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Neuro2010,
September 2-4,in Kobe

【Training Credits for Specialist Doctors, Board-Certified
Doctors, and Trainee Board-Certified Pharmacists】
Attendance at Neuro2010 is counted by the societies
listed as credit toward their training programs for
specialist doctors, board-certified doctors, and trainee
board-certified pharmacists. For further information,
please contact your society or organization.

= Contents=
——————————————————————
1. Greeting from Prof. Kawato
2. Late registration
3. Program
3. Program
4. Travel Award
Please see the Meeting Program overview and schedule
5. Day nursery
(pages4 -6) of this newsletter. You can also check the
6. JNS Desk
latest Meeting Program on the websiete.
7. Others
(http://www.neuro2010.org/neuro2010-eng/index.html)
——————————————————————
1. Greeting from Prof. Kawato
【Joint International events】
Thank you for registering to ‘Call for Papers’ and ‘Early
-Neuro2010 INCF Co-hosting Symposium
Registration’. Now the number of posters exceeded
-Joint conference of SfN-FENS-ANS-JNS-SRPBS
2,000. It is really unprecedented. I am confident that
-Japan-Canada Joint Symposium
Neuro2010 will be the biggest annual meeting of the
-ISN Symposium
Japan Neuroscience Society in history. Nuero2010 will
-Introduction of Japan-U.S. Brain Research Cooperative
include numerous planned lectures, - three plenary
Program
lectures including the Nobel Prize winner Prof. Bert
-JSPS Core to Core Program
Sakmann, two Tokizane Award Lectures, the Tsukahara
-Neuro2010 JSN Open Symposium
Award Lecture, symposia, general oral presentation
sessions, posters, Joint international events, and so on.
【Tsukahara Award Lecture】
The number of participants will be increased to about
■ “Regulation of neural stem cell fate during
4,000 – brain researchers, healthcare professionals from
neocortical development”
all over the world. To promote international exchange,
Yukiko Gotoh
all the presentations will be given in English. We hope
(Institute of Molecular and Cellular Biosciences,
to introduce events and programs that will please all
University of Tokyo)
the participants at Neuro2010. I am looking forward to
■ “Translational Research for Major Mental Illnesses”
meeting you in Kobe.
Akira Sawa
(Department of Psychiatry, Johns Hopkins University
2. Late Registration
School of Medicine)
Late Registration faces a deadline. Please register now.
Deadline : August 19, 2010
(http://www.neuro2010.org/neuro2010-eng/registration/ 【Tokizane Award Lecture】
■ “Molecular and cellular mechanisms underlying
index.html)
formation of long-term memory”
Kaoru Inokuchi
【Notice to Authors】
Please note that if you have not yet become a member (University of Toyama, Graduate School of Medicine &
of one of the societies (Japan Neuroscience Society, Pharmaceutical Sciences)
Japanese Society for Neurochemistry, Japanese Neural
Network Society), or if you have not yet paid this year’s 【Abstract Search System】
membership dues, you may not present an oral or poster As of last year, offline search programs (CD-ROM,
presentation as the main author. Please complete the Booklet) are no longer distributed at the Meeting.
required procedures as soon as possible. Details on how Please use the service online as follows by accessing the
Meeting Website for the year you want. Like last year,
to handle is as follows:
this year’s abstract search system also features a search
(http://www.jnss.org/english/info/asowb/formE.html)
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JR 新神戸駅

function, a scheduling function, and access by mobile
phone. Further, the system also incorporates RAST,
developed by Neuroinformatics Lab., RIKEN Brain
Science Institute. For details on how to use the Related
Abstract Search System Guide at the Website.
(http://www.neuro2010.org/neuro2010-eng/index.html)
-NSR (Neuro Science Research) Supplement (open : on
September 1st)
-My Schedule (open in August)
-RAST (Related Abstract Search Tool) (open : on August)
-UMIN (open : after the Meeting)
-Others (iPhone) (undecided)
4. Travel Award
The Travel Award attracted applications from many
people in 10 countries, mainly in the Asian region.
Akio Wanaka, chair of the Travel Award Selection
Committee, and the other committee members had
the extremely difficult job of selecting recipients from
among a large number of high-quality applications.
An award ceremony “International Social for Young
Researchers” will be held on September 1st. 50 Travel
Award recipients are invited to the Reception.
5. Day Nursery
A Childcare Room and a Family Lounge will be
available inside the Meeting venue. In the Childcare
Room, childcare staff will watch children while their
parents or guardians are attending the Meeting. Advance
registration is required. Please see the Meeting Web
site for details. A Family Lounge containing items
such as play equipment is available separately from the
Childcare Room. The Family Lounge can be used free
of charge at any time by parents or guardians to eat or
take a break together with their children. Children must
be accompanied by a parent or guardian at all times.

発
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■ Food Courts

During the meeting, stalls selling local Chinese food
dishes are set up. And drinks are served for free ！
■ Questionaire
A Questionnaire on this Meeting operations is
distributed at the venue. We ask that you please provide
us with your frank comments so that we can further
improve the annual meeting of the Japan Neuroscience
Society in the future. The questionnaire is enclosed
with the mail (: Meeting Program and Meeting ID
(Name card)) and will be posted on our homepage after
Neuro2010.
——————————————————————

【Contact information】
ICS Convention Design, Inc. Kyushu Office
c/o Yoshie Moriguchi(Ms), Mariko Kitahara(Ms)
6. JNS Desk
Tel:+81-92-751-3244 Fax:+81-92-751-3250
JNS (Japan Neuroscience Society) Desk is located next
E-mail: Neuro2010@ics-inc.co.jp
to the Onsite Registration Desk. You can pay your dues
——————————————————————
payment in cash here. For the non-members, you can
apply for JNS member here. (Note that memberships
must be reviewed and approved by administrative affairs
board members, so we are unable to issue member
numbers on the spot.) Please feel free to drop by our
desk.
(http://www.neuro2010.org/neuro2010-eng/day_nursery/)
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Time Table 大会日程表
Day 1

Thursday, September 2nd

Kobe International Exhibition Hall No.2
神戸国際展示場 2号館

大会第1日

9月2日
（木）
Kobe International
Exhibition Hall No.1
神戸国際
展示場1号館

Kobe International Conference Center
神戸国際会議場

Room1 Room2 Room3 Room4 Room5 Room6 Room7 Room 8 Room9 Room10 Poster &
Venue 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 第8会場 第9会場 第10会場 Exhibition
ポスター・展示
会場名 Convention Hall
Main Hall

( コンベンションホール )

(3A)

(3B)

(2A)

(メインホール)

(301)

(401+402)

(501)

(502)

(504+505)

1F & 2F

Poster
Installation
ポスター
貼付

Symposium
シンポジウム
S1-1-1

Symposium
シンポジウム
S1-2-1

Symposium
シンポジウム
S1-3-1

Symposium
シンポジウム
S1-4-1

Symposium
シンポジウム
S1-5-1

Symposium
シンポジウム
S1-6-1

Symposium
シンポジウム
S1-7-1

Symposium
シンポジウム
S1-8-1

Progress in
Progress on the
Recent
From molecular Diffusion MRI as
Neuro2010 INCF Spatial and
Glutamatergic
Behavioral
Non-spatial
purinergic chemical
Advances in
clock to
a tool for
Co-hosting
Neuroendocrine transmission:
Codings in the
transmission as
Neural
chronomedicine
neuroscience
Symposium
old questions, Development: 生体時計から時 神経科学研究の
Studies for
Parietal Cortex revealed with vesicular
Understanding new challenges
ATP transporter
Circuit
“Hierarchical 頭頂葉における
間医学への展開 ツールとしての
of Brain
Formation and
ATPトランスポー
空間および
拡散強調MRI
data - oriented
Reﬁnement
ター（VNUT）によ Mechanisms of
非空間表象
neuroscience”
神経発生学の最
るプリン性化学伝 Social Bonding
社会的絆形成の脳
内機構に関する行
動神経内分泌学研
究の最前線
Yoshinori Moriyama
Michael E. Goldberg （森山芳則）
Atsushi Iriki
Ken Iwatsuki
Sonoko Ogawa
（入來篤史）
（岩槻 健）
（小川園子）

Symposium
シンポジウム
S1-10-1

Glial pathology
and brain
diseases

Habenula and
behavioral
regulation

グリア細胞の機
能変調と脳疾患

手綱核と行動
制御

近の進歩：回路
形成と再編

達研究の新展開

Shiro Usui
（臼井支朗）
Tadashi Isa
（伊佐 正）

Symposium
シンポジウム
S1-9-1

Susumu Tomita
Haruhiko Bito

Hitoshi Okamura
（岡村 均）
Denis Le Bihan
Hiroyuki Kamiguchi Tohru Minamino Nobukatsu Sawamoto
（上口裕之）
（南野 徹）
（澤本伸克）

Schuichi Koizumi
Hitoshi Okamoto
（小泉修一）
（岡本 仁）
Hiroshi Kiyama Masayuki Matsumoto
（木山博資）
（松本正幸）

Presentation
&
Discussion
説明・討論

Japan-Canada
Joint Symposium

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar Luncheon Seminar Luncheon Seminar

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー

㈱成茂科学器械研究所

ノバルティス ファーマ㈱

LS1

LS2

NARISHIGE SCIENTIFIC
INSTRUMENT LAB.

LS3

㈱ミユキ技研

Luncheon Seminar

Round table
MS1-9
meeting for animal
"Translational
Neurosceinces:
実験動物使用者
グラクソ・スミスクライン㈱
会議
GlaxoSmithKline K.K. current topics and
future perspectives"

ランチョンセミナー

LS4

LS5

武田薬品工業㈱

Novartis Pharma K.K. Miyuki Giken Co., Ltd. Takeda Pharmaceutical
Company Limited.

12：50

Odd No.
（奇数）

ランチタイム
ミニシンポジウム

Exhibition
展示

JNS Members' Business
Meeting

Presentation
&
Discussion

(科学)総会

説明・討論

Even No.

（偶数）
【JNS日本神経科学学会】 Oral Sessions

Tsukahara Award
Lecture

塚原賞受賞者講演

AL1-1 Yukiko Goto

一般口演
O1-2-1

Oral Sessions
一般口演
O1-3-1

神経伝達物質

グリア

Neurotransmitters

Glia

（後藤由希子）
（澤

明）

時実賞受賞者講演

AL1-3 Kaoru Inokuchi

Oral Sessions
一般口演
O1-2-2
Receptors
受容体

（井ノ口馨）

Symposium
シンポジウム
S1-1-2

17：10

Symposium
シンポジウム
S1-2-2

Joint Conference of
of
SfN-FENS-ANS-JNS-SRPBS Mechanisms
Subcellular
"Ethics of Neuromodulation: Localization
of
Conversations between
Neuroscience and Other Fields on Ion Channels
the Treatment, Enhancement and and Receptors

やわらかい脳を
Manipulation of Mind"
支えるイオンチ
SfN, FENS, ANS, JNS,脳プロ ャネル、受容体の
シンポジウム: ニューロモ
局在化機構
ジュレーションの倫理ー心
の治療・増強・操作に関する
脳神経科学と他分野の対話

18：10

18：40
18：50

Osamu Sakura

Axonal and Dendritic
Outgrowth, Network
Formation I

Oral Sessions
一般口演
O1-5-1
Optical Imaging
光イメージング

突起伸展・回路網形成I

AL1-2 Akira Sawa

Tokizane Award
Lecture

Oral Sessions
一般口演
O1-4-1

Yasushi Okamura

（佐倉 統）
（岡村康司）
Michael E. Goldberg Edward C. Cooper

Oral Sessions Oral Sessions
一般口演
一般口演
O1-3-2
O1-4-2
Signal Transduction Axonal and Dendritic
Outgrowth, Network
and Modulation

Oral Sessions
一般口演
O1-5-2

Integrated
Imaging

Oral Sessions
一般口演
O1-6-1
Alzheimer's Disease,
Other Dementia I
アルツハイマー病
・その他の認知症I

