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日本バイオレオロジー学会年会のあゆみ 

回  年会長  所属  会場  会期 

1 深田 栄一 理化学研究所  東京慈恵会医大学 高木会館講堂  1978/6/19 

2 岡 小天   国立循環器病センター 国立循環器病センター 講堂  1979/6/30～7/1 

3 東 健彦   信州大学  信州大学医学部第一講義堂  1980/6/28～29 

4 谷口 興一 東京医科歯科大学   東京医科歯科大学 5 号館  1981/6/20～21 

5 梶谷 文彦 川崎医科大学  川崎医科大学 現代医学教育博物館  1982/6/26～27 

6 稲垣 義明 千葉大学  千葉県文化会館 小ホール  1983/6/18～19 

7 神谷 瞭   北海道大学  北海道自治会館 自治ホール  1984/6/16～17 

8 浅野 牧茂 国立公衆衛生院  国立公衆衛生院 講堂  1985/6/15～16 

9 志賀 健   愛媛大学  愛媛県医師会館 ホール   1986/6/11～13 

10  磯貝 行秀 東京慈恵会医科大学 東京慈恵会医大学 高木会館講堂    1987/6/13～16 

11  松田 保   金沢大学  金沢大学医学部十全講堂  1988/6/2～4 

12  大島 宣雄 筑波大学  筑波大学大学会館国際会議室  1989/7/5～7 

13  峰下 雄   帝塚山短期大学  奈良県新公会堂  1990/6/21～23 

14  品川 嘉也 日本医科大学  日本医科大学 大講堂   1991/6/20～22 

15  平川千里   岐阜大学    岐阜市文化センター  1992/6/25～27 

16  菅原 基晃   東京女子医科大学  東京女子医大学 弥生記念講堂  1993/6/16～17 

17  松信 八十男 清和大学 エーザイホール  1994/6/17～18 

18  貝原 学  帝京大学  TEPCO 地球館  1995/6/15～16 

19  辻 隆之    国立循環器病センター 千里ライフサイエンスセンター  1996/6/6～7 

20  増田 善昭   千葉大学       千葉大学けやき会館  1997/6/5～6 

21  前田 信治   愛媛大学       エスポワール愛媛文教會舘  1998/6/11～13 

22  貝原 真    理化学研究所 理化学研究所 鈴木梅太郎記念ホール  1999/6/10～11 

23  辻岡 克彦   川崎医科大学 倉敷公民館  2000/6/8～9 

24  谷下 一夫   慶應義塾大学 慶應義塾大学 創想館マルチメディアルーム2001/6/7～8 

25  大橋 俊夫   信州大学  信州大学旭会館大会議室  2002/6/6～7 

26  西成 勝好   大阪市立大学  大阪市立大学学術情報総合センター  2003/6/5～6 

27  内村 功    東京医科歯科大学   東京医科歯科大学 特別講堂  2004/6/10～11 

28  佐藤 正明   東北大学  東北大学マルチメディア教育研究棟  2005/7/7～8 

29  丸山 徹    九州大学  九州大学医学部 コラボステーション  2006/6/12～13 

30  佐々木 直樹 北海道大学 北海道大学 学術交流会館  2007/6/14～15 

31  安藤譲二  東京大学 東京大学理学部小柴ホール  2008/6/5～6 

32  土橋 敏明   群馬大学 桐生市民文化会館  2009/6/4～5 

33  氏家 弘  東京労災病院 理化学研究所 鈴木梅太郎記念ホール  2010/6/3～4 

34  関 眞佐子   関西大学 関西大学100 周年記念会館  2011/6/3～4 

35  佐藤 恵美子 新潟県立大学 朱鷺メッセ  2012/5/31～6/2 

36  工藤 奨    九州大学 九州大学西新プラザ  2013/6/6～8 

37  大島 まり   東京大学  大宮ソニックシティビル 市民ホール  2014/6/5～6 

38  吉田 雅幸   東京医科歯科大学   学術総合センター  2015/6/6～7 

39  後藤 信哉   東海大学  東海大学校友会館  2016/6/18～19 

40  望月 精一   川崎医療福祉大学   川﨑祐宣記念講堂  2017/5/27～28 

41  松本 健郎   名古屋大学  名古屋大学東山キャンパス  2018/6/16~17 

42  山田 宏    九州工業大学 北九州国際会議場  2019/6/1~2 

43  金田 勇    酪農学園大学 COVID-19感染拡大の影響により誌上開催 

44  一杉 正仁   滋賀医科大学  COVID-19感染拡大の影響により遠隔開催 2021/7/3~4 

45  喜多 理王   東海大学  東海大学湘南キャンパス   2022/6/4~5 
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実行委員会 

