mial：tkoji@nagasaki-u.ac.jp

7. 第49回神経解剖懇話会
日　時：2017年3月27日(月) 15：00 ～ 16：50

会　場：長崎大学坂本キャンパス「B会場」



第122回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム・抄録集 19

演題並びに講演者：
　1) 円口類の遺伝子から解き明かす脊椎動物の脳の起源と多様化
　　　村上 安則 (愛媛大学大学院理工学研究科 環境機能科学専攻・准教授) 

　2) ゼブラフィッシュから学ぶ感覚運動回路の形態・機能的構成
　　　谷本 昌志 

　　　(ハワードヒューズ医学財団ジャネリアリサーチキャンパス／名古屋大学大学院理学研究科) 

世話人：伊藤 哲史 (福井大学医学部解剖学分野) 

　　　　TEL：0776-61-8302　FAX：0776-61-8132　E-mail：itot@u-fukui.ac.jp

　　　　古田 貴寛 (京都大学大学院医学研究科高次脳形態学教室) 

　　　　TEL：075-753-4331　FAX：075-753-4340　E-mail：furuta@mbs.med.kyoto-u.ac.jp

8. 第11回スンクス研究会
日　時：2017年3月27日(月) 15：00 ～ 16：50

会　場：長崎大学坂本キャンパス「F会場」
演題並びに講演者：
　1) スンクス嘔吐モデルを用いたブドウ球菌食中毒メカニズムの解明
　　　胡　東良 (北里大学獣医学部人獣共通感染症学研究室)

　2) スンクスの生殖に関する研究
　　　金子 たかね (九州大学大学院農学研究院動物学分野)

　3) スンクス顎下腺の終末部近位、遠位腺細胞について
　　　盛口 敬一、本田 雅規 (愛知学院大学歯学部口腔解剖学講座)

　4) ジャコウネズミ大行進  40年前の長崎市茂木町の風景
　　　織田 銑一 (元名古屋大学)

世話人：尾崎 紀之 (金沢大学医薬保健研究域 医学系機能解剖学) 

　　　　TEL：076-265-2156　FAX：076-234-4221　E-mail：nozaki@med.kanazawa-u.ac.jp

　　　　小泉 憲司 (順天堂大学医学部) 

　　　　TEL：03-5802-1023　FAX：03-5689-6923　E-mail：kkoizumi@juntendo.ac.jp


