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核磁気共鳴学会会員各位 

第 44 回 NMR 討論会―第 1 回アジア太平洋 NMR シンポジウム合同会議について 

 

 新緑の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。第 44 回 NMR 討論会と第 1 回アジア太平洋 NMR

シンポジウムの合同会議を下記の要領で開催します。是非多数の方が参加登録され、研究発表されますようお願

い申し上げます。発表申込および事前参加登録につきましてはこの案内状および適宣ホームページ中の指示に従

って申し込んでいただきたく存じます。今回は第 1 回アジア太平洋 NMR シンポジウムとの合同会議でもありま

すのでアブストラクト提出等英語で書いていただく部分が多くなりますがよろしくお願いいたします。なお、昨

年同様参加者名簿を要旨集に掲載する予定ですので、できるだけ事前登録してくださるようお願いいたします。

また本学会の若手研究者育成活動の一環として若手ポスター賞を本年度も継続して行うことに致しましたので、

応募要領を確認の上、奮って申し込んでいただくようお願いいたします。 

 

記 

会期： 2005 年 11 月 8 日（火）~11 日（金） 

会場： 大さん橋ホール、  横浜市中区海岸通 1-1-4、 http://www.osanbashi.com/ 

【会場へのアクセス】 

l 横浜市営地下鉄、JR 関内駅下車徒歩 15 分 

l 横浜駅東口バスターミナルから 

   ○市営バス 8/58/125 系統で「県庁前」下車徒歩 5 分 

   ○市営バス 20/26 系統で「大さん橋」下車徒歩 3 分 

l 桜木町駅バスターミナルから 

○上記の系統に加え、21/76/89/109 系統で「県庁前」下車徒歩 3 分 

l 首都高速横羽線 横浜公園ランプから 3 分 

 

発表申込締切：2005 年7 月 31 日（日） 

要旨原稿提出締切：2005 年7 月 31 日（日） 

参加予約申込締切：2005 年9 月 30 日（金） 

参加費：事前登録者（当日登録者） 

要旨集代含む 日本核磁気共鳴学会会員 非会員 

 一般 5,000 円（7,000 円） 一般 12,000 円（14,000 円） 

 学生 2,000 円（3,000 円）  学生   5,000 円（6,000 円） 

なお、日本核磁気共鳴学会への入会は日本核磁気共鳴学会ホームページをご覧ください。この機会に是非ご入会

下さい。 日本核磁気共鳴学会ホームページ：http://wwwsoc.nii.ac.jp/nmr/index.html 

懇親会：2005 年 11 月 10 日（木） 

懇親会参加費：事前予約者（当日参加者） 懇親会参加予約申込締切：2005 年 9 月30 日（金） 

一般 7,000 円（8,000 円） 

学生 3,000 円 (4,000 円) 

                                         以上 
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【発表申込および事前参加登録の申込方法】 

 今回の第44回NMR 討論会は第1回アジア太平洋 NMR シンポジウムとの合同会議になります。11月8日（火）、

11 月 9 日（水）は従来の NMR 討論会の形式で行われ、11 月 10 日（木）、11 月 11 日（金）は第 1 回アジア太平

洋 NMR シンポジウムとの合同会議になります。そのため今回は「参加申込、要旨提出（A4、１ページ）」はどち

らも７月３１日(日)までに英語で行ってもらいます。発表申込、要旨提出は電子メールに限らせていただきます。

「事前参加登録」はホームページより 9 月 30 日までに行ってください。講演者、ポスター発表者は原則として本

会会員に限らせていただきます。事前参加登録までに学会入会の手続きを完了してください。事前参加登録時点

で学会入会が遅れている方は「会員申込中」と記載していただければ、会員扱いといたします。本会入会に関し

ては、日本核磁気共鳴学会のホームページをご覧ください。http://wwwsoc.nii.ac.jp/nmr/index.html。なお、本

年度の会費未納の会員各位は忘れずに納入手続きをおねがいいたします。 

 

【発表申込および要旨提出の要領】 

発表申込は以下の要領に従って全ての項目を記入して電子メールで apnmr44@ynu.ac.jp に発送して下さい。要

旨も以下の要領に従って、添付書類で発表申込と同時に発送して下さい。 

発表申込記入事項 

1.  Author(s):________________________________________ 

  (例: Taro Yokohama1, Jiro Tokiwadai2) 

2.  Institution:_______________________________________ 

  (例: 1Graduate School of Engineering, Yokohama National. University, 2Faculty of Science, Yokohama  

City University) 

3.  Title of paper:____________________________________ 

4.  Key Words:_______________________________________ （５個以内） 

5.  申込者:__________________________________________ (例: 横浜太郎) 

6.  申込者所属:_______________________________________ 

  (例: 横浜国立大学大学院工学研究院) 

