
日本ポリアミン学会第 10 回総会議事録	 

	 

日時:	 平成 30 年 12 月 8 日（土）13:30～14:15	 

会場:	 石川県加賀市「山中座」	 	 

	 

1.第 10 回総会議長・副議長の選出	 

	 	 議長	 	 ：照井	 祐介	 氏（千葉科学大）	 	 

副議長：田島	 彩紗	 氏（慈恵医大）	 

上記 2 名を総会の議長および副議長として選出し承認された。	 	 

	 

2.役員人事	 

	 1)会長の交代	 

	 	 現会長、五十嵐一衛氏の辞任が承認された。	 

松藤千弥氏が新会長として選出され承認された。	 

	 	 	 

	 	 2)評議員の辞任	 

	 	 草野友延氏および塩川光一郎氏の辞任が承認された。	 

	 

	 3)評議員の選出	 

	 	 藤原	 伸介	 氏（関西学院大学）	 

	 	 高橋	 卓	 氏（岡山大学）	 

	 	 栗原	 新	 氏（石川県立大学）	 

以上の 3 氏が新評議員として選出され承認された。	 

	 	 	 

4)第 13 回年会担当役員の選出	 

	 	 東	 恭介	 氏（東京理科大学）を第 13 回年会担当役員として選出され承認された。	 

	 

3.事業報告	 	 	 

1)	 会員数・会費納入状況	 

2)	 学会誌の発行(ポリアミン学会誌 5 巻 1 号,	 2 号)	 

以上２件が承認された。	 

	 

4.事業計画	 	 

	 1）年会の開催	 	 

・第 10 回年会（金沢)	 年会担当役員：栗原	 新（石川県立大学）	 

・第 11 回年会（東京)	 年会担当役員：松藤	 千弥（慈恵医大）	 

・第 12 回年会（岡山）年会担当役員：高橋	 卓（岡山大学）	 

	 

2）ゴードンセミナーおよび会議発表のための若手研究者（学部生、大学院生およびポスドク）

への渡航補助	 

2019 年 6 月開催予定のゴードンセミナーおよび会議に 70,000 円 X	 4 名の予算を計上するこ

ととした。	 

	 

3)トランスグルタミナーゼ・ポリアミン合同学術集会	 	 

	 	 	 	 	 2019 年 9 月 18 日（水）～20 日（金）第 90 回日本生化学会大会（横浜）では開催しない

こととした。	 



	 

4)	 広報活動	 	 	 

	 	 	 ・学会誌の発行（２回/年）	 	 

	 	 	 ・学会ホームページの随時アップデート	 

以上４件が承認された。	 

	 

5.	 会計報告	 	 	 

1)	 平成 29 年度決算および監査報告	 

2)	 平成 30 年度執行状況	 

3)	 平成 31 度予算	 

以上３件が承認された。	 

	 

6.	 連絡事項	 	 	 

開催予定の国内学会年会および国際会議	 

1)	 第 92 回日本生化学会大会	 

会期：2019 年 9 月 18 日（水）～20 日（金）	 

会場：パシフィコ横浜	 

	 

2)	 第 42 回日本分子生物学会年会	 

会期：2019 年 12 月 3 日（火）～6 日（金）	 

会場：福岡国際会議場・マリンメッセ福岡	 

	 

3)	 ゴードン会議＆セミナー	 

・Gordon	 Research	 Seminar(GRS)	 	 	 

“Polyamines	 in	 Cellular	 Metabolism,	 Cancer	 Biology,	 Plants	 and	 Pathogens”	 

会期	 June	 22	 -	 23,	 2019	 	 

会場：Waterville	 Valley	 56	 Packard's	 Road	 Waterville	 Valley,	 NH,	 US	 

オーガナイザー：Chairs:	 Nathan	 K.	 Sunada	 and	 Giulia	 Baroli	 	 

	 

	 	 ・Gordon	 Research	 Conference(GRC)	 

“Polyamines	 in	 Cancer	 Biology,	 Inflammation,	 Microbiome,	 Plants	 and	 Pathogens”	 

会期：June	 23	 -	 28,	 2019	 	 

	 	 	 	 会場：同上	 

オーガナイザー：Chair:	 Keith	 T.	 Wilson	 and	 Leah	 Vardy	 

Vice	 Chair:	 Andre	 S.	 Bachmann	 and	 Gianluca	 Canettieri	 

	 

	 

	 	 	 

以上	 


