日本バイオレオロジー学会誌（B & R，電子版）
第２８巻，第１号，２０１４
目

次

παντα ρει
医学教育の現状と医工連携研究の将来
・・・・・・・ ・・一杉 正仁・・・・・ 1（1）

総説
vWF 分子機構による血小板粘着のバイオレオロジー
・・・・・・・・・谷下 一夫・・・・・ 3（3）

会告・行事予定
第３７回日本バイオレオロジー学会年会のご案内
第２１回バイオレオロジー・リサーチ・フォーラムの御案内
15th International Congress of Biorheology and 8th International Conference on Clinical
Hemorheology
協賛学会などの予定
（学会入会申込書）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7（7）

日本バイオレオロジー学会

(1)

παντα ρει
医学教育の現状と医工連携研究の将来
一杉 正仁＊

本年 4 月から滋賀医科大学に転勤致しました．引き続き皆様方の忌憚のないご指導，ご鞭撻をお願い
申し上げます．私の大学勤務はいずれも単科医科大学です．したがって，視野と見識を広げるためには
学会活動をとおして諸先生方との交流を深めることが求められています．
さて，時代の変革や国際化社会の到来にともなって，わが国の医学教育も変革を迫られています．医
師の信頼性が求められている中，毎年行われる医師国家試験では絶対評価だけでなく相対評価が導入さ
れています．すなわち競争試験となり，事実上その合格率は 90％前後と決められているのです．さら
に，臨床実習（医学生が病院内で患者さんの診察や治療に参加すること）前には共用試験が実施され，
臨床実習参加に相応しい知識と技能を有するかが評価され，合格した者のみが臨床実習に参加できるの
です．多くの大学で共用試験は 4 年生の最後（一部の大学では 3 年生の最後）に行われるため，これま
でにすべての科目の講義が終了していなければなりません．さらに，米国での臨床研修資質を認証する
ECFMG が，「2030 年以降，国際的に認められた認証評価を受けた医学生の卒業生以外には受験資格を認
めない」と宣言したことが引き金となり，日本の医学教育が国際的基準に合致したものにしようとする
流れになりました．文部科学省と全国医学部長病院長会議は，日本にも国際的に認められる医学教育の
認証機関（日本医学教育認証評価協議会）を設置することを決定しました．この認証評価にはさまざま
な基準がありますが，特に臨床実習については 72 週間実施することが定められています．
このような背景から，医学の専門的教育に多くの時間が割かれ，基礎的科学教育がますます削減され
ています．特にレオロジーについての教育は，医科大学で極めて僅かな時間しか行われていません．か
つて，私が医学生の際には，2 年間はみっちり教養教育が行われ，物理学，物理化学，生物物理学など
をかじった（決して学んだレベルとは言えないと思いますが）経験があります．もちろん，私より先輩
の先生方も基礎的な科学的知識を備えていたはずです．しかし，近年の医学教育で育った先生方は，レ
オロジーを学ぶ機会がなく困惑されている方も多いと思います．それに伴って，工学系の先生方とのア
プローチもしにくい環境にあろうかと思います．工学系の先生方は，「こんな基本的なことも知らない
のか」とお叱りになるかもしれません．しかし，医師をはじめとした医療従事者は，レオロジーで説明
されるさまざまな現象を目にし，その診断や治療に携わっています．人は機械システムとは異なり複雑
な特徴があります．すなわち，特性が異なる多くの臓器や器官で構成されている，加齢に伴って形態や
特性が変化する，さらに性差や個人差もあるなどです．このような，医療従事者でしか目にしない内容
を，ぜひともバイオレオロジーの研究に反映させなければなりません．したがって，バイオレオロジー
＊
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の研究では工学や理学といった分野と医学分野両面からのアプローチが欠かせないと思います．異なっ
た分野の専門家が連携することは，大学間の共同研究だけでなく，研究機関や企業と連携する産学研究
にも発展します．私は，学会や委員会などを通じて，大学，研究機関，企業で研究に携わっている多く
の方々にお世話になって参りました．そして，複数の大学や研究所，企業との間で，医工連携，産学共
同に携わっています．もちろん，他分野の専門的内容を詳細に理解して実行することは不可能です．し
かし，おおよそでも連携者の研究内容を理解し，逐一話し合いを行うことでお互いが発展できると思い
ます．島と島の間でデータだけを投げ合うキャッチボールではなく，両者が 2 つの島に片脚ずつかけて
研究を進めることを望んでいます．その結果，今までお互いが気づかなかった新たな知見を発見でき，
連携研究によって 1＋1 が 3 になるのではないでしょうか．
バイオレオロジーの研究は，医学・医療の進歩に貢献しただけでなく，日本の重要な産業を支えてき
ました．今後，より一層の進歩を遂げるためにも，理想的な連携研究体制の構築が必要と考えます．前
述のように，医学教育の変革によって，以前よりレオロジーの知識が欠けている医師が増えることは否
めません．しかし，工学や理学の先生方におかれては，この現実を寛容に受け止めて頂き，さらなる連
携研究にご協力頂きたいと思います．単科医科大学に在籍する者からの切なるお願いです．
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vWF 分子機構による血小板粘着のバイオレオロジー
谷下 一夫