階層統合イメージング

Oral Sessions
一般口演
O1-3-3

Oral Sessions
一般口演
O1-4-3

Symposium
シンポジウム
S1-5-2

Symposium
シンポジウム
S1-6-2

遺伝子制御・軸索輸送

パターン形成・進化

Frontiers of
Human
non-invasive
Brain Stimulation

Dendritic
Computation
and Physiology

突起伸展・回路網形成II

Gene Regulation, Pattern Formation,
Axonal Transport
Evolution

Oral Sessions
一般口演
O1-3-4
Synapse I
シナプスI

Oral Sessions
一般口演
O1-4-4
Cellular
Differentiation
細胞分化

ヒト非侵襲的脳
刺激の
フロンティア

Tatsuya Mima
（美馬達哉）
Eiichi Naito
（内藤栄一）

学習と記憶：神経回路

Oral Sessions
一般口演
O1-8-1

Oculomotor
System
眼球運動系

Oral Sessions Oral Sessions Oral Sessions
一般口演
一般口演
一般口演
O1-6-2
O1-7-2
O1-8-2
Alzheimer's Disease, Learning and Memory:
Early
Other Dementia II Molecular Mechanisms Visual System

Formation II

情報伝達・修飾

Oral Sessions
一般口演
O1-7-1
Learning and
Memory: Network

アルツハイマー病・ 学習と記憶： 分子機構
その他の認知症II

樹状突起の
計算論的・生理
学的特性

Masanori Murayama
（村山正宜）
Hiroyoshi Miyakawa
（宮川博義）

初期視覚系

Oral Sessions
一般口演
O1-7-3

Oral Sessions
一般口演
O1-8-3
Alzheimer's Disease,
Visual Input
Other Dementia III
System

アルツハイマー病・
その他の認知症III

視覚入力系

Oral Sessions
一般口演
O1-7-4

Oral Sessions
一般口演
O1-9-1

Oral Sessions
一般口演
OY1-10-1

Autonomic Nervous
JSN Educational
System, Neuroimmunology Session I (Cell Stress)

自律神経・神経免疫 JSN学生教育セッションI
（神経細胞ストレス・他）

Oral Sessions
一般口演
O1-9-2

Metabolism,
Endocrine

代謝・内分泌

Oral Sessions
一般口演
OY1-10-2

JSN Educational Session II
(Pain,Inﬂammation)
JSN学生教育セッションII
（疼痛・炎症）

Oral Sessions Oral Sessions
一般口演
一般口演
O1-9-3
OY1-10-3
JSN Educational Session III
Sleep and
(Migration, Axonal and Dendritic
Wakefulness

Outgrowth, Network Formation

睡眠と覚醒

JSN学生教育セッションIII
（細胞移動・突起伸展・回路形成）

Parkinson's
Disease

Oral Sessions
一般口演
O1-8-4

Molecular Basis
for Senses

Oral Sessions
一般口演
O1-9-4

Oral Sessions
一般口演
OY1-10-4

パーキンソン病

感覚系の分子基盤

情動行動

Emotional
Behaviors

Removal
撤去

JSN Educational Session IV
(Psychiatric and
Neurological Disorders)

JSN学生教育セッションIV
（精神･神経疾患）

プレナリーレクチャー1
PLⅠ

Digital Neuroanatomy
- 3D reconstruction of
anatomically realistic
neuronal networks
Bert Sakmann

19：50

15
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Time Table 大会日程表
Day 2

Friday, September 3rd

大会第2日

Kobe International Exhibition Hall No.2
神戸国際展示場 2号館

9月3日
（金）
Kobe International
Exhibition Hall No.1
神戸国際
展示場1号館

Kobe International Conference Center
神戸国際会議場

Room1 Room2 Room3 Room4 Room5 Room6 Room7 Room 8 Room9 Room10 Poster &
Venue 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 第8会場 第9会場 第10会場 Exhibition
ポスター・展示
会場名 Convention Hall
Main Hall

( コンベンションホール )

(3A)

(3B)

(2A)

(メインホール)

(301)

(401+402)

(501)

(502)

(504+505)

1F & 2F

Poster
Installation
ポスター
貼付
Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
S2-1-1
S2-2-1
Integrated
Dynamic
symposium of basic remodeling of
and clinical
synaptic efﬁcacy
neuroscience :
シナプス伝達
Neuroscience of
効率の動的
schizophrenia
リモデリング
基礎・臨床統合
シンポジウム
〜統合失調症の
神経科学

Symposium
Symposium
Symposium
Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
S2-3-1
S2-4-1
S2-5-1
S2-6-1
S2-7-1
Novel insights into From the Birth to the
From neural
Information
Therapies based on
Terminal Differentiation
physiological
synchrony to
processing in local
the amyloid
of Retinal Neurons:
functions of
conscious mind
neuronal circuits cascade hypothesis
Insights to CNS
astrocytes
cure dementia?
同期的神経活動
小規模回路から
Development
- Innovation in
から意識メカニズム 探る脳の情報処理
アストロサイトの
dementia therapies
の理解に向けて
基盤
生理機能研究の 神経細胞の誕生
新展開

Kiyoto Kasai
Kazuhiro Ikenaka
（池中一裕）
（笠井清登）
Tsuyoshi Miyakawa Sumiko Mochida Yasuki Ishizaki
（宮川 剛）
（石崎泰樹）
（持田澄子）

から最終分化を
遂げるまで
〜中枢神経系発生
の理解をめざした
網膜発生研究〜
Itsuki Ajioka
（味岡逸樹）

Brian A. Link

Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
S2-8-1
S2-9-1
Exploring future
Pain changes the
perspectives of ALS
brain - brain
research by young changes the pain
investigators
痛みが引き起こす
脳の可塑性
若手研究者が展開

する筋萎縮性側索
アミロイド・カスケード 硬化症研究の将来
展望
仮説を基に認知症は治
るか？ー認知症治療法
開発の新機軸

Akinao Nose
Makoto Urushitani Mariko Miyata
（能瀬聡直）
（漆谷 真）
（宮田麻理子）
Fusao Kato
Noriko Yamagishi Toshihiko Hosoya Masatoshi Takeda Koji Yamanaka
（細谷俊彦）
（山中宏二）
（加藤総夫）
（山岸典子）
（武田雅俊）

Symposium
シンポジウム
S2-10-1
Reconstruction of
brain circuits with
artiﬁcial systems :
a novel method to
understand brain
人工システムに
よる脳回路の
再構成：脳理解の
新しい手法

Tetsuya Yagi
（八木哲也）

Tobias Delbrück

Presentation
&
Discussion
説明・討論

JSN Board
Members' Meeting

Odd No.
（奇数）

(化学)評議員会

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar Luncheon Seminar Luncheon Seminar

ランチョンセミナー

LS7

味の素㈱ライフサイエンス研究所

大塚製薬㈱

LS8

㈱島津製作所

LS9

Institute of Life Sciences, SHIMADZU CORPORATION
Ajinomoto Co., Inc.
Carl Zeiss MicroImaging Co.,Ltd.

Otsuka Pharmaceutical
Co., Ltd.

12：50

Luncheon Seminar ランチタイムミニシンポジウム

ランチョンセミナー
MS2-9
LS10
Introduction of Japan-U.S. Brain
JSN Members'
カールツァイスマイクロ
ライフテクノロジーズジャパン㈱ Research Cooperative Program (BRCP)
Business Meeting
イメージング㈱

ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー

LS6

(化学)総会

Life Technologies Corp.

日米脳：日米科学技術協力
事業「脳研究」分野の紹介

Exhibition
展示

JSN Distinguished Young
Investigator Award Lecture
日本神経化学会最優
秀奨励賞受賞講演

Presentation
&
Discussion

AL-2

説明・討論

Even No.

（偶数）

Oral Sessions
一般口演
O2-1-1
Brain-Machine
Interface

ブレイン・マシン・
インターフェイス

Oral Sessions
一般口演
O2-2-1
Schizophrenia,
Mood Disorders
統合失調症・
気分障害

Oral Sessions
一般口演
O2-3-1
Synapse II
シナプスII

Oral Sessions
一般口演
O2-3-2
Synapse III

16：10

Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
S2-1-2
S2-2-2
ISN Symposium on
Intracellular
"Biological basis for
Transport, Higher
negative emotion: innate Brain Function and
vs acquired circuits"
Diseases

Fusao Kato
（加藤総夫）
Satoshi Kida
（喜田 聡）

18：10
プレナリーレクチャー2
PL2
"The Emotional
Brain : Past,
Present, Future"

Joseph E. LeDoux

19：20
NeuroSocial at
Kobe Portopia Hotel
懇親会

（ポートピアホテル）

16

細胞骨格・軸索輸送

Oral Sessions
一般口演
O2-5-1
Neurogenesis
ニューロン新生

Oral Sessions
一般口演
O2-4-2
Progenitor Cells
前駆細胞

Oral Sessions
一般口演
O2-3-4
Nobutaka Hirokawa Synaptic Plasticity II
（廣川信隆）

シナプス可塑性II

Oral Sessions
一般口演
O2-4-4
Migration
細胞移動

Symposium
シンポジウム
S2-5-2
New trends in the
postmortem brain
studies of
neuropssychietric
diseases

Oral Sessions
一般口演
O2-6-1
Somatomotor
System
体性運動系

Oral Sessions
一般口演
O2-7-1
Neurodegenerative Disorders
神経変性疾患

Oral Sessions
一般口演
O2-8-1
Olfactory System
嗅覚系

Oral Sessions Oral Sessions
一般口演
一般口演
O2-7-2
O2-8-2
Amyotrophic Lateral Temporal Cortical
Sclerosis (ALS)
System I

Symposium
筋萎縮性側索硬化症（ALS）
視覚皮質I
シンポジウム
S2-6-2
Neuroscience of social
interaction in humans:
Oral Sessions Oral Sessions
From understanding Oral Sessions Oral Sessions
一般口演
一般口演
一般口演
一般口演
the neural basis to
O2-3-3
O2-4-3
O2-7-3
O2-8-3
uncovering the
ISN シンポジウム
神経細胞内の
Synaptic Plasticity I Progenitor Cells,
Developmental
Temporal
Cortical
pathophysiology of and
「負情動の生物学的 機能分子Traﬃcと シナプス可塑性I
脳疾患解明に
Migration
Disorders
System II
new treatments for
基盤:生得的回路と
高次脳機能
向けた死後脳研究
前駆細胞・細胞移動
発達障害
視覚皮質II
autism
獲得的回路」
そして疾患
の新展開ー脳バンク

17：10

18：20

シナプスIII

Oral Sessions
一般口演
O2-4-1
Cytoskeleton and
Axonal Transport

の重要性ー
対人社会性の神経科
学：神経基盤の探索 Oral Sessions
から自閉症の病態解
一般口演
Shigeo Murayama
明・治療法開発まで
O2-7-4
（村山繁雄）
Cerebrovascular
Shin-Ichi Niwa
Nobumasa Kato
（丹羽真一）
Disease
（加藤進昌）
脳血管障害

Oral Sessions
一般口演
O2-8-4
Pain
痛覚

JNNS
Oral Sessions
一般口演
Members' Business
O2-9-1
Meeting
Attention and
(回路)総会
Cognition
注意と認知

Oral Sessions Oral Sessions
一般口演
一般口演
O2-9-2
O2-10-1
Language and Large Scale Neuronal
Communication
Simulation

言語とコミュニケーション

神経大規模シミュレーション

Oral Sessions
一般口演
O2-9-3
Social Behaviors

Oral Sessions
一般口演
O2-10-2
Large Scale
Data Analysis
大規模データ解析技術

Oral Sessions
一般口演
O2-9-4
Motor System

Oral Sessions
一般口演
O2-10-3
Neural Network
Modeling

社会行動

運動関連系

神経回路モデリング

Removal
撤去
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Time Table 大会日程表
Day 3

Saturday, September 4th

Kobe International Exhibition Hall No.2
神戸国際展示場 2号館

大会第3日

9月4日
（土）
Kobe International
Exhibition Hall No.1
神戸国際
展示場1号館

Kobe International Conference Center
神戸国際会議場

Room1 Room2 Room3 Room4 Room5 Room6 Room7 Room 8 Room9 Room10 Poster &
Venue 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場 第8会場 第9会場 第10会場 Exhibition
ポスター・展示
会場名 Convention Hall
Main Hall

( コンベンションホール )

(3A)

Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
S3-1-1
S3-2-1
JSPS Core-to-Core
Leading edge
Program: The front
research of
line of pain
synapses as the
research
basis for psychical
activity
日本学術振興会

(3B)

Symposium
シンポジウム
S3-3-1
Neuron-glia
crosstalk
ニューロンと
グリアのクロス
トーク

先端研究拠点 精神・神経活動の
事業共催：
基盤としての
痛み研究最前線 シナプス研究の
最近の進歩
Ryusuke Kakigi
（柿木隆介）
Kazue Mizumura
（水村和枝）

(2A)

(メインホール)

(301)

(401+402)

(501)

(502)

(504+505)

Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
S3-4-1
S3-5-1
Development and New perspectives
pathology of neural on value-based
crest cells
decision making
神経堤細胞
−発生から
病気までー

Symposium
Symposium
Symposium
Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
S3-6-1
S3-7-1
S3-8-1
S3-9-1
S3-10-1
Nutrition controls
Challenges to
Cerebellar
Mechanisms of
Methods for
the healthy brain restore hemiparetic development: from cognitive dysfunction analyzing neuronal
and mind
upper limb
cytogenesis and
in schizophrenia
signals
layering to
-tidemark and future 神経信号データの
価値に基づく意思 栄養から見た脳と 片麻痺上肢機能
perspective決定の神経機構
こころの健康
回復に向けての topographic circuit
解析法
formation
ー新たな展開
挑戦
統合失調症の認知機

1F & 2F

Poster
Installation
ポスター
貼付

能障害のメカニズム
小脳の形成：
ニューロンの分化 −その到達点と将来
の展望−
・配置から回路へ

Michisuke Yuzaki Masanori Nakagawa Chihiro Akazawa Hiroyuki Nakahara
（柚崎通介）
（中川正法）
（赤澤智宏）
（中原裕之）
Takuya Takahashi Toshihide Yamashita Hideki Enomoto Masamichi Sakagami
（高橋琢哉）
（山下俊英）
（榎本秀樹）
（坂上雅道）

Noriko Osumi
（大隅典子）
Keiji Wada
（和田圭司）

Meigen Liu
（里宇明元）
Junichi Ushiba
（牛場潤一）

Masahiko Hibi
（日比正彦）
Takaki Miyata
（宮田卓樹）

Masatoshi Takeda
（武田雅俊）
Shigeru Shinomoto
Kiyoto Kasai
（篠本 滋）
（笠井清登）
Sonja Gruen

Presentation
&
Discussion
説明・討論

Odd No.
（奇数）

Luncheon Seminar

Luncheon Seminar Luncheon Seminar Luncheon Seminar

ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー

ランチョンセミナー

㈱ATR-Promotions/横河電機㈱

エーザイ㈱/ファイザー㈱ ㈱NTTデータ経営研究所

ライカマイクロシステムズ㈱

LS11

LS12

ATR Promotions,Inc./
Yokogawa Electric Corporation

12：50

Luncheon Seminar

ランチョンセミナー

Eisai Co., Ltd./
Pﬁzer Japan Inc.

LS13

LS14

LS15

日本ケミファ㈱

NTT DATA INSTITUTE OF
Nippon Chemiphar
MANAGEMENT CONSULTING, INC.
Co., Ltd.

Leica Microsystems
Japan

Exhibition
展示

Presentation
&
Discussion
説明・討論

Even No.

（偶数）

プレナリーレクチャー3
PL3
Contrasting roles of medial and
lateral orbitofrontal cortex in credit
assignment and value comparison
Matthew FS Rushworth

15：15

Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
S3-1-2
S3-2-2
Neuro2010 JSN
Molecular
Open Symposium Mechanisms of
”Molecular and brain functions and
cellular basis of diseases revealed
depression”
by mass spectral
analysis
Neuro2010

神経化学会公開 プロテオミクスが
シンポジウム： 解き明かす脳機能
うつ病の分子・
と脳病態
細胞基盤

Toru Nishikawa
（西川 徹）
Shigenobu Kanba
（神庭重信）

Michihiro Igarashi
（五十嵐道弘）
Mutsuki Amano
（天野睦紀）

Symposium
シンポジウム
S3-3-2
Cerebellar circuitry:
Cutting-edge of
development and
plasticity

Symposium
シンポジウム
S3-4-2
Frontier of
Brain-machine
Interface
: Collaboration
小脳回路：発達と between Basic and
可塑性の最前線 Clinical Neuroscience
BMI研究の最前線
：基礎-臨床、
医学-工学の連携
Taro Ishikawa
（石川太郎）
Kazuo Kitamura
（喜多村和郎）

Toshiki Yoshimine
（吉峰俊樹）
Naotaka Fujii
（藤井直敬）

Symposium
シンポジウム
S3-5-2
Individual
differences in
perception,
cognition and
personality
個人差の
認知神経科学

Ryota Kanai
（金井良太）

Symposium
Symposium
Symposium
Symposium
Symposium
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
シンポジウム
S3-6-2
S3-7-2
S3-8-2
S3-9-2
S3-10-2
Stability and
Dynamic Clamp:
Understanding
Cutting-edge
Brain Scinece on
plasticity in adult Bridging between
multi-phase
neuroscience
Fatigue: New
visual cortex - from
Theory and
interactions between research on itch Insights from Viral
mouse to human
Experiment
genetic and
Reactivation,
痒みのメカニズム
Cytokines, and
成体における
理論と実験を environmental factors に関する神経科学
Imaging
研究の最先端
視覚皮質の安定性 繋ぐダイナミック in psychiatric disorders
と可塑性−マウス
からヒトまで

Takao K Hensch
（ヘンシュ貴雄）

クランプ

Masato Okada
（岡田真人）
Toshiaki Omori
（大森敏明）

精神疾患の遺伝
因子と環境要因の
相互作用の時系列
包括的理解

疲労の脳科学
〜ウイルス、サイトカ
イン、イメージングか
らの新しい視点〜

Atsushi Kamitani
Yasushi Kuraishi Yasuyoshi Watanabe
Removal
（神谷 篤）
（倉石 泰）
（渡辺恭良）
撤去
Tomoyuki Furuyashiki Megumu Yoshimura Masaaki Tanaka
（古屋敷智之）
（吉村 惠）
（田中雅彰）

Removal

17：45

撤去

17
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Neuro2010 開催のご案内
第 33 回日本神経科学大会
第 53 回日本神経化学会大会
第 20 回日本神経回路学会大会
日時 ： 2010 年 9 月 2 日（木）～ 4 日（土）
場所 ： 神戸コンベンションセンター
ＨＰ ： http://www.neuro2010.org/
【目次】

---------------------------------------------------------------1. 大会長からのご挨拶
2. 後期事前参加登録のご案内（締切間近）
3. 大会プログラム
4. TravelAward 選考結果
5. 託児室・親子休憩室のご案内
6. 学会デスクのご案内
7. その他
---------------------------------------------------------------1. 大会長からのご挨拶

第 33 回日本神経科学大会
大会長 川人光男
ATR 脳情報通信総合研究所
所長／ ATR フェロー

皆様、この度は N e u r o2010 演題登録、早期事前
参加登 録に多数のご登 録をいただき誠にありがと
うございます。 おかげさまで演題登 録数は過去に
例をみない 2,0 00 演題を突破し、参加登 録に関し
ても多数のご登録をいただいております。
過去最大大会となることが予想される本大会では、
ノーベル賞受賞者を含む 3 名の海 外プレナリー講
演を始めとして、 多数のシンポジウム、 オーラル・
ポスターセッション等充実したプログラムを予定し
ており、国内外から 4,00 0 名前後の脳研究者、医
療従事者の参加が見込まれます。大会国際化推進
のため、使用言語は基本的に英語といたしました。
その他の行事として、 諸外国の学会との連 携によ
るイベント、若手 研究者国際交流会、市民公開講
座、サテライト等多数ございます。また、本大会の
直前には同会場にて Neu roi n for m at ics2010 が開

催されます。
多くの皆様にご満足していただける大会となるよう
鋭意準 備に努めております。 当日は神戸の地で 皆
様にお会いできますことを心より楽しみにしておりま
す。
2．後期事前参加登録のご案内（締切間近）
後期事前参加登録の締切が近付いています。
締切：2010 年 8 月 19 日（木）正午
オンラインでお申込をしていただけるのは 8 月 19
日までです。 当日登 録と比べて費用面でもお得で
すので、 まだ参加登 録のお済みでない方は、 是非
こちらをご利用ください。懇親会の残り枠も少なく
なってきております。定員の 80 0 名になりますと締め
切りますので、 できるだけ早くお申し込 み下さい。
登録方法は以下大会ホームページをご覧下さい。
（ht t p://w w w.neu ro2010.org /reg ist r at ion /i ndex.
ht ml）
●会員としての参加登録方法
日本 神経科学学会の会員として参加登 録される場
合（ 費用がお得です） は、 会員番 号 が 必 要です。
会員番号は本誌「 神経科学ニュース」 郵送 封筒の
宛名ラベル、 あるいは大会メールマガジンの冒頭
に記載されている 090 で始まる 10 桁の数字です。
会員番号が不明の方は学会事務局（o f f i c e @ j n s s .
org）までお問い合せ下さい。
●会員登録・年会費の支払い
会員登 録のお済みでない方、 年会費未 納の方は、
一般口演やポスターにて筆頭演者として発表するこ
とができません。速やかに手続をお願いいたします。
詳細は以下 HP をご覧下さい。
（ht t p://w w w.jnss.org /japa nese/i n fo/secret a r iat /
pay ment.ht ml）
●研修単位制度
本大会は各種学会の専門医、認定医、及び、研修
認定薬剤師の研修単位制度のポイント取得対象学
会として認定されています。詳細については各学会、
及び 薬剤師研修センターへ直接お問い合わせくだ
さい。
●各種補助金での大会参加
大会参加費は、文部科学省の科学研究費補助金など、
各種の研究費から支出可能な場合があります。詳しく
は所属機関の事務担当者の方にお尋ねください。
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●プログラム冊子・ネームカード
8 月上旬頃までに参加登録済みの方へは、8 月下旬
頃に、大会プログラム冊子とネームカードを郵送い
たします。大会当日、ネームカードは必ずご持参下
さい。

Molecular and cellular mechanisms underlying 		
formation of long-term memory
井ノ口 馨（富山大学大学院医学薬学研究部）
時實利彦記念賞は、東京大学医学部にあって脳研
究を推進された同氏を記念した賞で、平成 11 年度
から設けられました。原則として 55 歳以下の脳研
究者が対象とされ、受賞者には盾と副賞 20 0 万円
が贈られます。総会内で授賞式が行われる予定で
す。

3．大会プログラム
本大会のプログラムを、本誌 P4 ～ 6 に掲載いたし
ます。是非ご覧下さい。プログラムは修正・変更さ
れる場 合 がありますのでご注意ください。 確定 版
は、 大会ホームページ上で発 表いたします。 また、
8 月下旬頃発送のプログラム冊子でもご確認いただ ●抄録検索システム
けます（※プログラム冊子を事前に受け取ることが 本大会では、抄録の検索システムとして下記をご用
出来るのは、 8 月上旬頃までに参加 登 録をされた 意しております。
方のみです）。以下、新たに確定したプログラムの
・NSR（ Neuro Science Research ）
（ 9 月 1 日公
紹介です。
開予定）
・My Schedule（ 8 月中旬公開予定）
●諸外国の学会等との連携シンポジウム
・R AST（ 8 月中旬公開予定）
・INCF 共催シンポジウム
・UMIN（大会後終了後に公開）
・Sf N,FENS,A NS, 脳プロシンポジウム
・他（ iPhone アプリ）
（公開時期未定）
・Japan- Canada Joint シンポジウム（ランチ
タイム）
・ISN シンポジウム
・日米脳シンポジウム（ランチタイム）
・日本学術振興会先端研究拠点事業共催シンポ
ジウム
・神経化学公開シンポジウム

N S R は S u p p l e m e n t としてオンラインでのみご利
用いただけます。冊子体、 C D - RO M 配布などオ
フラインでのご 利用はありません。 ご自身で 大会
ホームページにアクセスしていただき、 オンライン
でご利用下さい。 M y S c h e d u l e は過去大会に引
き続き、 P C や携 帯から、 抄 録検 索・ご自身の大
会スケジュール作成が 可能です。理化学 研究所の
R AST（ Related Abstract Sea rch Tool ）による
検索システムとも融合しております。各種使用方法
の詳細については大会ホームページに掲載予定で
すので、そちらでご確認下さい。
（ht t p://w w w.neu ro2010.org /index.ht ml）

