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「一般社団法人日本Cell Death学会」理事長挨拶
一般社団法人日本 Cell Death 学会理事長

会が構成され、非力ながら私が理事長に選出

太田成男

されました。

（日本医科大学大学院加齢科学系専攻 教授）

日本アポトーシス研究会では、2009年8月

日本アポトーシス研究会では、2009 年夏に

の第18回学術集会において、評議員会の決議

は第 18 回目の学術集会（年会）が開催される

を経て、総会において、日本Cell Death学会

に至りました。この間の学問の発展により、

へと発展的に解消することが決議されました。

アポトーシスのメカニズムが明確になると同

学会名を日本Cell Death学会としたのは、ア

時に細胞死の様式が多様であることがわかり、 ポトーシスにとどまらず、広い領域での細胞
ますます細胞死制御に関する基礎研究の重要

死に関する研究を推進するすべての研究者に

性が認識されるようになりました。同時に、

とって基盤的な役割を果たす学会となること

細胞死制御をターゲットとする医療が現実的

をめざしているからです。

なものとして認識されるようになり、癌、自

「一般社団法人日本Cell Death学会」のさ

己免疫疾患、エイズ、アルツハイマー病など

らなる進展に微力ながら全力を尽くす所存で

の社会的に大きな問題となっている重篤な疾

おりますので、皆様の末永いご支援とご協力

患に対する治療薬、治療法の開発に新たな道

を宜しくお願い申し上げます。
平成 22 年 1 月吉日

を拓くものと強く期待されるようになりまし
た。
そして、アポトーシスにとどまらず、細胞
死制御研究をもっと広汎な研究者の力を結集
することにより、学術研究とその応用の発展
に寄与する必要性が広く認識されるようにな
りました。また、2008年12月より、新しい法
人法が施行され、学会の法人格が取得されや
すくなりました。そこで、2008年12月から

学会の URL：http://www.jscd.org/
事務局連絡先：office@jscd.org

2009年7月にかけて、学会設立準備会有志と
新学会理事候補者らによって議論され、広範

一般社団法人についての一般知識は、下記を
参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html

囲な細胞死制御に関連する学会を「一般社団
法人」として設立することが合意され、理事
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第 18 回日本アポトーシス研究会学術集会報告
第 18 回日本アポトーシス研究会学術集会年会頭

年行われておりました講演会が中止となりました
ことは甚だ残念でありました。来年は多くの若手
の皆様にご応募頂きますよう御願い致します。最
終的に、一般演題は３４題、シンポジウム等が２４
題で、計５８題でありました。今回の学術集会で
特筆すべきことの一つは、やはり「日本アポトーシ
ス研究会」から「社団法人 日本 Cell Death 学
会」への移行でありましょう。昨年来の設立準備
委員会の直向きな御尽力により、移行に関する
議事が評議員会並びに総会で承認され、無事
「社団法人 日本 Cell Death 学会」が設立されま
した。初代理事長としては、日本医科大の太田
成男先生が選ばれました。また本学術集会をも
って役職を御退任されます田沼靖一会長及び松
本義也事務局長の長年のご苦労に対し、ささや
かでは御座いますが、閉会式の際に花束贈呈を
行わせて頂きました。

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
教授

小路武彦

平成２１年８月１日（土）‐２日（日）、長崎大学
医学部坂本キャンパス（良順会館）に於きまして、
第１８回日本アポトーシス研究会学術集会を開催
させて頂きました。天候にも恵まれ、また長崎大
学大学院医歯薬学総合研究科参加者は参加費
無料としたこともあり、参加者総数は１５０名を越
す規模となりまして予想以上に盛会となりました。
これも、関係各位のご努力によるものでありまして、
この場をお借り致しまして厚く御礼申し上げます。
本学術集会では、２題の教育講演と共にシンポ
ジウム及びワークショップをそれぞれ３セッション
ずつ開催させて頂きまして、２題のランチョンセミ
ナーも含めその学問的質の高さと、内容の
up-to-date さに、多くの参加者並びに評判を聞
かれた先生方よりお褒めを頂いた次第であります。
今回は、特別講演を行わず教育講演として、藤
田保健衛生大学病理の堤寛先生と長崎大学大
学院感染防御の林日出喜先生にアポトーシス研
究法の最前線をお話頂きました。一方で、アポト
ーシス研究会奨励賞の該当者無しとのことで、例
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このように、開会前の様々な危惧を他所に、長
崎の地で「日本 Cell Death 学会」への船出も含め
盛り沢山の内容のもと、何とか研究会最後の学
術集会を成功裏に終えることが出来ましたこと、
改めて実行委員会を含め関係各位に御礼申し
上げますと共に、今後の本会の益々のご発展を
祈念申し上げ、ご報告とさせて頂きます。有り難う
御座いました。
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事務局からのお知らせ

※※※

日本Cell Death学会へのご指導、ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

● 第 18 回日本アポトーシス研究会学術集会は、平成 21 年 8 月 1 日（土）・２日（日）に長崎大学
大学院医歯薬学総合研究科組織細胞生物学分野・小路武彦年会頭の元で行われ、多数のご参加をい
ただき，盛会裏に終えることができました。ご協力、ご支援をありがとうございました。
● 奨励賞の該当者はありませんでした。
● 次回の学術集会（通算第 19 回）は、直江知樹先生（名古屋大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内
科学）年会頭により平成２2 年 7 月 3１日（土）•8 月 1 日（日）に、名古屋駅前

愛知県産業労

働センター「ウインクあいち」にて開催されます。学術集会への多数の皆様のご参加をお願い申し
上げます。
※

年会費納入のお願い
年会費未納の方は、5,000 円の年会費納入をお願いいたします。会の円滑な運営のため、ご協力を
お願い申し上げます。研究会から学会への移行措置のため今期会計年度は、2010 年 1 月から６月
３０日までとなります。ご了承ください。会費を振り込まれた方は、事務局officejscd@jscd.org
までご一報ください。
正会員 5000円、学生会員2000円
振込先（振込先が変わりましたので、ご注意ください）
三菱東京UFJ銀行
武蔵小杉支店（店番号375） 口座番号（普通）
口座名：一般社団法人日本セルデス学会
イッパンシャダンホウジンニホンセルデスガッカイ

※

0037309

新規入会のご案内
日本Cell Death学会事務局宛てにその旨電子メール等でご連絡ください。officejscd@jscd.org
入会手続きはHPをご覧ください。
http://www.jscd.org/nyukai.html

※

事務局への変更届
名簿記載事項の変更がありましたら、手紙・ＦＡＸ・電子メール等で事務局までご連絡ください。

♪♪♪☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆♪♪♪

編集後記
研究会から学会への移行に際しまして Newsletter 発行が滞ってしまいました。今後は新生日本 Cell Death 学会としてより良
い Newsletter の発行を目指していきたいと存じますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
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〒211-8533神奈川県川崎市中原区小杉町1-396
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