Biorheology of platelet adhesion with vWF molecular mechanism
Kazuo TANISHITA*
*

早稲田大学 ナノ理工学研究機構 [〒162-0041 東京都新宿区西早稲田鶴巻町513]
Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Waseda University
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The platelet adhesion is initiated by the interaction between the A1 domain of von Willebrand factor (vWF) and the leucine-rich repeats
of glycoprotein Ibα (GPIbα) under the condition of high shear rate. Many studies have been made for the biorhoelogical and molecular
aspects of the adhesion process, and this shear dependent mechanism has been revealed gradually. This brief review roughly covers the
recent progress of the study of platelet adhesion under the condition of high shear rate.
Key words: platelet, adhesion, high shear rate, von Willebrand factor (vWF), A1 domain, glycoprotein Ibα (GPIbα), measurement of
adhesion force

1. 序論
心筋梗塞や脳梗塞などのように血栓性塞栓による疾病
を血栓症と呼ばれる．血栓症は，重篤な疾病で死因の40％
を占めている．血栓症の診断治療のためには，血栓性閉
塞のメカニズムを明らかにする必要があり，これまで極
めて多くの医学生物学的研究がなされている．血栓性塞
栓は主として血小板が活性化して生じる粘着凝集から生
じるために，血栓性塞栓のメカニズムを明らかにするた
めには，血小板の振る舞いを把握する必要がある．血小
板は，血流中に浮遊して循環している細胞であるため，
常に血流の影響を受けており，特に血小板の粘着凝集は
血流との関わりが深い事が知られており，正にバイオレ
オロジー的な側面が極めて重要である１, 2)．そこで，本総
説では，血小板粘着のバイオレオロジーに関して，主要
な研究動向を概説する．
2. 血小板の血流中の振る舞い
血小板の役割は，損傷した血管壁を修復させるための
止血機能である．止血のために生じる粘着凝集は，特に
せん断速度の高い血流で生じる事が知られている．せん
断速度が高い部位は，血管系では細動脈（血管径が10か
ら50 µm）であるが，せん断速度は，500から5,000 sec-1
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となり，血小板粘着による血栓形成が生じやすい3）．さら
に動脈硬化が進行している太い動脈では，動脈硬化病変
部位は，内膜肥厚のために狭窄となっており，血流速度
が局所的に増大している．冠状動脈に生じた狭窄部位で
は，せん断速度が，3,000から10,000 sec-1となり，血栓
形成による塞栓が生じ，心筋梗塞の原因となっている．
血小板の凝集，粘着並びに血栓形成は，血小板表面に
存在している多くの糖タンパクレセプターによって統御
されている．損傷された血管壁では，血小板表面の糖タ
ンパクであるglycoprotein Ib（GPIb）が，高いせん断
速度の下で，血漿中のvWF (von Willebrand factor)と呼
ばれるタンパクと結合して，粘着力を発生し，凝集・血
栓形成となる4）．vWFは，血漿中に存在する多重体タンパ
ク質であり，止血や血栓形成に重要な因子である．vWFは
血管壁面の内皮細胞や血小板の顆粒に含まれている．
vWFは，血流にさらされている内皮細胞下組織に対して結
合し，さらにvWF A1ドメインと血小板表面に存在する糖
タンパクの１種であるGPIbとの相互作用により，血小板
を損傷した血管壁に結合させる．高いせん断応力が，
GPIbとvWFの立体構造変化を誘起すると考えられており，
その結果として両者の結合を促進している.
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vWF A1domain/GPIbの結合は，血小板粘着の初期段階で