●塚原仲晃記念賞受賞記念講演（敬称略）
1）胎生期大脳新皮質神経幹細胞の運命制御
Reg ulation of neu ral stem cell fate du r ing
neocor tical development
後藤由季子（東京大学分子細胞生物学研究所）
●演題発表される方への注意点
2）精神疾患のトランスレーション研究
Translational Research for Major Mental Illnesses
演題発表をされる方は、プログラム冊子と大会ホー
澤 明（ジョンズホプキンス大学精神医学部門）
ムページに掲 載されている「 発 表 者 へ のご 案 内」
を予めご 確認下さい。 特にシンポジウム、 一般口
塚 原仲晃記念 賞は、 脳の記憶・学習のメカニズム 演等でパソコンを使用される方は、必ず発表の１時
を知ることに一生を懸け、 世界的な研究成果を発 間以 上前には「 P C センター」
（ 神戸国際展 示 場 2
表し続けてきた同氏（大阪大学基礎工学部、昭和 号館 1 Ｆ、神戸会議場 3 Ｆ）にて出力チェックを行っ
60 年 8 月に日航機事故により逝去）の業績を称え、 て下さい。
記念するために設けられました。 生命 科学の分 野 （ht t p: // w w w. n e u r o2 010.o r g / h a p pyo s h a /i n d e x .
において独創的な研究を行っている 45 歳以下の研 ht ml）
究者を対象に、賞牌および賞金 10 0 万円が贈呈さ
れます。
4．Travel Award 選考結果
アジア地域を中心とする 10 カ国から多数のご応募
●時實利彦記念賞受賞記念講演（敬称略）
をありがとうございました。和中明生選考委員長を
長期記憶形成の分子・細胞機構
始めとする Tr a v e l Aw a r d 選考委員会にて厳正な
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る選考の結果、 過去最多の 50 名の方を採択する 【無料シャトルバス運行予定】
こととなりました。受賞者の皆様は、大会の前日に
JR 新神戸駅
発
7:20 7:35
開催される Neuro2010 の正式行事である「若手研
↓
↓
↓
究者国際交流会」にご出席いただきます。その他
神戸
着
7:40 7:55
詳細は大会ホームページをご覧下さい。
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
（ h t t p : / / w w w. n e u r o2010. o r g / t r a v e l _ a w a r d /
JR 新神戸駅
発
8:10 8:25
index.html ）
↓
↓
↓
5．託児室・親子 休憩室のご案内
本大会では、会場内に託児室と親子休憩室を設置
します。 託児 室では常駐する保育スタッフが 保 護
者の方が大会に参加される間、お子様をお預かり
いたします。 ご 利用には事前に予 約申し込 みが必
要です。詳細は下記大会ホームページをご確認くだ
さい。
（ http://www.neuro2010.org/takujishitsu/ ）
また、託児室とは別に遊具等を備えた親子休憩室
を設置します。 親子休憩室は、お子様と一緒にお
食事や休 憩を取りたい方が無料で自由にご 利用い
ただけます。ご利用の際は必ず保護者の方がご同
伴ください。

7:50

8:00

↓

↓

8:10

8:20

8:40

8:50

↓

↓

神戸
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

着

8:30

8:45

9:00

9:10

JR 新神戸駅

発

9:00

9:15

9:30

9:40

↓

↓

↓

↓

↓

着

9:20

9:35

9:50

10:00

神戸
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
JR Shin-Kobe

Departure
7:20 7:35 7:50
8:00
●
フードコートのご案内
Station
↓
↓
↓
↓
↓
大会期間中、展示場１号館にてフードコートと無
Kobe
料ドリンクコーナーを設置します。数種の神戸名
Arrival
7:40 7:55 8:10
8:20
Convention Center
物（ぼっかけうどん、そばめし、肉まん、シュウ
JR Shin-Kobe
Departure
8:10 8:25 8:40
8:50
Station
マイ、ちまき、牛丼など）をご用意しております。
↓
↓
↓
↓
↓
是非ともご利用ください。
Kobe
Convention Center

Arrival

8:30

8:45

9:00

9:10

JR Shin-Kobe

Departure
9:00 9:15 9:30
9:40
●アンケート回答のお願い
Station
本大会では過去大会に引き続き、大会に関するア
↓
↓
↓
↓
↓
6．学会デスクのご案内
Kobe
ンケート調査を実施します。ご意見は今後の大会
Arrival
9:20 9:35 9:50
10:00
Convention Center
大会参加受付の隣に、日本神経科学学会デスクを 運営の参考とさせていただきます。アンケート用
設置します。学会への新規入会、会員の皆様の年 紙は、8 月初旬頃までに事前参加登録をいただい
会費の支払いを受け付けますのでご利用ください。 た方へは、プログラム冊子に同封して郵送いたし
年会費の支払い状況の確認等も可能です。お気軽 ます。また当日、会場にもアンケート用紙と回収
にお立ち寄りください。また、知り合いの非会員の ボックスを設置します。ご協力の程、よろしくお
方々にもこの機会に入会をお勧めください。ただし 願いいたします。なお、大会ホームページ上でも
入会には庶務理事による審査・承認手続きがあり アンケート（Web 版）にご回答いただけます。詳
ますので、その場での会員番号の発行は出来ませ 細はメールマガジンにてお知らせいたします。忌
ん。 また、 お支 払いは現 金のみとなりますのでご 憚のないご意見をいただけますと幸いです。
了承ください。

--------------------------------------------------------------

7. その他
（株） ICS コンベンションデザイン九州支局内
●無料シャトルバス
（ JR 新神戸駅－会場間）のご案内
〒 810-0072 福岡市中央区長浜 1-1-35
大会初日のみ（ 9 月 2 日）、無料シャトルバスを、下
新 KBC ビル 9F
表 の 通りＪＲ新神戸 駅～神戸コンベンションセン
TEL:092-751-3244 FAX:092-751-3250
ター間で運行いたします。 是非ともご 利用下さい。
E-mail:Neuro2010@ics-inc.co.jp
詳しくは大会ホームページで 最 新 情報をご 確認下 -------------------------------------------------------------さい。
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Announcement for the Japan
Neuroscience Society Director Election

日本神経科学学会
理事選挙のお知らせ

Elections will be held to select panel directors of the
Japan Neuroscience Society this autumn.
Notification will be provided on the website
(http://www.jnss.org) and by e-mail to regular members
on about 10th September.

本年秋以降に日本神経科学学会パネル理事の選挙
が行われます。9 月 10 日頃に正会員あての電子メー
ル、及び学会ホームページ（http://www.jnss.org) に
て正式に選挙が公示されます。

Electronic voting will be employed for all elections.
Paper ballots will not be used.
A password acquired when registering your e-mail
address will be required for voting.
An ID and password are required to receive
announcements and accesses the website.
If you have not yet registered, please complete the
required procedures as soon as possible.
You can access the website at the following address:
(http://www.jnss.org/member_a/about_db.html)

尚、今回のパネル理事選挙は、電子投票のみとなり、
従来の紙媒体を用いた方法は、使用いたしません
のでその旨、ご了解願います。
電子投票には、会員の認証のために予め学会に登
録した電子メールアドレスとパスワードが必須と
なります。もし、学会への電子メールアドレス登
録が未だお済みでない会員は、是非この機会に以
下の手続きにそって登録してください。この手続
きは、今後の学会からの各種連絡を受け取ったり、
会員専用ページにアクセスするためにも必要とな
りますので、宜しくご協力のほどお願いいたしま
す。

If you happen to forget your ID and/or password after 電子メールアドレスの登録の方法については下記
having registered, it can be obtained from the following Web ページをご参照ください。
（http://www.jnss.org/member_a/about_db.html）
link:
ご不明の際は事務局までご連絡ください。
(http://www.jnss.org/admin_menu/password_check.html)
Important dates (details will be offered on the Website
and by e-mail)
September 30: Deadline for submission of director
candidate applications
October 22: Start of electronic voting
November 22: Deadline for electronic voting

Japan Neuroscience Society Election Management
Committee/Director Election Computerization
Committee

一度登録が済むと、ＩＤ番号やパスワードを忘れ
た場合でも、学会会員ページ
（http://www.jnss.org/admin_menu/password_check.html）
から簡単に再取得できます。
今後の主な選挙日程は、下記のようになります。
詳細は、ホームページおよび、電子メール配信にて、
お知らせいたします。

9 月 30 日
10 月 22 日
11 月 22 日

パネル理事候補者公募締め切り
電子投票開始
電子投票終了

日本神経科学学会選挙管理委員会
理事選挙電子化委員会
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Announcement of the awardees of the
Japan Neuroscience Society Young
Investigator Award- Fiscal Year 2010

The Japan Neuroscience Society Young Investigator
Award in 2010 fiscal year was announced to go to
the five following researchers. The ceremony will be
held during the 33rd Annual Meeting of the Japan
Neuroscience Society.
				
Dr. Hiromi Hirata

Dr. Yukio Nishimura
Precursory Research for 		
Embryonic Science and 		
Technology, Japan Science
and Technology Agency

“Neuronal mechanisms of functional recovery after
spinal cord injury and development of brain computer
interface”

Dr. Hirotaka Sakamoto
Ushimado Marine Laboratory,
		Graduate School of Natural
		Science and Technology 		
		Okayama University

Center for Frontier Research
National Institute of Genetics
“Roles of sex steroid hormones in the vertebrate central
nervous system”
“Motor development in zebrafish”
(Names are listed alphabetically)

Dr. Masayuki Matsumoto
Systems Neuroscience Section

平成 22 年度日本神経科学学会
奨励賞受賞者が決定

Primate Research Institute
		Kyoto University

“Role of the lateral habenula as a source of negative
value signals in dopamine neurons”

Dr. Masanori Murayama
Behavioral 			
Neurophysiology Lab,
Brain Science Institute,
Riken

“Dendritic bi-cording of sensory and motor information”

平成 22 年度日本神経科学学会奨励賞は下記の 5 名
の方が受賞される事に決定しました。授賞式は第
33 回日本神経科学大会会期中に、開催されます。
平田 普三
国立遺伝学研究所 新分野創造センター
ゼブラフィッシュを用いた運動発達の研究
松本 正幸
京都大学霊長類研究所統合脳システム分野
中脳ドーパミン細胞の報酬情表現における外側手
綱核の役割
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井上 武
村山 正宜
独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究セン （京都大学大学院理学研究科助教）
「神経回路網が制御する神経細胞再生機構」
ター 行動神経生理学研究チーム
樹状突起による感覚入力・行動情報の符号化の発
岡田大助
見
（理化学研究所脳科学総合研究センター特任研究
員）
西村 幸男
「シナプスタグ活性化因子と長期記憶での役割」
科学技術振興機構・さきがけ
脊髄損傷からの機能回復を支える神経機構の解明
と機能を補う BCI の開発

北野 潤
（東北大学大学院生命科学研究科助教）
「性染色体転座と行動進化」

坂本 浩隆
岡山大学・大学院自然科学研究科・バイオサイエ
ンス専攻・高次生物科学講座・神経制御学分野（理 見学美根子
（京都大学物質・細胞統合システム拠点准教授）
学部附属臨海実験所）
中枢神経系における性ステロイドホルモンの作用 「数理解析による樹状突起分岐ダイナミクスとパ
ターン形成原理の解明」
メカニズムの解明
（アルファベット順；敬称略）

財団法人
ブレインサイエンス振興財団
平成 21 年度塚原仲晃記念賞
及び研究助成受領者決定
URL: http://www.bs-f.jp
平成 21 年度第 24 回塚原仲晃記念賞受賞者 2 名
澤 明
（ジョンズホプキンス大学医学部精神神経科教授）
「精神疾患の体系的トランスレーショナル研究」
後藤由季子
（東京大学分子細胞生物学研究所教授）
「大脳新皮質神経幹細胞の運命を制御するメカニズ
ムの解析」
平成 21 年度 第 24 回研究助成受領者 10 名
石谷 太
（九州大学生体防御医学研究所特任准教授）
「神経組織構築における NLK の機能の解明」
一戸紀孝
（弘前大学大学院医学研究科教授）
「線維連絡に基づく他者意図認知の脳基盤」