年会長 喜多 理王 

委員 大友 麻子 岡村 陽介 木村 啓志 佐々木 海渡 新屋敷 直木 高橋 俊 

槌谷 和義 中川 草 福田 篤  八木原 晋  安田 佳代 

オーガナイザー

OS1 血管内治療： 島野 健仁郎，長谷部 光泉，庄島 正明，深作 和明 

OS2 循環系ダイナミクスと疾患： 丸山 徹，後藤 信哉，山田 宏，大島 まり 

OS3 血液レオロジーと微小循環： 中村 匡徳，関 眞佐子，田地川 勉，望月 精一 

OS4 細胞・分子のメカノバイオロジー： 工藤 奨，大橋 俊朗，青木 友浩，松本 健郎 

OS5 ティッシュエンジニアリング・人工臓器： 西田 正浩，岩﨑 清隆 

OS6 生体物質の構造形成と機能発現・制御： 喜多 理王，吉場一真，四方 俊幸，藤井 修治 

OS7 食品およびソフトマターのレオロジー： 金田 勇，高橋 智子，吉村 美紀，船見 孝博 

本学会開催にあたっては、東海大学総合研究機構から一部補助を受けております。
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新型コロナウィルス(COVID-19)感染症対策について 

 

発生から3年になり、2022年 5月の時点でオミクロン株が主流となっています．

随時新たな変異株が報告されており予断を許さない状況です．参加者の皆様には充分

な感染対策を実施していただきたく、ご協力をお願い申し上げます． 

 

 

 

基本的対策のお願い 

 

・ マスク着用（不織布を推奨） 

・ こまめな手洗い・手指消毒 

・ 「密」の回避 

 

 

体がだるい，のどに違和感があるなどの体調変化がある場合は、無理をせず参加

を控えてください．発熱、体調不良の方の参加はお断りいたします．発表者の方は

事務局までご連絡ください．  

 

年会事務局 当日（緊急）連絡先  電話 0463-58-1211 内線 3238 

 

 

 

健康観察記録 兼 同意書 提出のお願い 

 

・ 開催日の7日前（5月 28 日（土））から当日までの健康観察を記録してご提出

をお願いします． 

（用紙は会員向け Eメールにて配信済みです（5月 26日）） 

 

 

会場でのお願い 

 

・ 検温の実施 （主な入口に設置します） 

・ 消毒用アルコールの使用 （各会場に設置します） 

・ ランチはマスク会食で 

 

 

懇親会について 

 

・ 懇親会は開催しませんのでご了承ください． 
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対面開催を中止する基準 

 

・ 国の5段階レベル分類にて、神奈川県がレベル3となった際は紙上開催とさせ

ていただきます．（2022年 5月中旬現在、神奈川県はレベル 2） 

・ 東海大学の基準である「学内警戒レベル」が引き上げられた際は紙上開催とさせ

ていただきます．（2022年 5月中旬の警戒レベルと比較して） 

・ 対面開催を中止する際は速やかに Eメールおよび年会ホームページにてお知らせ

します．  

                            

 

事務局の準備・対策・対応 

 

・ 大学基準に則った教室収容人数の遵守 

・ 換気の徹底、CO2濃度計の設置 （1,000 ppm以下） 

・ ワクチン接種状況アンケートの実施 

・ 参加者記録および健康観察記録の一定期間保管 

・ 予備マスクの配備 

・ 施設や設備等の会場係によるアルコール消毒 

・ 近隣病院リストの完備 

・ 病院へ移動するための自動車（タクシーなど）を手配する体制の完備 

 

 

参 考 

 

・ 内閣官房 新型コロナウイルス感染対策     

https://corona.go.jp/ 

・ 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.

html 

・ NHK レベル判断のための指標リスト 

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/level/ 

・ 東海大学 学内警戒レベル     

https://www.u-tokai.ac.jp/news-notice/52605/ 

・ 東海大学 学内警戒レベル対応表     

https://www.u-tokai.ac.jp/news-notice/52599/ 

 

 

 

 

  

https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/level/
https://www.u-tokai.ac.jp/news-notice/52605/
https://www.u-tokai.ac.jp/news-notice/52599/
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会場アクセス案内 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場： 東海大学湘南キャンパス 

住 所： 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4丁目 1-1 

Google Map: https://goo.gl/maps/8bJztRMgdbBatYgQ9 

神奈川中央交通（バス）時刻表検索 https://www.kanachu.co.jp/dia/index.html 

B&R 

受 付

19 号館 

小田急線「東海大学前駅」 
 
受付（19号館）まで徒歩 
20~25 分. 