3. 血小板糖タンパク質
血小板は，骨髄巨核球という大きな細胞の細胞質から

重要な役割を果たしている．特にこの結合は，血流の高

生成される核のない２から４ミクロンの円盤状の細胞で

いせん断速度で粘着力が発生する．vWFA1domain/GPIb

ある．血小板膜上には，膜糖タンパク質（glycoprotein:

の結合が血流のせん断速度によって，どのような影響を

GP）が存在している5)．これらの膜糖タンパク質の多くは，
受容体として，特定な粘着性タンパク質と結合する．膜
糖タンパク質はGPIからGPXに分類され，多くの種類の存
在が明らかにされているが，止血機能に関係の深いもの

受けて，粘着力が発生する機構は，バイオレオロジーの
観点から極めて興味深く，この課題に取り組んできた研
究を紹介したい．

は，GPIIb-IIIaとGPIb-IX-Vである．特にGPIb-IX-Vでは，
4つのサブユニットが存在している．即ち，GPIb，GPIb，

5. せん断流によるvWFの立体構造の変化

GPV，GPIXである．この中でもGPIbが，vWFに対する結合

血流のせん断によるvWFの構造変化に着目して，構造変

部位を持っており，粘着性発生に関わっている．GPIbの

化を直接原子間力顕微鏡によって観察した最初の研究が，

構造領域は，N末端，ロイシンリッチ反復配列，C末端，

Siedecki et al.によってなされた4)．Siedecki et al.

アミノ配列から構成されるが，粘着性に関わっているの

は，疎水性基質上でのvWFの変化を観察するために，カバ

はロイシンリッチ反復配列である．

ーガラス上をOTSで被覆させて，疎水性基質を形成させ，

4. von Billebrand Factor (vWF)
vWFは，内皮細胞や巨核球で産生され，内皮細胞のバイ
ベル・パラーデ小体や血小板の顆粒に貯蔵される．vWF
の基本ユニットの構造は，120 nmの長さのプロトマーが，
二つの球状領域（globular domain）が二本の棒状領域(rod
like domain)と中心の球状結節から構成される．vWFは，
見かけ上の分子量240 kDのホモダイマーを基本ユニット
として，N末端，C末端同志のS-S結合（ジスルフィド結合）
によりマルチマー構造となっている4,6)．基本ユニットは，
AからDで表されるドメインの繰り返しから構成され，各
ドメインはvWFの特定の機能を受け持っている．凝固因子
VIII，コラーゲン，ヘパリンとの血道などである．血栓
形成を司るドメインは，A1ドメインとA3ドメインで，そ
れぞれ一つのS-S結合で，大きなループを形成している．
特にA1ドメインは，糖タンパクGPIbと特異的に結合する．
vWF A1ドメインとGPIbの結合の結晶構造が，明らか

その表面にvWFを被覆させた．その結果，せん断応力が35
dyne/cm2では，vWFが引き延ばされた鎖状の画像が観察さ
れ，せん断流による立体構造の変化が実験的に確認され
た最初の例となった．その後，Schneider et al.は，マ
イクロ流路を用いて，せん断によるvWFの応答を調べた10)．
その結果，せん断速度が，5000 sec-1になるとvWFが著し
く伸長する事が確かめられた．高いせん断速度では，vWF
が伸長して，多くの結合部位が現れて粘着結合が進行す
るとの見解を示した．さらに，vWFを分解する酵素である
ADAMTS13を添加して，vWFの凝集を阻害するかを確かめた
ところ，粘着性のvWF凝集は減少した．ADAMTS13が不足す
る疾病では，血栓症を招く恐れがあるだろう．Singh et al.
は，中性子散乱を用いて，vWFの立体構造を調べた11)．中
性子散乱を用いると，vWFのわずかな分子構造の変化を捉
える事ができるので，vWFの球状領域内の蛋白の再構成を

