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日本比較免疫学会 役員（2014.9〜2016.8） 

 

会長：笠原 正典（北海道大学） 

副会長：中尾 実樹（九州大学） 

庶務・会計：倉田 祥一朗（東北大学）、補助役員 矢野 環（東北大学） 

学術集会担当：丸山 正（海洋研究開発機構）、末武 弘章（福井県立大学） 

会計監査：中西 照幸（日本大学）、川畑 俊一郎（九州大学） 

広報担当：飯島 亮介（帝京大学）、佐々木 年則（感染研） 

 

 

発行者：日本比較免疫学会長 笠原 正典 

 

事務局：庶務担当 倉田 祥一朗 

    住所 〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉 6–3 

       東北大学大学院 薬学研究科 生命機能解析学分野 

    事務局 e-mail: jadci2office@gmail.com 

    電話 022-795-4555（ダイアルイン） FAX  022-795-6802 

    郵便振替 口座番号 01730-9-80586 

         加入者名 日本比較免疫学会 

 

学会ホームページ http://plaza.umin.ac.jp/~jadci/ 
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ご挨拶 

日本比較免疫学会会長 笠原 正典  

北海道大学大学院医学研究科 分子病理学分野  

 

会員の皆様にはご健勝のこととお慶び申し上

げます。常日頃，ご支援，ご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 

昨年は，古田恵美子名誉会長の逝去という本

会にとって大変悲しい出来事がありました。す

でに皆様のお手元に届いていることと思います

が，数多くの方々から寄稿いただいた追悼文集

が出来あがりました。ご多忙の中，編集の労を

取って下さった中村弘明先生と和合治久先生に

改めて心より御礼申し上げます。古田先生は平

成 18年に私財を投じて古田賞，古田奨励賞を創

設されましたが，ご遺言により再度本会に寄附

を寄せられました。この寄附を原資として，若

手研究者の国際比較免疫学会への参加を支援す

る「古田トラベルアワード」を新設することに

なりました。今年の夏には第 13回国際比較免疫

学会がスペインで開催されますので，早速公募

を開始いたします。参加予定の若手研究者の皆

様には奮ってご応募くださるようお願いいたし

ます。 

 

長らく続いてきた比較三学会合同シンポジウ

ムについては，持ち回り開催は行わず中止する

ことになりました。その代わりに，三学会で学

術集会の同時開催を検討していくことになりま

した。しかしながら，現時点では具体的な合同

大会開催案の策定にはいたっておりません。日

本比較生理生化学会，日本比較内分泌学会との

調整を図り，実現に向け努力していきたいと考

えています。進展があり次第，ご報告します。 

 

御存じかと思いますが，本会では学術集会の

概要を英文 2 ページにまとめて，毎年

Developmental and Comparative Immunology 誌に掲

載して参りました。この度，編集長の Söderhäll

博士からの要請により，この掲載が中止される

ことになりました。今後はホームページに掲載

する方向で検討したいと思います。学術集会の

紹介はもちろんですが，本会のさまざまな活動

を英文で情報発信していくことは，本会にとっ

て重要と考えます。英語版ホームページの充実

を図っていきたいと思います。 

 

今年の日本比較免疫学会学術集会は福井県立

大学 海洋生物資源学部の宮台俊明教授を集会

長として，平成 27年 8月 21日から 23日にかけ

て福井県立大学 交流センターを会場として開

催されます。国際比較免疫学会学術集会開催か

ら 2ヶ月弱での開催となりますが，皆様には多

数ご参会くださいますようお願いいたします。

会場でお目にかかれることを楽しみにしていま

す。皆様におかれましては，今後とも学会の運

営に関しましてご支援，ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 
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日本比較免疫学会第27回学術集会のご案内 

【http://jadci.umin.ne.jp/page1/page1.html】 

 

学術集会長 宮台俊明（福井県立大学海洋生物資源学部） 

事務局長 末武弘章（福井県立大学海洋生物資源学部） 

 