小林 康
（大阪大学生命機能研究科准教授）
「中枢神経回路による価値情報の形成機構」
西丸広史
（筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授）
「哺乳類脊髄神経回路網の作動機序と機能発達」
古田貴寛
（京都大学大学院医学研究科助教）
「視床から大脳皮質へ投射する軸策が構成する神経
回路の構造と機能」
山末英典
（東京大学大学院医学系研究科准教授）
「多面的脳 MRI による対人行動の障害の研究」
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した。 Roger Tsien 研究室の宮脇敦史先生（現・
理
研 B S I コア長）が 先陣を切り、 K l a u s H a h n
研究室紹介
博士と大 阪 大 学 微 研 の松 田道行 先 生（現・京 都
大学 教 授）のグループによってシグナル伝 達の分
野に導入された F R E T センサーとは、 特定の機
能分
子の「 活 性 変化に伴う構造 変化 」 を、 蛍光
情報が伝達されている現場を視る
共鳴エネルギー移動（ F R E T ）を利用して二波 長
の 蛍 光 強 度 比の 変化に変 換できるというもので
す。 私は 8 年前に縁あって松田先 生の研究 室に
東京理科大学生命科学研究所
加わり、 F R E T センサーを使って 神 経 突 起 伸展
生命情報科学研究部門
の制御シグナルの解 析を行ってきました。 神経突
中村岳史
起の 先 端にある成長円錐は、 その動き自体が 繊
本 年 4 月より東 京 理 科大 学 生命 科 学 研 究 所生命 細で 非 常に美しいもので すが、 F R E T センサー
情 報 科 学 研 究部門で研 究 室を主宰させていただ を使って成 長 円 錐の中で「 いつ、 どこで」 情 報
いております。 現 在、 学 部 学 生 3 名、 研 究 補 助 が 伝達されているかを可視化することには、 美し
員 1 名の構成メンバーで研究 室とテーマの立ち上 さに加えて未 知の世界を目にする面白さがありま
げに励んでいます。私たちの研究室では、
「 F R ET す。
松 田 研で 私のグループ は、 F R E T イメージン
イメージング技 術」 を駆使して、 軸 索伸長・ガイ
ダンスを制御するシグナル伝達 機 構の時空間的な グとシミュレーションを組み合わせることにより、
神経成長因子の下流での P I 3 キナーゼ→ R a c1/
実体を明らかにすることを目指しています。
私は、 東 京大学 理学系研究 科・和田昭允先 生 C d c 42 活性化の経路にポジティブフィードバック
の下でバイオインフォーマティクスの走りのような とネガティブフィードバックの両 者 が 存 在 するこ
ことをやった後、 東 京 理 科大 学基 礎 工学 部 の小 と、 Va v2 / Va v3 と S H I P 2 がそのフィードバック
田 鈎 一郎先 生のところへ 出向 いて 細 胞 増 殖の 転 の要素として含まれており、特にポジティブフィー
写 制 御 の 研 究 で 学 位をとりました。 住 友 電 気 工 ドバックは突起先端部に局所的に存在することを
業で小さなチームを任 せられたのを機に元々興 味 明らかにしました。 成長円錐での R h o A 活 性の
があった神経 科 学に取り組むことにしました。 周 分 布、 軸 索 極 性 形 成 過 程での局 所 的な R a p1B
囲の サポートで、 東 京 大 学 分 生 研・大 石道 夫 先 活性化についても F R E T イメージングの強みを生
生 ( 現・かずさ D N A 研 究 所長 ) のところで 作 製 かしたデータを得ています。 また、 数年前に将来
された ( 希少遺伝 子が濃 縮されている ) 脳均一化 の神経 機能 解 析 への応用を視 野に入れて、 小胞
c D N A ライブラリーの解 析を任せていただき、 そ 輸送を制御するメカニズムを F R E T イメージング
こから脳特異的新規 遺伝 子を単離するというプロ で 解 析するテーマを立ち上げ、 R a b5 センサーや
ジェクトをはじめました。 その後 怒涛の 勢いで 進 T C10 センサーによる解 析を報告しました。
小 胞 輸 送 が 守 備 範 囲に入ったことで、 F R E T
むゲノム解 読 が 始まる直 前の 牧歌 的な時 代 で す。
この 仕事 は 幸い、 長 寿 医 療 研 究センターの 森 望 イメージングは神経 科 学にとって益々強 力なツー
先生 ( 現・長崎大学 教 授 ) のご指 導・ご 協力をい ルになると思われます。私たちの研究室では、新
ただいて 3 つの新規遺伝子の単離という結果につ 規 F R E T センサーの開 発を進 めながら、「 脳の
ながりました。 そのひとつが 神経成長因子レセプ 配線」という魅力的な謎の理 解に少しでも貢献で
ターを含むレセプターチロシンキナーゼ系で働くア きるように日々研究に励みたいと思っています。
生命 科学 研究 所のある東 京理科大学野田キャ
ダプター分 子 N- Sh c /Shc C だったことで、シグナ
ンパスは、 東 京からほど近 い、 しかも恵まれた
ル伝達の世界に足を踏み入れました。
自然環
境の中に位置しています。 まだまだこれか
そうやって、 ツーハイブリッド 法などによる結
合因子の同定とそれに続く生化学的な解 析という らのラボ で す が、 私 たちの 研 究に少しでも興 味
シグナル 伝 達 研 究の王 道を懸 命に追いかけなが を持っていただけたらお気 軽にご連 絡ください。
らも、 ある種の 物足りなさを感じていた私にとっ また研究 所には生命 科学 研究 科があり、 大学院
（ h t t p : // w w w. r s . n o d a . t u s .
て、 生きた細 胞内で、「 いつ、 どこで」 情 報 が 伝 生を募集しています。
a c.jp/~ r i b s n l a b/i nd ex . ht m l）
達されているかという問いに答えられる F R E T セ
最後になりましたが、 神 経 科 学会員の 皆 様に
ンサー開発 のニュースは 希望を感じさせる驚きで
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は、 今後とも変わらぬご指 導ご 鞭 撻のほどよろし
くお願い申し上げます。

大脳皮質局所回路機能の
計算論的解明
理化学研究所
脳科学総合研究センター
脳回路理論研究チーム
深井朋樹
私が理研に着任したのは 2005 年 4 月であるから、
5 年以上の歳月が過ぎたことになる。ちょうど脳セ
ンターが 設 立 10 年という節目の年を迎えるときに
重なったため、研究室の立ち上げ作業と脳センター
での記念事業などが重なり、てんてこ舞いしたこと
が思い出される。しかし幸いなことに、前職である
玉川大学時 代からのポスドクや、 かつて C R E S T
で共同研究をした院生などがポスドクに来てくれた
ので、比較的スムーズに研究活動を開始できたこと
は、有難いことであった。
私 達の研究 室では、 脳の情報処 理の基 本原理
と、 神経回路による実 装メカニズムを計 算論的に
解明することを目指して研究を行っている。大学院
時 代に物理学や情報科学を学んできたメンバーが
多数 派を占めるが、 その一方で、 医学や生物学を
専門に学んでからラボに加わり、 電気生理学実 験
を行っているメンバーもいる。私が大学から理研に
移った最大の動機も、理論と実験のハイブリッドな

研究環境を作りあげることにあった。脳はまだまだ
未 知のことが多く、 理論やモデルだけでその仕組
みを理 解することは難しい（少なくとも私には）
。や
はり実 験から学ぶ必要があるが、 一方で、 実 験で
得られた知識は、定性的・定 量的な予言能力をも
つ理論として集大成されなければ、真に利用可能な
「科学」にはならない。そのため、神経回路モデル、
実 験、 データ解 析手法の開発を 3 本 柱にして研究
室活動を行っている。
しかしハイブリッドな研究 室の運営は、 なかな
か大変でもある。 一言でいえば、 実 験と理論では
文化が違う、そう感じることがしばしばあった。し
かし衝突のないところには前進もない、そう信じる
ことにしようと思う。ラボメンバーの共通の興味は、
脳の神経回路による情報処理のメカニズム、とくに
大脳皮質神経回路の情報処理原理を理解すること
である。 大 脳皮質が情報のモダリティーに依らず、
6 層の局所回路をもつことは教科書にも書かれてい
ることだが、局所回路の各層で何がどのように計算
されているのかはほとんどわかっていない。計算に
直接的に関係する神経配線の微 細構造なども、最
近になって詳細な実験 報告が為されるようになった
段階にある。 理論屋は「 普 遍性 」 という言葉に弱
いので、 大 脳皮質の局所回路の研究は心をくすぐ
る。しかし一方で、回路を詳細に調べていくと、情
報のモダリティに特化した特殊性も見えてきそうな
点が、脳研究を面白くしているのだと思う。
大 脳皮質局所回路の働きを調べるために、行動
中のラットの運動野から傍細胞記録を行うことにし
た。 この方法では、 スパイク活動を記 録した神経
細胞の種 類や、 お住まいの皮質の層まで正確にわ
かるという。なになに、それは面白い。ただし、一
匹のラットから一つの神経細胞だけしか記録できな
いという。 おやおや、 それはまずい。 脳の機能は
神経細胞集団の活動から生じるはずだし、理論屋
としてはその仕組みが知りたい。そこで多細胞記録
を組み合わせることにした。
多 細 胞記 録ではテトロードという細 胞 外電 極に
よって神経 集団の活動を記録し、記録後に各細胞
のスパイクを分離する。このスパイク分離が正確で
ないと、データ解 析の労力が増大し、結果の信頼
性にも影 響してくる。いくつかの方法が提案されて
いたが、あまり性能の良いものは見当たらなかった
ため、変分ベイズ法を用いる高精度のスパイク分離
法を自前で開発した（竹川高志君）
。 現在、 ラボの
多細胞記録データは全てこの方法でスパイク分離し
ているが、解 析ソフトをラボのホームページで公開
している（ht t p: //n c t .b r a i n . r i ke n .j p）
。現在は、ス

（15） 2010 No.4

The Neuroscience News

パイク分離法の更なる改良を行いながら、多細胞の
スパイク列の時空間構造を解 析する数学的方法の
開発も進めている。開発した方法を運動野の多細
胞記 録データに適用することで、 運 動野の 2/3 層
と 5 層の情報表現と処理の本質的違いを見いだせ
るのではないかと期待している。
神経回路モデルの理論的研究ではさまざまな問
題に、さまざまなアプローチを試みているが、最近
とくに関心があるのは、バランスした興奮性‐抑制
性シナプス入力の計 算論的な意味合いを理解する
ことである。 M c C o r m i c k が大脳皮質神経回路で
はシナプス入力がバランスしているということを提
唱してから、バランスしたシナプス入力を実現する
メカニズムや、それによって可能になる情報処理に
ついて、いろいろな計 算論的研究が為されてきた。
例えばそれによって神経 細胞がシナプス入力の強
度変化に対して乗算的な応答を示すようになるとい
う研究がよく知られている。私達も、単一神経細胞
の発火率情報表現における優位性や、神経回路に
よって入力の正確な時間積分を実現する際の優位性
（意思決定などで重要な働きをする）について研究
を行ってきた。 1 番目の研究では、 甘利俊一先 生
が提唱された情報幾何を使わせていただいた。ま
た 2 番目の研究では、古典的な確率過程の理論を
利用した。これら二つの研究に直接的な関係はな
いが、どちらの研究でも、興奮性と抑制性のシナ
プス入力がバランスしている条件下で、バランス点
を不変に保ちながら、その回りでの揺らぎの振幅を
調節することで、情報処理上、有利な結果が得ら
れることがわかったことは興味深い。 私は、 大 脳
皮質の神経回路は信号の D C 成分ではなく、揺ら
ぎを利用して多くの計 算を行っているのではないか
と考えはじめている。
上で 述べたような理 論 的 方 法を全 面に打ち出
した研 究の 他に、 計 算 機を用いた大 規 模 数値シ
ミュレーションにより、 大 脳 皮質の 6 層局所回路
モデルの 研 究を行って いる。 この 研 究は、 昨 年
の「 仕分けショー」 の花形だった、 理 研の次 世代
計 算 機 開 発プログラムの 一環として、 脳センター
の Diesma n n ラボと共同で行っているものである。
データが圧倒的に不足している状況で、スパコンで
シミュレーションして意味があるのかという批判が
ある。もっともな意見だと思う。しかし、スパコン
は脳の情報処理原理の解明において、生物実験に
よっては確認が困難な仮 説に対して、 検 証のため
の有力な実験 室を提供する可能性がある。核融合
の臨界前 核実 験のようなものである。 疑似検 証で
はあるが、可能性として追及することは悪くなかろ

う。 実際、 開発した局所回路モデルを使った視覚
的注意の「模擬実 験」では、「生物実 験」 の結果
を再現できただけでなく、背景で働くメカニズムや
層ごとの応答の違いについても、面白い予言を得る
ことができた（未発表データ）。
私のラボの研究活動の主たる担い手は、ラボで
働いてくれているポスドク諸氏であるが、昨今の日
本の状況では、優秀な若手研究者であっても、大
学などに職を得ることが難しくなりつつある。特に
脳の計 算 理論はまだまだ苦戦することが多い。 実
は私も就職には随分 苦労したのだが、 努力して研
究成果を挙げたラボメンバーが、職探しにおいても
成果を挙げてくれることを、ラボヘッドとして願って
いる。
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第 4 回生理学研究所
Motor Control 研究会参加報告記