にされている．まず,vWF A1ドメインの結晶構造は，

把握する事を試みた．中性子散乱のデータの解釈のため

Celikel et al.7)，Emsley et al.8)によって明らかにされ

に計算機シミュレーションを行い，vWFの構造変化を，二

た．５本のストランド（より糸状）から構成される平行

つのモノマー間の角度とせん断速度との関係を得る事が

シートを中心に短い１本の逆向きのストランドが一方

出来，2300 sec-1以上の高せん断では，疎水性ドメインが

の縁に飛び出し，左右に3本ずつのへリックスが取り巻

露出される事が分かった．さらに，生理的なせん断速度

いており，
全体として球状の構造をしている．
一方，
GPIb

でもドメインの局所的な変化が生じる事が示された．こ

は，vWF A1ドメインを包むように，凹んでいる．両者は，

れらの研究は，せん断速度の増加に伴って，vWFの立体構

静電気的な相互作用をしており，結合力の源と解釈され

造の変化が生じると結論づけた．しかしながら，Novak et

る9)．

al.は，平行流路を用いて，カバーガラスにウシの皮膚の

vWFサブユニットのN末端側にあるA1ループには，血小

コラーゲン（I）を被覆し，AFMによって形状変化を調べ

板のGPIbとの結合部位であるドメインが存在し，この

た12)．彼らによる実験では，45.5 dyne/cm2では特に形状
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血小板粘着能のバイオレオロジー

(5)

の変化は確認出来なかった．せん断速度によるvWFの立体

合には，せん断速度に依存した結果となったが，粘着能

構造変化は，統一された見解になっていない．勿論，実

を有する分子の個数が増えたためであり，単分子当たり

験手法やvWFを被覆する基質の性状が異なるので，実験条

の粘着力が増加した訳ではない．即ち，高せん断負荷に

件を詳しく検証しながら，個々の結果を吟味する必要が

よりvWFの立体構造変化が生じて，
vWFとGPIbとの結合個

ある．

数が増えるという見解を得ている．

6. 粘着能の直接測定

7. まとめ

近年の計測技術の進展によって，vWFとGPIbの粘着力

血栓形成は，本来は血管の自己修復機能であるが，そ

を直接計測する事が可能になり，興味深い研究が行われ

の機能が病態生理学的な状況では，重篤な疾病となり，

ている．Arya et al.は，粘着性に関わっているのはロイ

生命を脅かしている．血栓形成の中心となるせん断依存

5)

シンリッチ反復配列に着目した ．両者の結合力を計測す

的なvWFとGPIbとの相互作用，その結果としての分子の

るために，光ピンセットを用いた．2.0 µmのポリスチレ

立体構造の変化が明らかになってきている．せん断依存

ン粒の表面にvWFを被覆を被覆させた．一方，GPIbは，

的に発生する粘着力に関しては，AFMや光ピンセットによ

遺伝子導入されたCHO細胞（Chinese hamster ovary）上

る計測方法が試みられるようになってきたが，粘着力発

に発現されたヒトとイヌのGPIbキメラを使用した．
光ピ

生の分子メカニズムが十分に解明されていない．分子の

ンセットでトラップしたビーズとCHO細胞との間に生じ

立体構造と発生する粘着力との関係は，極めて興味深い

る結合力を計測した．vWFに対するせん断刺激は，

バイオレオロジー，或いはマイクロナノバイオレオロジ

Botrocetinと Ristocetinによる影響で代用させた所，前

ーの課題と思われ，多分野によるアプローチが今後さら

者では，8.8 pN,後者では6.6 pNという粘着力が得られた．

に必要とされるであろう．

Kim et al.の実験は，同じく光ピンセットを用いて，単
分子同志の結合力を計測した13)．マイクロピペットの先
1.