1．会期と会場 

平成27年8月21日（金）～23日（日） 

小浜市働く婦人の家 大会議室 

〒917-0078 福井県小浜市大手町4-1 

TEL/FAX：0770-52-7002 

 

2．連絡先（日本比較免疫学会第27回学術集会事務局） 

福井県立大学小浜キャンパス 

〒917-0003 福井県小浜市学園町1-1 

福井県立大学小浜キャンパス 宮台俊明 

TEL：0770-52-6300（代表）、FAX：0770-52-6003 

E-mail:jadci27@fpu.ac.jp 

 

3．日程と概要 

・8月21日（金） 

＜午後＞一般講演 

・8月22日（土）： 

＜午前＞一般講演 

＜午後＞総会・学会賞表彰式 

古田賞受賞者講演：「未定」 

特別講演：「魚類の粘液胞子虫（仮題）」 

横山博（東京大学大学院農学生命科学研究科） 

懇親会（会場：キッチンBoo (福井県立大学小浜キャンパス内 送迎バスを用意する予定) 

・8月23日（日） 

＜午前＞シンポジウム「寄生虫 vs.宿主免疫」 

1)「ワクチノロジーの新展開（仮題）」 

後藤康之（東京大学大学院農学生命科学研究科応用免疫学） 

2)「寄生虫の寄生戦略（仮題）」 

山本雅裕（大阪大学免疫学フロンティア研究センター免疫寄生虫学） 

http://jadci.umin.ne.jp/page1/page1.html
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3)「宿主と寄生虫との相互関係（仮題）」 

太田伸生（東京医科歯科大学医学部国際環境寄生虫病学） 

4)「魚類好塩基球の寄生虫応答メカニズム（仮題）」 

小高智之（福井県立大学海洋生物資源学部海洋生物工学） 

5)「マラリアワクチン（仮題）」 

吉田栄人（金沢大学医薬保健研究域薬学系ワクチン・免疫科学研究室） 

 

4．参加費 

・学会参加費： 

正会員，非会員：5,000円 

博士課程後期学生：3,000円 

学部学生および修士課程（博士課程前期）学生：無料 

・懇親会費： 

正会員：4,000円 

博士課程後期学生：2,000円 

学部学生および修士課程（博士課程前期）学生：1,000円 

 

5．振込先 

・同封の払込取扱票を利用し、ゆうちょ銀行に2015年6月22日までにお振込みください。 

口座記号番号：00700-4-41461 

口座名称（漢字）：第27回日本比較免疫学会学術集会事務局 

口座名称（カナ）：ダイニジュウナナカイニホンヒカクメンエキガッカイガクジュツシュウカイ

ジムキョク 

 

・ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込む際には、 

銀行名：ゆうちょ銀行 

金融機関コード：9900 

店番：079 

預金種目：当座 

店名：〇七九 店（ゼロナナキユウ店） 

口座番号：0041461 

口座名称（漢字）：第27回日本比較免疫学会学術集会事務局 

口座名称（カナ）：ダイニジュウナナカイニホンヒカクメンエキガッカイガクジュツシュウカイ

ジムキョク 

以上の口座にお振込ください。 
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6．参加申し込み・演題申し込み（締切り：2015年6月22日必着） 

次の方法でお願いします。 

メール添付の参加申込書（JADCIホームページからダウンロード可）の全ての項目について、必

要事項をE-mailの本文中に書き込み、「2．連絡先」のE-mailアドレスjadci27@fpu.ac.jpに送信する。

メールでの申し込みが難しい方はご相談ください。 

 

7．発表要領 

PC用液晶プロジェクターにより投影して行います（Power Point2010/Windows7）。OHP,スライド

は使用できません。USBメモリー対応のパソコンを用意しますので、Power Pointファイルを事前

に当方のパソコンにコピーするか、ご持参のメディアを接続して投影していただくことになりま

す。試写用のパソコンを会場受付にご用意いたしますので、動作の確認は事前に行ってください。

ご自分のパソコンの接続をご希望の場合は前もってその旨ご連絡ください。 

 