さいました。その一方で、各領域の核心に迫る話
になると、 自分の知らない話題が多く勉強不足を
痛感させられる時間でもありました。公募シンポジ
ウムでは、ヒトとロボットの運動制御の対比や、脊
髄や大 脳皮質運動野におけるニューロンの機能解

順天堂大学大学院医学研究科
生理学第一講座
須田悠紀

析についてお話し頂き、これまであまり馴染みのな

今年で 4 回目となる Mo t o r C o n t r ol 研究会が岡

トでヒトの滑らかな運動を実現するのかという応用

崎の生理学研究所で開催されました。 4 月より新た
な研究室で博士課程 1 年目を迎えた私は、これま
で行ってきた自身の研究発表の場として、また、最
前線の運 動制御研究を勉強できる場として、本 研
究会に参加させて頂きました。 三日間に及ぶ同研
究会には、 これまでで 最多の約 140 名が 参加し、
講演やシンポジウム、ポスター発表を通して、運動
制御をテーマに活発な議論がなされました。
初日は伊藤正男先生による特別講演が行われま
した。運動制御における小脳神経機構研究の先駆
けとなられた伊藤先生の講演ということもあり、生
理学 研究所等の外部からも多くの方々が 詰め掛け
られました。 講演の終盤では、 知識という情報が
神経回路でいかに処 理されるのかという議題が取
り上げられました。特に、将棋の一流棋士になると
過去の膨大な棋譜情報を利用することができるよう
になるといった例から、知識も繰り返し使うことに
よって無意識下で処理されるのではないかというお
話を聞き、 とても感 銘を受けました。 また、 伊藤

かった工学分野への応用や解析手法の有用性につ
いて触れることのできる貴重な時間になりました。
基礎的な研究が主である私にとって、いかにロボッ
的な観点からの考え方はとても新鮮でした。
自身の研究発表の場であったポスター発表です
が、 1 分間のオーラル発表があった点をとても印象
深く感じました。これは、通常のポスターを前にし
た発表とは別に、全参加者の前で、自身の研究内
容をまとめた一枚のスライドを一分間で発表すると
いうものです。今回が初の試みであったということ
ですが、 発 表者にとっては研究内容を多くの人た
ちに最大限アピールできる点で、また聴講者にとっ
ては、 各 発 表者がどのような研究を行っているの
かを知る機 会となった点で、 後のポスター発 表時
間を有意義にする効果的な試みであったと思いま
す。 実 際、 私がポスター発 表をしたときには、 参
加者の皆さんが大まかな研究内容を前提に聞きに
来て頂けたのでとても説明がし易く、 いつも以 上
に内容の濃い議論を交わすことが出来ました。参
加者の皆さんとの昼食や懇親会、 2 次会でも話題
に事欠かなかった理由の一つが、ポスター発表時
間の内容の濃さにあったと言えるのではないでしょ

先生が非常に楽しく研究の話をされる姿を拝見し、 うか。
改めて、研究に対する真摯な心構えの大切さを教え
て頂いたように思います。

2 日目、 3 日目には、 多くの先 生方によるシンポ
ジウムが行われました。 チュートリアルレクチャー
では、運動制御研究における計算論の基礎を講義
していただきました。計算論に興味関心はあるもの
の、いざ計 算式を目の前にすると固まってしまうの
が常でしたが、 3 先 生方は簡単な内容から丁寧に
説明して下さり、計 算論の面白さを教えて頂きまし
た。また、二日間にわたって行われたシンポジウム
では、運動制御を様々な観点から考えるきっかけに
なったと思います。運動制御に関する様々のテーマ
を、各領域の最前線で研究されている先生方にお
話し頂き、運動制御の全体像を明らかにするという
趣旨で行われた特別シンポジウムでは、 いずれの
先生方も各研究領域の位置づけを明らかにして下
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あっという間の 3 日間でしたが、私にとって新た

みたい（以下敬 称略）。初日は D a n J o h n s t o n が
な発見が多く、非常に楽しい時間を過ごすことが出 樹状突 起の内部 特 性と I h について、 川口泰雄が
来ました。参加者の運動制御研究への情熱を感じ 新皮質の投射性ニューロンの局所回路の特異性に
ることができ、その想いが同研究会の一体感を生 ついて、G a b o rTa m a s がニューログリア型 細 胞と
みだしていたように思います。来年は、より良い研 G A BA B 受容 体について講演をした。 2 日目は松
究成果を持って参加できるよう頑張りたいと思いま 崎 政 紀 がスパイン特 性と偏 在 性について、 G i n a
す。 最後に、 研究会主催の運営に奔 走して頂いた Tur rigiano が単眼遮蔽による視覚野の可塑性につ
先生方、スタッフの方々に感謝を申し上げたいと思 いて、Nelson Spruston がセロトニン 5B 受容体陽
性インターニューロンの持続発火について、 J a c k i e
います。
S c h i l l e r が第 5 層錐体細胞の細い樹状突起の非
線形演算について、
Matthew Larkum は Schiller
* 本 研究会のプログラムは、生理学 研究所のホー
の講演内容を受けて第 6 層の錐体細胞の樹状突起
ムページからダウンロード可能です
（h t t p : / / w w w. n i p s . a c . j p / r e s e a r c h / c o l l a b o / について話した。3 日目は Yousheng Shu がマルティ
ノッティ細 胞を介した軸 索 演算について、 S a c h a
meeting/2010/）。
N e l s o n がニューロン特異的な大規模遺伝子解 析
について、 窪田芳之が 抑制性ニューロンの樹状突
起の分枝則について、 Micheal Hausser が樹状突
起に沿った序列活動の解読可能性について講演し
第 4 回神経局所回路国際研究集会
た。 4 日目は Ba r tlett Mel が樹状突起モデルの非
線形演算様式について、 M a s s i m o S c a n i z a n i が
（The Fourth International Neural
介在ニューロン樹状 突 起へのクラスター入力と i n
Microcircuitry Conference）
vivo ガンマ波の機構について、 G reg St ua r t が活
に参加して
動電位による E P SP や I P SP の変調効果について、
PeterJonas がシナプス終末のカルシウムチャネル活
性化に関して講演した。
東京大学大学院 薬学系研究科
こうして書き連ねるだけでも、興奮冷めやらぬ思
薬品作用学教室
いが湧き戻ってくる。とりわけ、
St u a r t の提唱した
池谷裕二
I P S P の b o o s t i n g 現象に対して、フロアから湧き
2010 年 6 月 24 日～ 27 日に沖 縄で 開 催された 起こったメカニズムとターミノロジへの白熱した議
「こんなふうに神経生理学の基礎概念が作ら
第 4 回神経局所回路国際研究集会に参加させてい 論は、
れていくのだ」という、産みの現場に居合わせた思
ただいた。自然科学研究機構・生理学研究所の窪
田芳之先生が中心となって企画された会議である。 いがした。
私のラボからは学生 3 名が発 表させていただい
私は第一回会議でトークの機 会をいいただいて以
来、国内外から選り抜きの研究者が集う場として本 た（口頭 1 演題、ポスター 2 演題）。一流の研究者
会に注目している。 そんな経 緯で今回は、 一緒に から直接多くの示唆をいただけたのは有益であった
研究を進めるラボの学 生 6 名と共に大挙して参加 し、 なにより学 生自身が自分の実 験内容に関して
勇気と希望をもらえたことを喜んでいた。
させていただいた。
ちなみにこの 会 議 は毎 朝 8 時 15 分 に開 始し、
参加者は講演者を含めて 55 名。 海 外からの参
午前の部は
13 時頃までに終了。夜の部は 18 時 50
加者が 27 名というから、ほぼ半数が外国人となる。
これほど著名な電気生理学者たちを一斉に日本に 分から 22 時までである。 つまり午後はフリータイ
集めた会議は、私はほかに例を知らない。窪田先
生のご尽力と人望の厚さを改めて実感した。
プログラムは口頭発 表 25 演題、 ポスター発 表

14 演題であった。いずれも未発表データを躊躇な
く公開し、小気味のよいトークと熱い議論が交わさ
れた。
以下に特 別 講 演の内 容について簡単に書 いて
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ムとして確保されている。参加者はカヌチャリゾート －神経科学トピックス－
（ 会場・名護市） の利を活かし、 海やゴルフなど、
各々の過ごし方を楽しんだようだ。会期中は南アフ
活動電位の発生部位での
リカのワールドカップの予選リーグが開催されてい
神経活動調節
て、 日本、 ドイツ、 アメリカ、 イギリスなど各国の
参加者が共通の話題で盛りあがる一幕もあった。
京都大学・医学研究科
なお本会議はこれで 4 回目となるが、
“シリーズ物
“
神経生物学 久場博司
を意図して、今回初めて「第 4 回」という冠を付し
たと聞いた。こうした機会はぜひ今後も継続して欲
神経 細胞はシナプス入力を活動電位に変換するこ
しいと心から思うのであった。
とにより、情報を符号化する。従って、我々の複雑
な脳機能が発現するしくみを理解する上では、活動
電位の発生過程を明らかにすることが重要である。
神経 細胞が活動電位をどこで発生するかについて
は、 1950 年代の E c c l e s 先生らによる脊髄前角細
胞での古典的な微小電極法を用いた研究に始まり、
その後も大 脳皮質錐体細胞や小脳プルキンエ細胞
でのパッチクランプやイメージングなどの手法を用
いた精力的な研究が行われてきた。その結果、現
在では活動電位は神経細胞の軸索起始部で発生す
ることが明らかとなっている。これは軸索起始部に
電位依存性の Na チャネルが高密度で分布すること
による。しかしながら、活動電位の発生部位が特
定の神経回路の機能発現に果たす役割については
殆ど分かっていない。
我々はヒヨコを用いて音源定位の神経回路機 構
について研究を行っている。 音源定位とは音の方
向を特定する行動で、左右の耳に到達する音の時
間差（i nt e r au r al t i me d if fe rence,I T D）が利用さ
れる。音の時間情報はトリでは聴神経から大 細胞
核（nu cle u s m a g no c el lu l a r i s , N M）を介して両側
の層状核（n u c l e u s l a m i n a r i s , N L）へと送られ、
ここで左 右の耳からの情 報 が比 較され I T D が 検
出される。これらの神経核は活動電位の発生部位
の機能的意義について興味深い知見を与える。例
えば、 N M でのシナプス入力は低い周波数領域ほ
ど小さく、 数 が 多い。 このことと相関して N M で
は低い周波数 領域の細 胞ほど 軸 索 起 始 部の長さ
が長く、これにより各周波数領域の N M 細胞はそ
れぞれのシナプス入力に対して正確な時間コーディ
ングを行うことが 可能となる（K u b a & O h m o r i .
J. Phy siol ., 587:87-10 0. 2 0 0 9）
。一方、 N L 細胞は
高い周波数領域ほど高頻度のシナプス入力を受け
る。 このことと相関して N L では高い周波数 領域
の細胞ほど軸索起始部の位置が細胞体から離れて
おり、この結果、各周波数領域の N L 細胞は正確
に I T D を検出することが可能になる（Kuba et al.,
Nat u re,4 4 4:10 69 -1072 , 20 0 6）
。つまり、これらの
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神経核では軸索起始部の軸索上での分布が音の周
波数に応じて異なり、このことにより正確な情報処
理が実現される。このことは軸索起始部の分布が
従来考えられていたように画一的なものでなく、細
胞毎に異なることにより神経回路機能の精巧な調
節に関わることを示している。
さらに、 N M と N L で の 知 見は 軸 索 起 始 部 の 分

部位であることから、この軸索起始部の可塑性は
最も効率的に神経活動を調節することが 可能だと
考えられる。しかしながら、軸索起始部の可塑性
については、 特 性、 メカニズム、 機能的意義を含
めて、その殆どがよく分かっていない。今後、脳幹
の聴覚神経回路を中心に、さらに他のシステムでも
研究を行うことにより、この可塑性について明らか

布がシナプス入力と密 接に連 関する、 つまりシナ
プス入力に応じて変化する可能性も示唆している。
我々は最近、 この考えを支 持する新たな知見を得
た。 具体的には、 ヒヨコの内耳を機械的に取り除
くことにより N M 細胞への聴覚入力を遮断するこ
とを行うと、遮断側の N M 細胞では数日の時間経
過で軸索 起始部の N a チャネル分布が 約 1.7 倍に
延 長し、 これに伴って N a 電 流 が 大きくなり、 細
胞の 興奮 性 が 増 すことを観 察した（K u b a e t a l . ,
Nat u re,465:1075 -1078, 2010）
。つまり、軸索起始