端に吸い付けたビーズと光ピンセットでトラップさせた
ビーズとの間に，
GPIbとA1ドメインの結合体を取り付け
て，光ピンセットでトラップさせたビーズを移動するこ

2.

とにより，引っ張りと緩和を繰り返す装置を構成した．
このような方法で，始めて単分子のレセプターとリガン

3.

ドの結合力の測定を行った．その結果，結合力は，ビー
ズの移動速度に依存して変化する事が示された．光ピン
4.

セットによる計測は，極めて独創的で興味深い実験であ
るが，最大の問題は，vWFにせん断の刺激を与えて計測が
出来ないという点である．
西渕らは，原子間顕微鏡を用いて，vWFとGPIbとの間

5.

に生じる粘着力を直接測定し，VWF分子のせん断速度依存
的に生じる立体構造変化と粘着力との関係を検討した14)．
取得したAFMのフォースカーブには，単一なピークが生じ

6.

る場合と，複数のピークが生じる場合の結果が得られ，
それぞれのフォースカーブを検討した結果，単一なピー

7.

クが生じる場合の粘着力は，せん断速度に依存せずに，
51.9 pNとなった．一方において複数のピークが生じる場
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(7)
行事予定

第 37 回日本バイオレオロジー学会年会のご案内

日本バイオレオロジー学会会員の皆様
皆様には, 益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます．
第 37 回日本バイオレオロジー学会年会を下記の要領で開催いたします．
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております．
第 37 回日本バイオレオロジー学会年会
会長

大島

まり

記

年 会 長
大島まり
期

（東京大学

大学院情報学環／生産技術研究所・教授）

日
平成 26 年 6 月 5 日（木），6 月 6 日（金）

会

場
大宮ソニックシティビル ４Ｆ 市民ホール
（〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5）
http://www.sonic-city.or.jp/modules/facilities/index.php?category=9

講演参加
演題申込は 3 月 21 日（金）で締め切りました．
講演要旨は 4 月 12 日（金）で締め切りました．
参加登録料
【当日会場にて申し受けます】
会員： 5,000 円，非会員： 7,000 円，学生： 3,000 円
懇親会費： 4,000 円（学生 1,000 円）
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プログラム
6 月 5 日（木）
○一般講演
○学術奨励賞応募講演
○理事会
○バイオレオロジー・リサーチ・フォーラム
15:40～17:40
「第 21 回バイオレオロジー・リサーチ・フォーラム」
テーマ：病理学的視点から拡がる新たなバイオレオロジー
司

会：神谷

講

演：
1. 東

浩介

2. 増田

暸

先生

先生

弘毅

（東京学際科学研究所）

（順天堂大学 大学院医学研究科 代謝内分泌内科学）

先生

（雄勝中央病院 検査科）

6 月 6 日（金）
○一般講演
○総会
○学会賞受賞講演
○第１回日本心血管脳卒中学会学術集会との同時開催
http://www.c-linkage.co.jp/cvss2014/
＊ジョイントセッション
＊合同ポスターセッション
＊イブニングセミナー
○懇親会
懇親会
6 月 6 日（金）19:00～21:00（予定）
鉄道博物館
〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町 3-47
TEL: 048-651-0088
http://www.railway-museum.jp/

問い合わせ先
第 37 回日本バイオレオロジー学会年会事務局
東京大学 生産技術研究所
大島まり，大石正道，長野美登里

E-mail: olab@iis.u-tokyo.ac.jp
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(8)

(9)
行事予定

第 21 回バイオレオロジー・リサーチ・フォーラムの御案内
日本バイオレオロジー学会会員の皆様
第 17 回バイオレオロジー・リサーチ・フォーラムを下記の通り開催いたします．今回のテー
マは「病理学的視点から拡がる新たなバイオレオロジー」です．病理学者であるお二人の講師
をお招きし，特に心臓と血管の形態形成と疾患に及ぼす血流の影響についての最新の研究成果
やフィロソフィーをご講演いただきます．多数の皆様のご参加をお待ちしております．

