
 

	 

第 24 回日本時間生物学会学術大会の開催にあたって	 

	 

	 第 24 回日本時間生物学会学術大会を 2017 年 10 月 28 日(土)～29 日(日)の２日間、京都

大学百周年時計台記念館および理学研究科において開催させていただくことになりました。	 

	 日本時間生物学会は 1994 年の設立以降、生理学・分子生物学から臨床医学・社会医学の

分野まで、生物時計やリズムと関連のある生物学を幅広くカバーし、毎年学術大会を開催

してまいりました。第 24 回大会では、京都大学野生動物研究センターとの共催により、「多

様性と共鳴」を大会テーマとして、これまで以上に多様で学際的な課題について討論した

いと考えています。また、研究内容の多様性ばかりではなく、本大会が多様な研究者が共

鳴しあう場であって欲しいと考えています。	 

	 公開で開催する 28 日午前の特別講演には、ゴリラ研究の第一人者で京都大学総長の山極

壽一さん、鳥の概年リズム研究で著名なグラスゴー大学のバーバラ・ヘルムさん、イルカ

の睡眠ほかさまざまな野生動物を研究されている京都大学野生動物研究センターの幸島司

郎さんを演者にお迎えします。また、28 日午後のポスター講演に先立って、「多様性と共

鳴のデータブリッツ」と称して、演者の方にごく短時間で内容を紹介していただきます。

さらに、29 日には６つのシンポジウムを開催します。各シンポジウムのオーガナイザーの

方には「多様性と共鳴」に着目していただくようお願いしてあります。 
	 本大会のポスターは、日本時間生物学会初代会長の千葉喜彦さんに描いていただいたパ

ステル画「Rhythmicity and Homeostasis」をもとにしています。参加者のみなさまにはこの絵

を絵葉書にして配布する予定にしています。楽しみにしてください。	 

	 京都は平安の昔から四季が明瞭なことで知られています。季節変化も時間生物学の重要

な課題のひとつです。紅葉には少し早いのですが、大会にお越しの際には、秋の京都を十

分楽しんでいただければ幸いに存じます。	 

	 

	 	 大会長	 沼田	 英治	 

	 	 京都大学大学院理学研究科	 

  



 

	 

会場へのアクセス	 	 	 	 	 	 

	 

■	 交通案内（京都大吉田キャンパス）	 

[京都駅から]	 

京都市営地下鉄：	 国際会館行	 →	 10 分	 →	 今出川	 	 →	 （市営バス乗り換え）	 →	 烏丸今

出川	 系統番号	 203 号,	 201 号	 （出町柳方面行き）→	 10 分	 →	 百万遍（201,	 203）	 または	 京

大農学部前	 (203)	 または	 京大正門前（201）	 

	 

京都市営バス：	 系統番号	 17 号（銀閣寺方面）	 →	 35 分	 →	 百万遍	 または	 京大農学部前	 

（注意）206 号系統も利用できますが、非常に混雑します。	 

	 

[大阪方面から]	 

京阪電車：	 出町柳下車	 徒歩 15 分	 	 

（出町柳下車後、上記の市営バスに乗り換え。百万遍バス停は出町柳駅前の次のバス停です。）	 

	 

阪急電車：	 河原町下車	 →	 京阪電車乗り換え	 東向き（四条大橋渡る）徒歩５分	 →	 祇園四条	 →	 

５〜１０分	 →	 	 出町柳	 （下車後	 徒歩 15 分）	 

（あるいは）	 

阪急電車：	 河原町下車	 →	 （市営バス乗り換え）	 →	 四条河原町	 系統番号	 3 号、17 号（出町

柳経由）	 →	 25 分	 →	 百万遍（3,	 17）	 または	 京大農学部前	 (17)	 

	 

・京都大学周辺の市営バスのバス停について	 

	 京大農学部前：ポスター会場、シンポジウム会場へ徒歩２〜３分です。	 

	 京大正面前：特別講演会場、懇親会会場へ徒歩５分程度です。	 

	 百万遍：それぞれの会場へは徒歩５〜８分程度です。	 

	 百万遍バス停は交差点付近に複数箇所あり、系統によって発着場所が異なります。	 

	 