8．講演要旨（一般講演）の書き方と提出方法 

講演要旨（オフセット印刷により講演要旨集を作成します。）は、見本を参照して、和文または

英文で作成してください。（締切り：2015年6月22日必着） 

 

(1) 提出方法 

原則として電子メールでご提出ください。 

ご無理な場合は集会事務局までご相談ください。 

見本（A4版、別紙）に従って講演要旨（A4版1枚）を作成し、E-mailの添付ファイルにてpdf

ファイルとMS-Wordファイルの両者を送信する。 

【送信先：E-mail：jadci27@fpu.ac.jp】 

 

(2) 用紙（特別の原稿用紙はありません。） 

お送りいただいた原稿は、オフセット印刷用の版下として使い、原寸大で印刷します。 

原稿は、白色A4版用紙に明瞭に印字し、折り曲げずにご送付ください。 

 

(3)書式（別紙見本を参照。JADCIホームページからダウンロードできます。） 

1行目：タイトル（センタリング）、ＭＳ明朝・太字・14ポイント。 

2行目：著者（センタリング）、ＭＳ明朝・10.5ポイント、氏名の右肩に数字を付ける。 

3行目：所属（センタリング）、ＭＳ明朝・10.5ポイント、氏名の右肩に付けた数字に対応する

数字を、左肩に付ける。 

4行目：英語タイトル、Times New Roman・太字・10ポイント。 
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5行目：著者（英語・センタリング）、Times New Roman・10ポイント、氏名の右肩に数字を付

け、所属機関の左肩に対応する数字を付ける。 

6行目：所属（英語・センタリング）、Times New Roman・10ポイント、氏名の右肩に付けた数

字に対応する数字を、左肩に付ける。 

7行目以降：本文、ＭＳ明朝・10～11ポイント、左右の２段組、右段1行23文字＋左段1行23文

字、【目的】、【材料・方法】の概略、【結果】、【結論】に分けて記載する。 

【参考文献】については、必要に応じて、主要なものを記載してください。（省略可） 

 

(4) 注意事項 

① A4版縦サイズ、一頁の行数46行、一行の文字数45文字（2段組：23+23文字）程度で作成し

てください。多少の変更は構いません。 

② 電子メールで提出される方は、MS−Word2010/Windows7形式で読み込み可能なファイルとし

て下さい。 

③ 所属が一行に収まらない場合は改行し、さらに省略名で記入しても結構です。 

（例：埼玉医科大学→埼玉医大、北海道大学→北大） 

④英文氏名、所属が一行に収まらない場合は改行し、さらに省略名で記入しても結構です。 

⑤タイトル、著者名、所属、本文の間に、原則として、それぞれ一行スペースをとってくださ

い。 

⑥【結果】の中に、図表を入れても構いません。但し、写真等の質については保障できません

ので、この点に十分ご留意ください。なお、原稿は返却しません。 

⑦一般講演以外の特別講演並びにシンポジウム講演の和文要旨の作成にあたっては、【目的】、

【材料・方法】、【結果】、【結論】の項目立てにはこだわりません。発表内容に合わせて、適宜

【分かりやすい項目】を設定していただいて結構です。 

 

9．会場へのアクセス（交通のご案内) 

・福井県立大学海洋生物資源学部公式ページ 

http://www.s.fpu.ac.jp/kaiyou/contents/access/index.html 

・働く婦人の家 地図） 

http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/fujin/image/maps.gif 

地図の高速道路情報は少し古いです。 

 

・小浜駅まで 

①電車、バスの場合 

敦賀駅から小浜線あるいは湖西線近江今津駅からJRバスで小浜駅が便利です。 
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1)小浜線の敦賀駅から小浜駅までの所要時間と料金（東日本方面から便利）。最速61分（970円）

