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【日本プロテオーム学会通信】は、日本プロテオーム学会会員の皆様に配信しています。 

  

■■■            HUPO 2013 NEWSLETTER No.9         ■■■ 

 

HUPO2013 より会員の皆様に、『HUPO 2013 NEWSLETTER No.9』をお届けします。 

ご高覧下さいますようお願い申し上げます。 

 

HUPO2013の演題募集期間が延期されました。 国内にいながら国際学会において研究発

表をいただけるこの機会に、ぜひ多くの方かご登録いただけますようお願いいたします。 

 

【日本プロテオーム学会通信】に対するご意見をメールにてお寄せ下さい。ご意見を【日本プロテオー

ム学会通信】に掲載希望の場合はその旨お知らせ下さい。  

【アドレス変更/配信中止】【ご質問・お問合せ】は、日本プロテオーム学会事務局

(cljhupo@secretariat.ne.jp)にお願いいたします。 

日本プロテオーム学会通信
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                        2013年4月 15日 

開催まであと 151 日 

HUPO 2013  NEWSLETTER  No. 9 
Web site：http://www.hupo2013.com

HUPO2013開催まで、残すところ約 150日ほどになり

ました。演題登録とご登録は、すでにお済でしょうか？ 

演題登録、参加登録に加えて、プレコングレストレー

ニングコースの受講応募受付を行っています。このトレ

ーニングコースは本会前の 9月 11～1 4日の間に、学生

および若手研究者を対象とし、横浜市大の福浦キャンパ

スで開催されるもので、電気泳動と質量分析を中心にし

たプロテオーム解析の講義と実習が予定されています。 

既に海外からの応募者は定員の 15名を大幅に上回っ

たため、ホームページ上での受付は終了していますが、

国内からの受講申込は引き続きメールで受け付けてい

ます。（参加費・宿泊費が無料、応募時に指導教官もし

くは研究指導者の推薦が必要です。） 

この機会に是非ともお申し込みください。 

 応募期限：5月 7日（火） 
但し、定員を大幅に越えた場合、早めに締め切ることがあります。 

■コース概要： 

主 催 ：  

 日本プロテオーム学会（JHUPO）, International 

Association for Protein Structure Analysis and 

Proteomics (IAPSAP)，日本学術会議 

コ ー ス 内 容 ： 幅広い分野の若手研究者を対象としたプロテオ

ミクスの中核技術に関する講義と実習 

募集人数 ： 30 名（国内 15 名、国外 15 名を予定）  
但し、応募状況に応じて国内・外参加者数の割合は変更する 

可能性があります 

参加費・宿泊費 ： 無料 

開 催 日 ： 2013年9 月11日(水)～14日(土) 

開催場所 ： 

 9 /11～13 横浜市立大学・先端医科学センター新棟 

  （福浦キャンパス） 

 9/14  パシフィコ横浜 

使 用 言 語 ：  英語 

応募書類請求・申込先：HUPO2013運営事務局  
HUPO2013運営事務局 hupo2013@c-linkage.co.jp 

コース詳細はこちら（英文）↓

http://hupo.org/2013/contents/pre-congress.html 

■演題登録締切日の延長： 

 演題登録の締切が近づいています。 
詳しくは HPをご覧ください。 

国内外の会員の皆様より延長の申し出がありました

ので、下記のように延長いたしました。 

募集期間： ～2013年4月 30日（火） 

応募方法： オンライン投稿 

言  語： 英語 

発表形式： ポスター発表（口頭発表を希望される方は、選考

により口頭発表になる場合があります。） 

文字制限： 抄録本文はスペースを含む 2000文字以内、 

 または英文 250words以内。 

演題登録はこちら↓ 

http://hupo.org/2013/contents/paper.html 

■HUPO2013プログラム最新情報： 

各セッションのタイトルが決まりました。座長名、スピ

ーカー等の詳細も順次公開していきます。 

最新版 Program at a glance はこちらから↓ 

http://hupo.org/2013/contents/program.html 

■Pre-congress Education Day： 

若手研究者や大学院生を対象にして、第一線の著名な研

究者がプロテオミクスの原理や研究の成功事例をご紹

介します。 

開催日時： 2013年 9月 14日（土） 

会  場： パシフィコ横浜 

言  語： 英語 

参 加 費： ～5/31 一般 2,000円、学生 1,500円 

 6/1～8/31 一般 3,000円、学生 2,000円 

 