・大学内の駐車場はご利用いただけません。自家用車でのご来場はご遠慮ください。	 

タクシーでお越しの場合は、「京大正門（時計台のところ）」（特別講演会場、懇親会会場）、あるい

は「（今出川通の）京大農学部前」（シンポジウム会場、ポスター会場）と運転手に伝えていただくと、

寄りまで来ていただけます。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 

■	 京都大学会場周辺地図	 

	 	 



 

会場案内	 百周年時計台記念館（特別講演、懇親会）	 

	 	 



 

会場案内	 理学部６号館（受付、シンポジウム会場）	 

	 	 



 

会場案内	 理学部１号館（ポスター会場）	 
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大会のご案内	 

	 1.	 大会参加の皆様へ	 	 

■受付	 

大会受付は、理学部６号館４階にて、10 月 28 日（土）11:30、および 10 月 29 日（日）8:00 より開始し

ます。なお、特別講演参加およびポスター掲示は受付なしに行えます。	 

	 ・事前参加登録をされた方	 

	 	 	 	 受付にてご自身の名札をお持ちください。	 

	 ・当日参加の方	 

	 	 受付に置いてある「登録用紙」にあらかじめ記載の上、当日参加デスクにお越しください。

	 	 参加費は現金でお支払いください。クレジットカードでのお支払いはできません。	 

	 	 当日参加登録費	 一般	 7,000 円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 学生	 	 5,000 円	 

■クローク	 

受付と同じフロアにクロークを設けております【利用時間：10	 月 28	 日（土）11:00～18:00、29	 日（日）

8:00～19:15】。なお、貴重品、壊れやすいもの、傘、コートはお預かりできませんので、あらかじめご了

承ください。また、特別講演会場とポスター会場にはクロークを用意しておりません。	 

	 

■昼食	 

	 10 月 28 日（土）は大学生協の食堂や大学周辺の食堂がご利用になれます。	 

10 月 29 日（日）は大学生協が開いておりませんので、弁当を用意させていただきます。28 日（土）より

大会受付で、1,000 円にて弁当引換券をお渡しします。29 日（日）の 11:30 より引換券をお持ちの方に、

受付付近にて弁当をお渡しする予定です。なお、弁当の予定数に達し次第、引換券販売を終了します。６

号館内の休憩室、シンポジウム会場、あるいは６号館１階のピロティ等で飲食できます。	 

	 

■懇親会	 

10 月 28 日（土）18:30 より時計台百周年記念館２階国際交流ホール III にて懇親会を行います。懇親会会

場では名札を着用してください。交流ホールと同じフロアにクローク（18:00～20:30）を設けております。	 

当日の参加申し込みは大会受付にて承ります。準備の都合上、当日の申し込みをお断りする場合がござい

ますので、あらかじめご了承ください。	 

	 懇親会費（当日）	 	 一般	 7,000 円、	 学生	 5,000 円（ともに現金のみ受け付けます）	 

	 

■評議員の皆様へ	 

学術大会に参加した評議員は優秀ポスター賞の審査委員を務めて頂きます。記名投票とし、順位をつけず

に 3 名まで選出をお願いいたします。ご本人が発表者および共著者に含まれるポスターへの票は無効とな

ります。受付にて用紙を受け取り、ポスター会場に設置した投票箱に投票をお願いいたします。	 

〆切は 10 月 28 日（土）18:00 です。	 

	 

■録音や撮影の禁止	 

発表者の許可なしに講演スライドやポスターの撮影、録音を行うことを禁止します。	 

	 



 

■入場に関して	 

大会期間中は、名札を必ず付けてご入場ください。	 

	 

■抄録集（学会誌）販売	 

受付で抄録集（学会誌）を１冊 2,000 円にて販売いたします。	 

	 	 



 

	 2.	 発表者の皆様へ	 	 

■使用言語	 

・日本語もしくは英語とします。スライド、ポスター、データブリッツ資料は英語で作成してください。	 

	 