にしていきたいと考えている。
【研究者の声】
軸索起始部での活動電位の発生過程については、
従来考えられていたよりもはるかに精巧なしくみが
存在することが分かってきました。我々の研究室で
は一緒に研究してくれるやる気のある若手研究者を
募集しています。 興味のある方は是非 気 軽に声を
かけて下さい。

【略歴】
平成 9 年、 九州大学医学部 卒 業 後、 九州大学医
学部付属病院脳神経外科にて臨床研修。同 15 年、
京都大学大学院医学研究科博士課程修了、医学博
士、 同年、 京都大学 大学院医学 研究 科神経 生物
学 教 室助手。その後、京都大学キャリアパス形成
ユニット講師、 オレゴン健 康科学 大学客員研究員
領域で働くことを示唆する。 また興味深いことに、 を経て、同 22 年、京都大学医学 研究科神経生物
この錐体細胞では神経活動の変化によって軸索起 学准教授。
始 部の長さでなく、 位置が 変化する。 つまり、 軸 （参考 ht t p://w w w.nbiol.med.kyoto-u.ac.jp/）
索起始部の可塑性の表現型は細胞種毎に異なる可
能性が考えられる。軸索起始部は活動電位の発生
部が入力依存的にその分布を変化することで、恒常
的可塑性として神経活動の調節に関わることを明ら
かにした。軸索起始部の活動依存的な変化は海馬
の錐体細胞などの NM 以外の神経細胞でも観察さ
れる（G r ubb & Bu r rone, Nat u re,465:1070 -1074,
2010）
。このことは、軸索起始部の可塑性が広い脳

【図の説明】
軸索起始部の可塑性は恒常的可塑性として、聴神経入力の消失を代償することで、中枢の
聴覚神経回路を維持することに関わる可能性がある。
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INFORMATION
シンポジウム・研究会
第 19 回
日本バイオイメージング
学会 学術集会
日時 : 平成 22 年 9 月 9 日（木）～ 11 日（土）
場所 : 慶應義塾大学日吉キャンパス
（神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1）
学術集会 :9 月 9 日
（木）13:00 ～11 日
（土）12:00
「バイオイメージング技術の新展開
～定性から定量へ～」
参加費（会員）5000 円（非会員）7000 円
（学生）3000 円
＊特別講演 : 質量分析技術によるガスメディエー
タ依存性代謝システム制御機構の系統的探索と
応用
末松誠先生
（慶應義塾大学医学部教授・医学部長）
＊シンポジウムⅠ～Ⅳ（仮題）
Ⅰバイオイメージングと定量生物学
Ⅱ顕微的生体ライブイメージングと解析
Ⅲバイオイメージング技術の新展開
Ⅳ新規バイオプローブの作製と利用
公開講座：9 月 11 日（土）13:00 ～ 17:00
「君の脳の中を調べるイメージング技術
～その基礎から再生医療まで～」
参加費 無料
どなたでもご参加いただけます。
プログラム・参加登録方法など詳細につきまして
は，大会ホームページ
（htt p://w w w.bpni.bio.keio.ac.jp/ BioImage19/）
をご参照ください。
＜問い合わせ先＞
慶應義塾大学理工学部生命情報学科
生物物理・神経情報研究室内 大会事務局
大会長 岡浩太郎
〒 223-8522 横浜市港北区日吉 3-14-1
Tel:045-563-1141 内線 43330,

Fax:045-566 -1789
e-mail:19bioimage@bpni.bio.keio.ac.jp

第 18 回
日本発汗学会総会の
ご案内
第 18 回日本発汗学会総会を下記の要領で開催
いたしますのでご案内申しあげます。多数の先
生方のご発表とご出席をお願い申しあげます。

1. 会頭 : 友池仁暢
（国立循環器病センター 病院長）
、28 日（土）
2. 会期 : 平成 22 年 8 月 27 日（金）
3. 会場 : 千里ライフサイエンスセンター 5 階
サイエンスホール
（北大阪急行、大阪モノレール「千里中央駅」
下車 徒歩 3 分）
〒 560 -0082 大阪府豊中市新千里東町 1- 4-2
TEL 06 -6873-2010
4. プログラム :
1）特別講演
2）シンポジウム
3）一般演題
4）機器展示
5. 演題募集 : 一般演題を募集いたします。
演題登録（問い合わせ）先 :
jspr18@n-practice.co.jp
6. 総会事務局
〒 565-8565 大阪府吹田市藤白台 5-7-1
国立循環器病センター心臓血管内科
相庭武司
TEL: 06 -6833-5012（代表）
FAX: 06 -6872-7486
7. 応募資格 : 演者並びに共同演者は日本発汗
学会の会員に限ります。非会員の方は下記の学
会事務局まで連絡のうえ、入会の申し込みをお
願いいたします。
8. 日本発汗学会事務局
〒 390 -8621 松本市旭 3 丁目 1-1
信州大学医学部器官制御生理学講座内
日本発汗学会事務局
TEL:0263-37-2597 FAX:0263-36 -5149
E-mail:jspr@shinshu-u.ac.jp

The Neuroscience News

（21） 2010 No.4

生理学研究所・
国際研究集会
「認知神経科学の先端
身体性の脳内メカニズム」

第 3 回社会感情神経科学
研究会＜ J-SANS2010 ＞
のお知らせ
日時 :2010 年 9 月 25 日 ( 土 )13 時～ 18 時
場所 : 東京国際フォーラム ホール D1
〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1
℡ :03-5221-9000
参加無料 登録不要 定員約 120 名
シンポジウム「顔認知の発達と社会性」
内容 : 顔認知の発達にかかわる脳研究は、その
情動や社会性との結びつきから健常児のみでな
く発達障害の原因を探る上でも重要である。最
近では対人コミュニケーションや表情認知の障
害を、工学的な装置で支援していく新たな試み
もある。個人における社会性の発達を理解する
には、人間社会の進化をシミュレートした結果
との類似性を探ることも必要だろう。これらの
発表を通じて、情動と社会性の発達における顔
認知の役割を明らかにしたい。
代表世話人・座長
飯高哲也 名古屋大学

大学院医学系研究科

シンポジスト（予定・敬称略）
市川寛子 中央大学 研究開発機構
稲垣真澄 精神神経センター精神保健研究所
守田知代 生理学研究所 統合生理研究系
鈴木健嗣 筑波大学 大学院システム情報工学研
究科
特別講演
中丸麻由子
研究科

東京工業大学

大学院社会理工学

総合討論（全員）
ホームページ :
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/seisin/J-SANS/2010/
Top.html
モバイル用サイト :
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/seisin/J-SANS/TOPmobile.html
連絡先 : 名古屋大学 大学院医学系研究科
精神生物学 飯高哲也
iidaka@med.nagoya-u.ac.jp
後援 : 新学術領域研究
「学際的研究による顔認知メカニズムの解明」

— ポスター発表募集中 —
日
会

程 : 2010 年 10 月 22 日（金）～ 23 日（土）
場 : 自然科学研究機構
岡崎カンファレンスセンター
企画者 : 村田 哲（近畿大学）
吉田 正俊（生理学研究所）
主 催 : 自然科学研究機構 生理学研究所
目的 : 神経科学においては認知機能と身体との
関係が様々な観点から議論されている。本研究
会では、心の問題にとって重要な身体性という
キーワードを元に、アクティブに研究成果を出し
ている研究者を、 様々な研究領域から人 選し、
話題を提供してもらう。
特別講演 :
國吉 康夫（東京大学情報理工学系研究科）
シンポジスト :
内藤 栄一（国際電気通信基礎技術研究所）
平田 聡（林原類人猿研究センター）
宮崎 美智子（玉川大学脳科学研究所）
住谷 昌彦（東京大学医学部附属病院麻酔科）
参加費無料。事前登録受付中。
ポスター発表募集中（8/31 締め切り）
。
若手への旅費サポートあり。
くわしくは以下 URL から :
ht t p://w w w.nips.ac.jp/%7Emyoshi/
workshop2010/
問合せ先 : 吉田 正俊（生理学研究所）

TEL:0564-55-7764
E-mail:myoshi@nips.ac.jp
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第６回「脳の機能発達と
学習メカニズムの解明」
シンポジウムご案内
脳を育む：発達と機能回復の脳科学
日時：平成 22 年 10 月 30 日
（土）10:00 ～ 17:35
場所：都市センターホテル 3 階コスモスホール
（東京都千代田区平河町 2 丁目 4 番 1 号）
参加費：無料
主催：独立行政法人 科学技術振興機構（JST）
詳細はホームページ
URL:http://www.brain-l.crest.jst.go.jp/info/
symposium.htm
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
プログラム

10:00 開会挨拶 研究総括 津本忠治
セッション 1
10:10 北澤 茂（順天堂大学 )
10:50 小林 和人（福島県立医科大学）
11:30 藤田 一郎（大阪大学）
セッション 2
13:10 和田 圭司（国立精神・神経医療研究
センター）
13:50 多賀 厳太郎（東京大学）
14:30 ヘンシュ 貴雄（ハーバード大学）
セッション 3
15:25 大隅 典子（東北大学）
16:05 伊佐 正（生理学研究所）
16:45 櫻井 芳雄（京都大学）

17:25 閉会挨拶 科学技術振興機構
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
シンポジウム事務局
（独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事
業
「脳の機能発達と学習メカニズムの解明」
研究事務所
技術参事 坂巻 泰尚
〒 560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-4-2
千里ライフサイエンスセンタービル 11 階
TEL:06-4863-9350
FAX:06-6872-3591

The 3rd International
Conference on Cognitive
Neurodynamics
June 9-13, 2011 Hilton Niseko Village, Hokkaido,
Japan http://iccn2011.com
Aim and Overview
In order to promote the integration of cognitive
science and neurodynamics as a whole, the 3rd
International Conference on Cognitive Neurodynamics
-2011 (ICCN2011) is held at Hilton Niseko Village,
Hokkaido, Japan on June 9-13, 2011. The conference
will provide a forum for scientists and engineers
working in this exciting area and its related fields to
review the latest progress and development, and to
exchange their experience, progress and ideas. An
Editorial Board Meeting of "Cognitive Neurodynamics"
will also be held during the period. The conference
will consist of three-day oral and poster presentation,
discussion and social events. Within the days, a
young researchers session will be organized in which
internationally organized groups of young researchers
discuss and plan their possible collaboration,and the
plan will be commented by the senior researchers. The
first day June 9 and the last day June 13 are set for
reception and departure, respectively.
Important Deadline
Nov 1, 2010 Proposals for special session
Jan 24, 2011 One Page Abstract Submission
Apr 25, 2011 On-line Registration
Jun 30, 2011 Final Manuscript Submission Deadline
This conference is sponsored and organized by Grantin-Aid for Scientific Research on Innovative Areas No.
4103 (Hokkaido University)/RIKEN Brain Science
Institute (BSI)/ Tamagawa University Global Center of
Excellence (GCOE)
Sponsored by
Springer/FIRST, Aihara Innovative Mathematical
Modelling Project (TBA)
Co-Sponsored by
Japanese Neural Network Society (JNNS)/
International Neural Network Society (INNS)/ Chinese
Society for Neuroscience/ The Japan Neuroscience
Society/ (TBA)
Genreral Chair of ICCN2011
Yoko Yamaguchi, RIKEN BSI
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研究助成
財）ブレインサイエンス
振興財団
公募開始のお知らせ
財）ブレインサイエンス振興財団は、このたび
下記の各助成について平成 22 年度の公募を開
始しました。
塚原仲晃記念賞
締切り日 : 平成 22 年 10 月 15 日
研究助成
締切り日 : 平成 22 年 10 月 15 日
海外派遣研究助成
締切り日 : 平成 23 年 1 月 14 日
海外 研究者招聘助成
締切り日 : 平成 23 年 1 月 14 日
詳細は財団ホームページをご覧ください。

URL: http://www.bs-f.jp
〒 104-0028
東京都中央区八重洲 2-6 -20
ホンダ八重洲ビル 7F
TEL: (03)3273-2565
FA X: (03)3273-2570
E-mail:f vgn4990@nift y.com