主

催：日本バイオレオロジー学会

日

時：平成26年6月5日（木）15：40～17：40

場

所：大宮ソニックシティ・市民ホール 第１会場 [401-402]
（〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5）
http://www.sonic-city.or.jp/modules/facilities/index.php?category=9

テーマ：病理学的視点から拡がる新たなバイオレオロジー
司

会：神谷

講

演：

1. 東

浩介

暸

先生

先生

（東京学際科学研究所）

（順天堂大学 大学院医学研究科 代謝内分泌内科学）

「あなたが長生きするためにできること－診療の疑問を病理に

2. 増田

弘毅

先生

病理の発見を治療に－」

（雄勝中央病院 検査科）

「心臓と血管形態変化の背景にある時間と拍子」

参加費：無料

（事前参加登録は必要ありません。）

学会員で無い方の参加も歓迎します。

問い合わせ先：バイオレオロジー・リサーチフォーラム事務局
東京大学 大学院医学系研究科 システム生理学
E-mail: bme@m.u-tokyo.ac.jp
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(10)
行事予定

2015 年 5 月 26 日〜28 日に韓国・高麗大学（Korea University）の Sehyun Shin 先生を大会長として，
15th International Congress of Biorheology and 8th International Conference on Clinical
Hemorheology が開催されます．学会のホームページが開設されたそうです．

The Joint Meeting of International Society of Biorheology and International Society for Clinical Hemorheology

15th International Congress of Biorheology
and 8th International Conference on Clinical Hemorheology
May 24-28, 2015
Korea University, Seoul, Korea

Preliminary Topics of Scientific Sessions and Symposia
Arterial Hypertension
Cellular Rheology and Biophysics
Biotechnology
Biorheology and Cancer
Cell-Cell Interactions
Diabetic Mellitus and Hemorheology
Vascular Function & Mechanism
Thrombosis and Hemorheology
Hemorheological Response to Therapy
Hemorheology in Hemoglobinopathies
Hemorheology and Vascular Diseases

Basic Research in Hemorheology
Biomechanics in Pharmacology
Microfluidics/Optics in biorheology
Sensors and Measurements
Numerical Modeling and Simulation
Mechanobiology of Soft Tissues and Bone
Molecular Biorheology
Rheological Behavior of Bio-materials
Nitric Oxide in Biorheology
Physical Training and Hemorheology
Microcirculation and Microrheology

Communication
http://isb-isch2015.org
Sehyun Shin (ISCH)
Korea University, Seoul, Korea
Phone: +82(2)3290-3377
Email: lexerdshin@korea.ac.kr

Herb Lipowsky (ISB)
Penn State University, PA, USA
Phone: +1(814)865-1407
Email: hhlbio@engr.psu.edu
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(11)
行事予定

協賛学会などの予定

以下，協賛しています学会・シンポジウムなどの予定をお知らせ致します．

（１） 食品ハイドロコロイドセミナー2014
主

催：食品ハイドロコロイド研究会

日

時：平成26年5月22日（木），13:00〜17:00

場 所：国立大学法人 東京海洋大学 楽水会館 鈴木ホール
ホームページ：http://www.srj.or.jp/pdf/2014/kyousan_syokuhinnhaidorokoroido20140522.pdf

（２）第 25 回食品ハイドロコロイドシンポジウム
主

催：食品ハイドロコロイド研究会

日

時：平成26年5月23日（金），9:30〜17:10

場 所：国立大学法人 東京海洋大学 楽水会館 鈴木ホール
ホームページ：http://www.srj.or.jp/pdf/2014/kyousan_25syokuhin%20haidorokoroido_20140523.pdf

（３）講話「レオロジー・クラッシック 2014」
主

催：日本レオロジー学会

日 時：平成26年6月2日（月），10:00〜18:00
場 所：京都タワーホテル ６階 アテネの間（京都府京都市下京区烏丸通七条下ル）
ホームページ：http://www.srj.or.jp/pdf/2014/syusai%20_reokura20140602.pdf