バス停  
「東海大学（平塚市）」 

 
小田急線 「鶴巻温泉駅南
口」より神奈川中央交通
バスで約15分  巻12】． 
 
JR 東海道線「平塚駅」
より神奈川中央交通バ
スで約 30分  平 73，平
77】． 

バス停  
「東海大学北門」 

 
小田急線 「東海大学駅南
口」より神奈川中央交通
バスで約 2分 学 04，
巻 02，巻 44，巻 45】． 
 
行き先にご注意くださ
い。 
 

バス停「東海大学正門前」 
 
JR 東海道線 「平塚駅」より神
奈川中央交通バスで約30分
 平 71，平 74，平 75】． 

東海大学前駅 

東海大学 

https://goo.gl/maps/8bJztRMgdbBatYgQ9
https://www.kanachu.co.jp/dia/index.html
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キャンパスマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 場： 19 号館（受付）、17号館（ポスター会場）、16号館（講演会場）  

B&R 

受 付

19 号館 

バス停  
「東海大学（平塚市）」 

バス停「東海大学正門前」 

バス停  
「東海大学北門」 

 



第45回日本バイオレオロジー学会年会 プログラム短縮版 

 

会場配置 16 号館，17号館，19号館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19号館 3階    受付、クローク、休憩スペース    

17号館 2階    ポスター会場 

16号館 5階     開会式、講演会場、総会会場 

16号館 3階     休憩スペース 

16号館 2階     休憩スペース 

16号館 1階     休憩スペース  
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会場内配置 19 号館 3階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受付     19－311 教室 

・クローク    19－311 教室 

・休憩スペース    アカデミックラウンジ  

・スタッフ控室    19－311 教室 

 

 

  

17 号館 2階へ 
 ・ポスター会場 
 
16 号館 2階へ 
 ・講演会場 

渡り廊下 

 

受

付 
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会場内配置 17 号館 2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ポスター会場    ネクサスホール 

  

19 号館 3階へ 
・受付 
・クロークスペース 
・休憩スペース    

16 号館 2階へ 
・講演会場 
・休憩スペース    

渡り廊下 

 

渡り廊下 
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会場内配置 16 号館 5階 

 

 

 

 

 

 

 

・開会式     16-503 教室 

・講演会場１      16-503 教室 

・講演会場 2     16-504 教室 

会場内配置 16 号館 3階（図は省略） 

・休憩スペース     16-304 教室、16-306 教室 

 

会場内配置 16 号館 2階（図は省略） 

・休憩スペース     16-202 教室 

 

会場内配置 16 号館 1階（図は省略） 

・休憩スペース     16-102 教室 
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参加の皆様へ 

 

参加登録用紙 

 

参加受付は 2022年 6月 4日（土）9:30からです． 

事前に登録用紙をホームページから入手しご記入の上、プリントアウトして当日お持ちください． 

受付にてお弁当引換券をお受け取り下さい． 

 

参加費・参加証 

 

会 員  5,000 円（不課税） 

非会員     15,000 円（消費税込） 

学 生  3,000 円（学生会員 不課税、非会員 消費税込） 

・ 非会員での参加者には，日本バイオレオロジー学会の会員資格が翌年4 月末日まで付与されま

す． 

・ 学生は参加受付にて学生証をご提示ください．学生証のご提示がない場合には，会員ないしは

非会員の参加費となりますのでご注意ください．後日証明書を提出されても参加費の返金はい

たしませんのでご了承ください． 

・ 参加費は，年会当日，参加受付にて申し受けます．なるべくお釣りのないようにお願いいたし

ます． 

・ 参加費と引き換えに参加証（ネームカード）をお渡しします．当日登録の方は，各自で所属・

氏名をご記入ください．会期中，会場では必ずご着用ください（ご着用がない場合，講演会場

にはご入場いただけません）． 
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・ 年会参加者の方は会員，非会員を関わらず会期中，年会ホームページよりプログラム・抄録集

を閲覧いただけます．  

年会ホームページ http://www.biorheology.jp/nenkai/45/ 

・ 会場内はすべて禁煙です． 

・ 講演会場内での撮影および録音は禁止させていただきます． 

・ 講演会場内での携帯電話等のご使用は禁止させていただきます．また，会場内では電源をOFF 

にするかマナーモードに設定してください． 

・ 講演会場内でのお呼び出しはいたしません． 

 

 

 

 

  

http://www.biorheology.jp/nenkai/45/
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発表に関する注意事項 