7.  住所:___________________________________________ 

8.   郵便番号:________________________________________ 

9 .   E-mail:__________________________________________ 

10.  Tel:____________________________________________ 

11.  Fax:____________________________________________ 

12.  希望発表形式:____________________________________ 

（例：A）A:口頭、ポスターどちらでもよい、B:ポスター （A,B のどちらかで答えてください）。口頭発表

は例年より数を増やす予定ですが、件数が限られていますので、原則として A の申し込みの方から選定いた

します。 

13.  希望発表言語:__________________ 

（例：B）A:日本語、英語どちらでもよい、B:日本語発表 （A,B のどちらかで答えてください）。後半の合

同会議はすべて英語での発表になります。原則として A の申し込みの方から合同会議での発表者を選択いた

します。最終的な発表形式発表言語の判断はプログラム委員会にお任せ下さい。 

14.  Field:_____________________ 

(例： A-2) 以下の分野表から該当する分野番号を１つ選んで下さい。 

List of Fields 

(ア) Solution NMR 

A-1. Methodology 

A-2. Application to proteins and peptides 

A-3. Application to nucleic acids and their complexes, lipids, and polysaccharides) 

A-4. Application to genomic science 



A-5. Organic and natural products 

A-6. Inorganic and analytical chemistry 

 

(イ) Solid state NMR 

B-1. Methodology 

B-2. Application to polymer science 

B-3. Application to biological science 

B-4. Application to materials science 

B-5. Liquid crystals and membranes 

 

(ウ) NMR imaging 

C-1. Methodology 

C-2. Medical and in vivo NMR imaging 

C-3. Solid state NMR imaging 

 

(エ) Technical and theoretical developments of NMR 

D-1. Calculation, simulation and data analysis 

D-2. NMR theory 

D-3. Instrumentation 

D-4. Quantum computer 

 

E-1. Others 

 

15.  若手ポスター賞応募の有無:_______________________________ 

（例：有、溶液の部門で応募） 

若手ポスター賞（詳細は後述）に参加を希望される方は有と答えていただき希望審査分野（溶液,固体,技術・

開発の３つの部門から１つ）を選んでください。 

 

【講演要旨提出要領】 

本合同会議の要旨は以下の形式で A4 一枚に英語でまとめてください。要旨はワードプロセッサーを使って書いて

いただき、できる限り PDF ファイルに変換した電子ファイルを添付書類にして発表申込と同時に

apnmr44@ynu.ac.jp に送付してください。（PDF ファイルに変換できない場合は Word ファイルも可とします。） 

                            4 cm 
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【事前参加登録の申込要領】 

事前参加登録は９月 30 日までに以下の項目を記入した電子メール(apnmr44@ynu.ac.jp)を発送するか、またはホ

ームページ(https://www.crs-pac.net/registryj/registryj.asp?id=0114)より各項目を入力して行ってください。 

１． 参加者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



２． 勤務先郵便番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３． 勤務先住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４． 勤務先所属：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

５． 電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

６． 内線番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

７． Fax 番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

８． 電子メールアドレス：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

９． NMR 学会の会員、非会員、会員申込中の別：＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１０． 一般、学生の別：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１１． 懇親会参加の有無：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１２． お支払金額：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１３． 参加費、懇親会支払い予定日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

１４． 備考（その他のご意見等 ）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【若手ポスター賞について】 

本学会の若手研究者育成プログラムの一環として、「若手ポスター賞」を学会の正式表彰制度として今回は以下の

選考方針で行います。 

 

１． 溶液、固体、技術･開発 の３部門から、１名ずつを選ぶので応募者は、審査を希望する部門を申し込 

  み時期にあらかじめ申請すること。 

２． ただし、各部門の応募者が極端にアンバランスの場合は、最終的な３部門への振り分けは選考側で行 

  うことを同時に伝える。 

３． 審査は、あらかじめ要旨集に掲載される要旨と当日のポスターの両方を評価して選考するので、ポス 

  ター作成はもとより、要旨もしっかりと書くこと。 

４． 審査員は、理事と評議委員があたる。 

５． 募資格者は2005年11月8日（火）の時点で35歳未満の学生および研究員とする。ただし原則として応 

  募者は１研究室あたり2名以内とするので、応募希望者が複数の研究室では指導教官や上司と相談の 

 上応募者を決定のこと。 

６．選考結果は11月9日（水）のウェルカムミキサーで発表され学会より、賞状と副賞が授与される。 

 

【参加・懇親会費支払い方法】 

○電子メールで事前参加登録された方：以下の振込先にお支払い下さい。 

  三井住友銀行 深川支店 普通預金口座、店番号：804、口座番号：3751562 

   口座名：第 44 回 NMR 討論会 代表 内藤 晶 

○ホームページから事前参加登録された方：ホームページの指示に従って、コンビニエンスストアあるいは 

  カードでお支払い下さい。 

 

【宿泊】 

合同会議中の宿泊についてもホームページから予約する事ができますので、各自ホームページからご利用下さい。 

 

【問合せ先、送付先】 

質問は電子メールまたは FAX で以下のアドレスにお願いします。 

世話人 横浜国立大学・内藤 晶、 FAX: 045-339-4251,  E-mail: naito@ynu.ac.jp 

発表申込・要旨提出先：E-mail: apnmr44@ynu.ac.jp 

合同会議ホームページ：http://www.bsk.ynu.ac.jp/~naitolab/nmr44/nmr44.html 

事前登録申込先：https://www.crs-pac.net/registryj/registryj.asp?id=0114 or apnmr44@ynu.ac.jp 

宿泊申込先：https://www.crs-pac.net/registryj/registryj.asp?id=0114 