（４）日本流体力学年会 2014
主

催：日本流体学会

日 時：平成26年9月15日（月）～17日（水）
場 所：東北大学 川内キャンパス（宮城県仙台市青葉区川内41）
ホームページ：http://www2.nagare.or.jp/nenkai2014/
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新入会員

以下，平成２５年１０月 〜 平成２６年３月までに新たに会員になられた方々のお名前です．

高谷 知亜美

武居 昌弘

高木 宣祥

富田 翔

須江 栞

志田 奈津実

片岡 華恵

篠﨑 俊介

鳥羽 一史

菅原 健太郎

石坂 和也

谷 史人

迫田 大輔

矢内 紫織

張 浩
（計 15 名）

FAX：092-592-2866
E-mail：office@biorheology.jp

会員№
§事務局記入

特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会

入会申込書
申込み日

会員種別（〇印)

年

正会員・学生会員・賛助会員（＊の欄のみご記入下さい）

日

希望入会年度

※会費年額：￥8,000（正会員）
、￥3,000（学生会員）、１口￥50,000（賛助会員）

氏名

月

フリガナ

年度

※入会金：不要
生年月日(西暦)

年

月

日

または

＊団体名

ローマ字

E-mail(必須)

勤務先名（在学先名）

職名

勤務先
および

＊所在地

（〒

－

）

TEL
自宅
住所

（〒

内線：
－

FAX

）

TEL

FAX
西暦

最終学歴

年 卒業

学位

希望連絡先（〇印を付ける）
現在ご関心のあるバイオレ
オロジーのテーマに〇を付
けてください（複数可）

勤務先

自宅

1.血管内治療 2.循環器系ダイナミクスと疾患 3.臨床血液レオロジーと微小循環
4.細胞・分子のメカノバイオロジー 5.ティッシュエンジニアリング・人工臓器
6.生体物質の構造形成と機能発現・制御 7.ヘルスケア食品レオロジー
8.その他（
）

＊団体代表者
および担当者氏名・役職

（役職

）

＊申込
口数

計

口
万円

※学生会員として申し込む方は、在学証明書と指導教員の情報を必ずご記入ください。

在学証明書

所属研究室名

学生証のコピーを直接お貼りください。

指導教員
特定非営利活動法人

日本バイオレオロジー学会事務局

〒816-8580 福岡県春日市春日公園 6-1
九州大学基幹教育院キャンパスライフ・健康支援センター内

TEL：092-583-7863
FAX：092-592-2866
E-mail：office@biorheology.jp

編集後記
本号では，谷下一夫先生が「vWF 分子機構による血小板粘着のバイオレオロジー」についての総説をご
寄稿くださいました．その他，６月に開催予定の第 37 回年会（年会長：大島まり先生）の最新情報を掲
載しております．今年会は，第１回日本心血管脳卒中学会学術集会との同時開催ということで，こうし
た形での年会の開催は初めての試みですが，研究交流の場がさらに広がることが期待されます．抄録も
本号に続いて年会前には次号（第 28 巻 2 号）として発行され，学会 HP 上にも掲載される予定です．
さて，会員の皆様ご存知の通り，昨年途中から学会事務局が九州大学（丸山徹先生）に移動になりま
した。群馬大学（土橋敏明先生）に事務局がありました当時は，ご担当の若松正子様にはひとかたなら
ぬお世話になりました．特に本誌の J-STAGE 登載に際しましては，申請作業，本誌の前身であります「日
本バイオレオロジー学会会報」と「日本バイオレオロジー学会誌（印刷版）」を電子化する作業への対応，
それに関連した寄付活動など大変煩雑な作業が続きましたが，的確かつ丁寧なご対応をして頂きました．
この場を借りて，厚くお礼申し上げます．
これからも本学会誌を会員の皆様方のお役に立てる情報交換の場とさせて頂きますので，何卒，ご協
力のほどよろしくお願い申し上げます．情報のご提供、ならびに何かお気づきの点がございましたら，
お知らせ頂ければ幸いです。

（望月精一）

編集委員会
編集委員長 望月 精一
編集委員
市川 寿
櫻井 秀彦

喜多 理王
一杉 正仁

工藤 奨
山田 宏

坂元 尚哉
山本 徳則
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