講演時間 

・ オーガナイズドセッション，学会奨励賞セッションでの講演時間は15 分（発表10 

分，質疑応答5 分）です． 

 

座長の方へ 

・ ご担当セッション開始10 分前までに会場内前方の次座長席にお着きください． 

・ 会場進行係はおりますが，セッションの進行は座長にお任せいたします．演者ごとの

講演時間を厳守してください． 

・ 発表順はプログラム記載の通りですが，進行ならびに追加発言・討論等に関しては座

長にご一任いたします．ただし，セッションの終了時間を厳守してください． 

 

演者の方へ 

・ ご発表の2演題前までに会場内（左前方）の次演者席にお着きください． 

・ すべて PC での発表になります．スライド・OHP の使用は出来ません． 

・ ご自身のPC をご持参ください． 

・ 音声の会場スピーカーへの直接出力はいたしません．ご発表データ内で音声をご使用

の場合には，演者用マイクを PC のスピーカーに近づける等でご対応ください． 

・ ご発表中のPC の操作は，発表者ご自身ないしは共同演者で行ってください． 

・ （フラッシュプレゼンを除く） 

・ プロジェクターとの接続は，HDMIコネクタ（タイプAコネクタ）とさせていただき

ます（写真参照）． 

・ ご持参いただくPC に保存されているご発表データの損失に備え，USB フラッシュメ

モリ等でご発表データのバックアップをご持参ください． 
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ポスター発表の方へ 

・ ポスターサイズはA0（W 841 mm × H 1,189 mm）です． 

・ ポスター貼付用の画鋲は会場で用意しています． 

・ ポスター掲示は 6月4日(土) 9:30～10:50 に行ってください． 

・ 6月4日（土）13:30からフラッシュプレゼンで口頭発表をしてください． 

・ 6月5日（日）11:30～12:30 をコアタイムとしますので，ご自身のポスター前で待

機ください． 

・ ポスターの撤去は6月5日（日）16:30 までに行ってください． 

 

 フラッシュプレゼンの要領  
 

・ 発表の持ち時間は3分です． 

・ 質疑応答はありません． 

・ タイトル・発表者などの表紙情報を含め要約を2～4ページで準備してください． 

・ プレゼン用のファイル形式はMS Power PointまたはPDFとさせていただきます． 

・ ランチタイムに会場のPC（Windows）へファイルをコピーしてください． 

・ ご発表の1演題前に教卓・教壇の傍で待機してください．  

・ スライドめくり操作は会場係が行います． 

 

 

 

 

  



第45回日本バイオレオロジー学会年会 プログラム短縮版 

 

タイムテーブル  

2022 年 6 月 4 日（土）              【受け付け・クローク】 19 号館 3 階 9:30～18:00 

16 号館 503 教室 16 号館 504 教室 ポスターセッション 

ネクサスホール 

  9:30~10:50  

ポスター掲示 

10:50~11:00 開会式   

11:00~ 

OS1 血管内治療 

OS2 循環器系ダイナミクスと疾患 

11:00~ 

OS5 テイッシュエンジニアリング・人工臓器 

OS6 生体物質の構造形成と機能発現・制御 

 

ランチ(12:30~13:30)  

13:30~ 

ポスター フラッシュプレゼン 

 ← 

14:30~ 

S0 口頭発表（学会奨励賞応募） 

  

15:00~ 

OS4 細胞・分子のメカノバイオロジー 

 

9:30~18:00 19 号館 3階 アカデミックラウンジ 飲み物とお菓子を用意 

＜会議＞・B&R会議  6/4(土) 9:00 ~ 9:30  16 号館 202 教室 

    ・JBR会議   6/4(土) 9:30 ~ 10:00 16 号館 202 教室 

    ・理事会・評議員会合同会議 6/4(土) 10:00 ~ 10:50 16 号館 202 教室 

 

2022 年 6 月 5 日（日）              【受け付け・クローク】 19 号館 3 階 8:00～17:00 

16 号館 503 教室 16 号館 504 教室 ポスターセッション 

ネクサスホール 

9:00~ 

OS3 血液レオロジーと微小循環 

9:00~ 

OS7 食品およびソフトマターのレオロジー 

OS8 レオロジー一般、その他 

 

→ → 11:30~  

ポスターコアタイム 

ランチ(12:30~13:30) 

13:30~  総会・表彰式   

14:30~ 岡小天賞受賞講演  

15:30~ 論文賞受賞講演  

16:00~ 閉会の辞  16:00~16:30  

ポスター撤収 

8:00~17:00 19 号館 3階 アカデミックラウンジ 飲み物とお菓子を用意 