■シンポジウム	 

・発表はノート PC の使用に限ります。スライドや OHP での発表は出来ません。	 

・発表者は発表用の PC をご持参ください。	 

・レーザーポインタは備え付けられております。	 

・音声出力は出来ませんので、あらかじめご了承ください。	 

・試写が必要な場合は、シンポジウム前に会場にてお願いいたします。会場の発表舞台に PC を直接

お持ちください。	 

・接続は MiniD-sub15 ピン３列コネクター（通常のモニター端子）に加えて、HDMI 接続端子も使用

可能です。PC 本体の外部モニター出力端子の形状をご確認頂き、必要な場合はアダプターをご持

参ください。	 

・演台では電源をご利用になれます。必要な場合は AC アダプターをご持参ください。	 

・念のために、バックアップメモリー（USB メモリ等）に発表ファイルを保存し、ご持参ください。	 

	 

■ポスター発表【10 月 28 日（土）のみ】	 

・ポスター発表は理学部１号館５階のポスター会場で行います。	 

・ポスターの発表者は、下記の時間帯に指定番号の位置に掲示してください。指定番号はポスターボ

ードに掲示してある演題番号となります。	 

	 	 掲示：	 8:45〜12:45	 

	 	 撤去：	 17:40〜18:00（以降は大会事務局により処分いたします。）	 

・ポスター示説は以下の時間帯で行います。該当するポスター発表者は、ポスターの前で待機し、質

疑応答を行ってください。	 

奇数番号ポスター：	 15:30〜16:35	 

偶数番号ポスター：	 16:35〜17:40	 

・ポスターボードの大きさは縦 210	 cm、横 90	 cm です。左上に演題番号が貼られていますので、余

裕を持ってポスターをご準備ください	 

・ポスター発表を行った学会員の中から「優秀ポスター賞」を選考し、日本時間生物学会より表彰い

たします。受賞者の人数はおおむね発表者の 5－10％です。優秀ポスター賞は学術大会に参加する

評議員の投票をもとに、ポスター賞選考委員会にて選考いたします。	 

	 

■多様性と共鳴のデータブリッツ【ポスター演題登録者全員の発表】	 

・発表は理学部６号館４階のシンポジウム会場で行います。	 

・発表者はポスター演題登録者全員です。演題番号の順で発表を行います。	 

・発表時間は 30 秒（入替時間は含まない）です。質疑応答はありません。	 

・【重要】	 事前に、発表用資料を A4 用紙（横置き）１枚でご用意ください。この紙資料を会場の演

台に設置している書画カメラを使ってスクリーンへ投射します。書画カメラの性質上、投映画質に

限界がありますので、ご留意願います。	 

・【重要】	 発表は A4 紙資料の使用に限ります。PC の使用や、スライド、OHP での発表は出来ません。	 



 

各種委員会	 

	 

■理事会	 

	 日時：10 月 27 日（金）	 17:30〜	 

	 場所：理学部２号館 113 号室	 （廊下向かいの同 107 号室が控え室となっています。）	 

	 

■時間生物学編集会議	 

	 日時：10 月 27 日（金）	 16:00〜17:30	 

場所：理学部２号館 113 号室	 

	 

■ポスター賞選考委員会	 

	 日時：10 月 29 日（日）	 11:50〜12:50	 

	 場所：理学部６号館 304 号室（会議室）	 

	 

	 

関連集会	 

	 

■	 時間生物学トレーニングコース「温故知新	 ピッテンドリックを読む」	 

	 	 日時：10 月 27 日(金)	 14:00〜17:00	 （開場 13:00）	 

	 	 会場：京都大学	 理学研究科セミナーハウス	 

	 	 会費：無料	 

	 	 参加資格：時間生物学会会員または入会希望者	 

	 	 世話人：遠藤求（京都大学大学院生命科学研究科）	 

	 	 	 

プログラム	 

演者１（中村渉先生）	 14 時〜14 時 50 分	 ピッテンドリックを読む前に（初学者に向けて）	 

演者２（富岡憲治先生）	 15 時〜15 時 50 分	 ピッテンドリックの業績の概要（ショウジョウバエ）	 

演者３（本間研一先生）	 16 時〜17 時 00 分	 ピッテンドリックの業績の概要（げっ歯類）	 

	 	 

当日参加も可能ですが、できるだけ下記 URL より事前に参加登録してください。	 

https://goo.gl/iNv3DM	 

また、不明な点がある場合は、担当（遠藤）までお問い合わせ下さい。	 

Email：moendo@lif.kyoto-u.ac.jp	 

TEL：075-753-6142	 

	 	 

	 