Chairs 

Thierry Rabilloud (France) 

Richard J. Simpson (Australia) 
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Speakers 

Thierry Rabilloud (France) 

Richard J. Simpson (Australia) 

Marc Willkins (Ausralia)  

Siqi Liu (China) 

Michael Snyder (USA)   

Young-Ki Paik (South Korea) 

プログラム 

9 : 30 オリエンテーション 

9 : 45 Development of Mass Spectrometry and its 

Application to Proteomics 

10 : 30 Role of Electrophoresis in Proteomics 

11 : 15 Challenge of Clinical Proteomics 

(12:00 Lunch) 

13 : 15 Significance of Secretome Analysis 

14 : 00 Protein-protein Interaction Network Analysis 

(14:45 Break) 

15 : 15 Concept of Human Proteome Project 

15 : 45 Closing Remarks 

詳細はこちら↓ 

http://hupo.org/2013/contents/education.html 

■Pre-congress Clinical Day： 

HUPO 2013プレコングレスシンポジウムとして 9月 14

日終日開催される Clinical Dayでは、プロテオミクス

の臨床アプリケーション成功のための概念と方法を紹

介します。クリニカルデイは医学研究者、学生、医師の

方々がプロテオミクスの臨床応用についての知識と技

術を得る最高の機会です。 

開催日時： 2013年 9月 14日（土）9:30-16:30 

会  場： パシフィコ横浜 3階 302会議室 

言  語： 英語 

座  長： Daniel W. Chan, Ph.D. (USA) 

 Denis Hochstrasser, M.D. (Switzerland) 

参 加 費： ～5/31 一般 10,000円、学生 3,000円 

 6/1～8/31 一般 12,000円、学生4,000円 

プログラム詳細はこちら↓ 

http://hupo.org/2013/contents/clinical.html 

■各種申込・登録締切日： 

参加登録 

 早期登録締切 5月 31日（金） 
会員の皆様全員のご参加をお願いいたします。 

http://hupo.org/2013/contents/reg.html 
6月 1日より通常料金となります。 

早目のご登録をお願いいたします。 

■参加登録費 銀行振込・郵便振替のお願い： 

会員の皆様には参加登録費を銀行振込または郵便振

替でご送金下さいますようお願いいたします。クレジッ

トカードでお支払いいただくと、受取人が多額の手数料

を払わなくてはなりません。ご理解、ご配慮のほど何卒

よろしくお願いいたします。       

■2013年 9月まで会員の皆様に HUPO 2013の準備状況を

Newsletterとしてお知らせします。HUPO 2013を成功さ

せるため、会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

ご質問やご意見がございましたら、HUPO 2013事務局に

お送り下さいますようお願いいたします。 

■役割分担 

国内組織委員会 

Co-Chair： 平野 久, 谷口直之, 中村和行（兼 プログラム委

員長), 山本 格（兼 会場委員長, 市民講座担当） 

事務局長：     石濱 泰（兼 広報委員長） 

横浜事務局長： 戸田年総（兼 登録委員長） 

委員： 荒木令江 

 礒辺俊明（総務委員長） 

 大石正道（宿泊・旅行委員長、横浜事務局渉外担当) 

 尾野雅哉（募金・財務副委員長) 

 加藤智啓 

 木下英司 

 小寺義男（トレーニングコース事務局担当） 

 小林章一 

 近藤 格（展示委員長） 

 榊原陽一 

 坂口和靖（トレーニングコース担当） 

 高尾敏文 

 高橋信弘 

 朝長 毅 

 中山敬一 

 成松 久（プログラム副委員長） 

 野村文夫（プログラム副委員長） 

 服部成介 

 三ツ井敏明 

 山田哲司（募金・財務委員長） 

 横田博之 

 和田芳直 

■PCO 運営事務局: 株式会社コンベンションリンケージ 

■旅行・宿泊: 株式会社 JTBグローバルマーケティング&トラベル 

■協力: 公益財団法人横浜観光コンベンションビューロー 
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