です。 

2)湖西線の近江今津駅から小浜駅までの所要時間と料金（西日本方面から便利）。60分（1,330円）

です。 

②飛行機・バスの場合 

大阪国際（大阪／伊丹）空港から高速バス（わかさライナー）で小浜駅が便利（要予約）。2時

間38分（3,000円）です。 

③自動車の場合 

舞鶴若狭自動車道小浜ICから10分です。会場の駐車場は小さいです。隣接有料駐車場あります

（1-3h/100円）。また、多くのホテルは近辺にあるので宿泊予定ホテルの駐車場も利用可能です。 

 

・小浜駅から 

徒歩5分ほどです。小浜病院前交差点を斜め左。SLのある公園を越えてすぐ。また、多くのホテ

ルから徒歩5-10分。 
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事務局より 

 

年会費納入のお願い 

平成 27年度までの年会費を、メール便にてお送りしました「年会費振り込み用の用紙（年会費の

記載があります）」を用いてお振り込み下さい。 

一般会員 5,000円 

学生会員 3,000円（博士課程以上の学生。学生証のコピーを郵送あるいはスキャンイメージをメー

ルで事務局までお送りください。指導教員のお名前と所属をご記入ください） 

＊修士課程までの学生会員は年会費免除（入会手続きは行なって下さい。学生証のコピーを郵送あ

るいはスキャンイメージをメールで事務局までお送りください。） 

 

＊郵便局備え付けの振替用紙をご利用の場合は下記の情報をご記入ください。 

振替口座記号番号：０２２４０－６－１１９４０８ 

加入者名：日本比較免疫学会 

XX年度年会費 と明記してください。 

 

第 27回学術集会（小浜市）への参加・発表申し込み 

第 27回学術集会が、平成 27年 8月 21日から 23日に、小浜市働く婦人の家にて開催されます。

皆様のご参加・ご発表をお待ち申し上げます。メール便にてお送りしました「参加費振り込み用

の用紙（第 27回日本比較免疫学会事務局の記載があります）」を用いて参加費・懇親会費をお振

り込み下さい。 

 

日本比較免疫学会賞(古田賞)と古田トラベルアワードの募集 

平成 18年度日本比較免疫学会総会において、日本比較免疫学会賞として古田賞、および古田奨励

賞が制定されました。また、平成 26年度には、故古田恵美子名誉会長から学会へ多額のご寄付が

あり、新たに「古田トラベルアワード」を設け、若手研究者の国際比較免疫学会（ISDCI）への

参加を支援することになりました。平成 27年の古田賞候補者と古田トラベルアワードへの応募者

を募集いたします。自薦他薦を問わず、多くの会員の方々にご応募頂きますようお願い申し上げ

ます。応募書式はホームページからダウンロードできます。応募締め切りは平成 27年 5月 9日で

す。 

 

第２８回学術集会の予定 

会期：平成 28年未定 

学術集会長：和合 治久 先生（埼玉医科大学） 
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所属・住所が変わったら至急ご連絡を 

所属や住所に変更が生じた場合には、学会事務局まで至急ご連絡下さい。E-mailか Faxでお願い

いたします。書式は特にありませんので、下記の情報を事務局までご連絡下さい。 

氏名、住所、所属、電話/Fax番号、メールアドレス 

 

Newsへのご寄稿を募集しております 

エッセイ、学会参加記、JADCIへのご意見・ご提言などをお待ちいたします。事務局までお寄せ

下さい。また、Newsを充実させるため、その構成や編集についてのご意見も歓迎いたします。 

 

新会員の入会を歓迎いたします 

皆様のお近くに、比較免疫学にご興味の方がおられましたら、本学会への入会をぜひともお勧め

いただけますようお願い申し上げます。 

電子メールで下記の情報を事務局までお知らせ下さい。事務局メールアドレス：

jadci2office@gmail.com 

年会費（5000円、学生会員 3000円、入会金なし）の振替用紙を郵送いたします。 

１． 氏名 

２． 氏名（ローマ字） 

３． 所属 

４． 連絡先（所属先か自宅かを明記して下さい） 

郵便番号・住所・電話/Fax番号 

５． E-mailアドレス 

６． 専門分野 

７． 学生会員の場合は、指導教員の名前 

 

mailto:jadci2office@gmail.com