公益信託 時実利彦記念賞
平成 23 年度申請者の
募集について
当基金は、下記要項により平成 23 年度申請者
の募集を致します。
記

1. 趣旨
脳研究に従事している優れた研究者を助成し、
これを通じて医科学の振興発展と日本国民の
健康の増進に寄与することを目的とする。
2. 研究テ－マ
脳神経系の統合機能及びこれに関連した生体
の統合機能の解明に意義ある研究とする。
3. 研究助成金
「時実利彦記念賞」として賞状及び副賞（研究
費）200 万円を授与する。
但し、受賞者が複数の場合は、等分とする。
4. 応募資格
原則として 55 歳以下（申込締切日現在）とする。
5. 応募方法
所定の申請書に必要事項を記入し、主要論文
のうち代表的なもの 3 篇以内の別刷一部を添
付の上、下記事務局宛送付する。
・申込締切日
平成 22 年 12 月 22 日（水）必着
・申請用紙は、下記事務局宛請求する。
公益信託 時実利彦記念脳研究助成基金事務局
〒 100-8212
東京都千代田区丸の内 1 － 4 － 5
三菱ＵＦＪ信託銀行リテール受託業務部
公益信託グループ 担当 宮下
℡ 03-6250-3260 Fax03-6214-6253
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第 42 回（2010 年度）
内藤記念科学振興賞
候補者の募集
本学会は財団法人 内藤記念科学振興財団よ
り第 42 回（2010 年度）内藤記念科学振興賞候
補者の推薦を依頼されています。
希望される会員は 2010 年 9 月 1 日までに学会
事務室（送付先 〒 113-0033 東京都文京区
本郷 7 丁目 2-2 本郷ビル 9F 日本神経科学学会
山根 慶子）に所定の用紙に必要事項を記入し
てお送りください（本学会からの推薦は 1 件
とします）。
問い合わせ先：
財団法人 内藤記念科学振興財団

113-0033
東京都文京区本郷 3-42-6 NKD ビル 8 階
TEL 03-3813-3005 FAX 03-3811-2917
URL http://www.naito-f.or.jp
E-mail naitofound@naito-f.or.jp
※ 内藤記念科学振興財団では、科学振興賞
の他にも、助成をおこなっておりますので、
内藤記念科学振興財団
URL: http: //www.naito-f.or.jp/
にて、ご覧ください。

公

募

A postdoctoral position
available at the CFC
A new research center, Center for Functional
Connectomics (CFC), started in this year at the
Korea Institute of Science and Technology (KIST) in
Seoul, with the director of Dr. George J. Augustine.
The CFC is funded by the World Class Institute
Program, which is designed to recruit foreign
scientists to enrich the scientific environment of
Korea. Research in the CFC will focus on molecular
mechanisms of synaptic transmission and the use of
optogenetic technologies to study brain circuitry.
In our laboratory at the CFC, we are going to
investigate mainly about (1) Dynamic molecular
mechanisms in cerebellar long-term depression, (2)
Postsynaptic mechanisms to watch and maintain
stable basal synaptic transmission, by using
electrophysiology, optical stimulation and imaging,
molecular biology, and biochemical techniques
(Tanaka and Augustine (2008) Neuron 59:608-620,
Tanaka et al. (2007) Neuron 54:787-800). We
a r e n o w s e e k i n g a p o s t d o c t o r a l r e s e a r c h e r,
who is interested in the research of synaptic
regulation. Preferable background of candidates is
electrophysiology, optical imaging, and/or molecular
biology.
Successful applicants will receive full salary support
with a NIH standard and housing if available.
Applications should include a curriculum vitae,
a publication list, and summary of your current
research and/or your research interest. Please send
these materials via e-mail to Keiko Tanaka (keiko@
kist.re.kr).
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国立遺伝学研究所
テニュアトラック
准教授募集要項
1. 募集内容
国立遺伝 学 研究 所では新分 野 創造センターの
テニュアトラック准教授 3 名を公募します . 生命
科学において先導的研究を行い， 創造 性にと
んだアプローチや新しい分野を開拓している若
手研究者を求めています . 採用者は，卓越した
研究環境を利用し，研究実施のための様々なサ
ポートを受けながら，研究室主宰者として独立
した研究プログラムの展開に専念できます . 選
考にあたっては博士号取得後 10 年以内の候補
者を優先します . なお，本公募は科学技術振興
調整費「生命 科学の新分野 創造 若手育成プロ
グラム」
（ 2010 年 7 月～ 2015 年 3 月）により行
います .
2. 雇用条件・サポート
身分 : テニュアトラック准教授
（特定有期雇用職員）
給与 : 情報・システム研究機構 特定有期雇用
職員就業規則に基づき支給 .
雇用期間 :2015 年 3 月 31 日まで
（テニュア評価によりテニュア職への採用可能）
ラボスペース :140 ㎡程度
研究費 : 設備備品費・研究費約 3,000 万円
研究員サポート : ポスドク 1 名，研究補助員 1 名，
遺伝研博士研究員 1 名の採用枠
3. スケジュール
応募締切 :2010 年 8 月 31 日（火）必着
候補者面接及びセミナー :10 月中旬
着 任 期日 :2010 年 12 月 1 日以 降 2011 年 3 月
31 日まで
4. 提出書類と提出方法
以下の募集ページをご確認のうえ、ご応募くだ
さい .
h t t p : / / w w w. n i g . a c . j p / j i m u / j i n j i b o s h u u /
CFR 2010/index-j.html
問い合わせ先
国立 遺伝 学 研究 所 新分 野 創造センター人事 委
員会（人事・労務チーム）
〒 411-8540 静 岡 県 三 島 市 谷 田 1111 番 地
TEL:055（ 981）6716（直通）
E-mail:nig jinji@lab.nig.ac.jp

（独）理化学研究所
神戸研究所
発生・再生科学
総合研究センター
感覚神経回路形成研究
チーム「研究員」募集
●募集人員 : 研究員、若干名
● 研究 室概要 : 当研究 室では、 嗅 覚受容 体か
らの入力に応じて決まる嗅神経細胞軸索投射の
ロジックを理 解するとともに、 嗅球 以降の中枢
において末梢からの入力依存的に特異的な神経
回路が誘導される仕組みを明らかにしたいと考
えています。
研究内容の詳細については新チームリーダーの
HP（ht t p://imai.uijin.com /）をご覧下さい。
●応募資格 : 博士 号取得者または 2011 年 3 月
までに取得見込みの方。着任時期は応相談。
●提出書類 :（1）履歴書（写真付き、メールアド
レス明記）
、
（ 2）研究業績一覧および主要文献別
刷。主要文における応募者の役割、貢献度につ
いても簡潔にして下さい。
（3）現職の所属長等か
らの推薦状 2 通（事 後でも可）
（4）最終学校卒
業
（修了）
証明書
（写でも可）
（ 5）
学位授与証明書、
（該当する場合。学位記の写しでも可）
（6）これ
までの研究の要約および当研究室での抱負（ A4
で 2 ページ程度、図を含めても良い）。
●締切日 : ポストが埋まり次第終了
●書類送付先 : 〒 650 -0047 神戸市中央区港
島南町 2-2-3 独立行政法人理化学研究所
神戸研究所 研究推進部 総務課 星屋または
大西まで（TEL 078-306 -3021 または 3023）
「感覚神経回路形成研究チーム 研究員応募書
類在中」と必ず朱書きのこと
●研究内容についての問い合わせ
感覚神経回路形成研究チーム
チームリーダー 今井 猛
e-mail:imai@cdb.riken.jp

( 事前のコンタクトを歓迎致します。 )
●待遇 : 年度契約の任期制職員で、評価により
5 年まで更新可能。
給与は、経験、能力、実績に応じた年俸制で、
通 勤手当、 住宅 手当の支 給有り。 社会保 険の
適用有り。
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玉川大学
大学院脳情報研究科
脳情報専攻
大学院生（博士）募集
脳神経科学研究は、近年、自然科学、人文科学、
社会 科学などの複数の学問分 野を巻き込む学
際的な展開によって著しく発展しております。こ
のような脳神経科学の多様化にあわせて、玉川
大学では、平成 22 年 4 月に脳情報研究科・脳
情報専 攻を新 規に設 置 致しました。 神経科学
を中心として、言語・認知・発達など幅広い関
連分野との高度な学際的脳科学を推進できる研
究者を博士（学術）として、また、脳型ロボティ
クス研究、計 算理論研究、計 測解 析技術など
の新たな工学的研究領域の開拓と応用のできる
脳情報研究者・技 術 者を博士（工学）として育
成します。文部科学 省グローバル C O E に採択
され、「 社会に生きる心の創成」 拠点として充
実した研究サポート体制を整えています。医学、
理学、工学系のみならず、心理学、保育・教育
学系など幅広い分野からの応募を求めます。
詳細に関しては、以下のウェブページを御覧くだ
さい。
玉川大学・脳情報研究科・脳情報専攻
h t t p: // w w w. t a m a g a w a . j p /g r a d u a t e / b r a i n /
index.html
玉川大学脳科学研究所
htt p://w w w.tamagawa.ac.jp/ brain /index.ht ml
【大学院生（博士）募集】
◯募集人員 3 名
◯選考方法 口述および筆答試験
◇Ⅰ期
願書受付 :
平成 22 年 9 月 2 日（木）～ 9 月 8 日（水）
選考日：平成 22 年 9 月 18 日（土）
◇Ⅱ期
願書受付：
平成 23 年 1 月 17 日（月）～ 1 月 24 日（月）
選考日：平成 23 年 2 月 15 日 ( 火 )
問い合わせ：玉川大学入試広報部
（Email:koho@tamagawa.ac.jp）
東京都町田市玉川学園 6 -1-1

大学院生博士課程募集
金沢大学大学院医学系研究科脳情報病態学講
座では、平成 23 年度春入学の大学院生（博士
課程）を、若干名募集致します。本研究グルー
プでは、線条体ドーパミンが関与する精神疾患、
特に「うつ病」と「薬物依存」について、動物
モデルを用いて分 子レベルから神経微小形態・
高次機能に至る統合的な病態解明と、 治療法
の開発を目指します。
[ 参考文献 ]
Kalivas, PW, Nat Rev Neurosci; 10: 561-572, 2009
Moussawi et al, Nat Neurosci, 12:182-9, 2009
Shen HW et al, J. Neurosci, 29: 2876-84, 2009
Toda S et al, J. Neurosci, 26: 1579-1587, 2006
大学院 生は、 m R N A やタンパク質レベルの実
験から、組織学・行動薬理実験に至るまで、幅
広い分野の実 験 技術の修得に加え、細胞生物
学から神経回路・高次行動・臨床とのトランス
レーションに至るまでの統合的な神経科学に関
する学習が 可能です。 本講座の特 徴は、 本 邦
ではまだ数 少ない、 基 礎 神経科学と臨床 精神
医学の真に t r a n sl a t io n a l な融合の場を提供で
きる点です。応募者は、大学院（医・農・薬・理・
工・文学部）にて修士課程を終了した（もしくは
来 春修了見込み）の方を対象とします。神経科
学のバックグラウンドは必ずしも必要としません
が、 最低限の生物学あるいは行動 科学の知識
を有することを条件とします。新しい分野を切り
開く意欲と、どん欲な好奇心、及び体力に満ち
溢れた協調的な人材を求めます。出願期間・筆
記試験等の詳細については以下の website をご
参照下さい。
h t t p: // w w w. m . k a n a z a w a - u . a c .j p /e n t r a n c e /
index.ht ml
尚、当研究グループへの参加を希望される方は、
事前にご連 絡をいただき、 可能なら一度 当教
室にご足労いただき、面談と修士論文内容に関
してのプレゼンをしていただけることを希望しま
す。その場合、旅費・滞在費は当方で負担しま
す。ご興味・ご質問等ございましたら、以下のメー
ルアドレス宛にお気軽にお尋ね下さい。
〒 920 -8641 金沢市宝町 13-1
金沢大学附属病院神経科精神科
戸田重誠 宛
todas@med.kanazawa-u.ac.jp
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We welcome 		
submissions to 			
Neuroscience News
As well as information about job vacancies,
academic meetings, symposiums and subsidies, you
are also welcome to submit your proposals to the
Society, comments on neuroscience, meeting reports,
book reviews, and anything that will contribute
to the development of neuroscience. Submissions
should conform to the requirements noted below:
submissions will only be accepted in the form of
electronic media.
A) How to submit proposals to the Society,
comments on neuroscience, meeting reports, and
book reviews
There are no restrictions on the article length, but we
expect a positive contribution to the development
of neuroscience. Neuroscience News is in the
process of transition to an English-language journal,
so we would be grateful if you could send your
submissions in both Japanese- and English-language
versions. Arranging translation into English is a timeconsuming business, so if you submit an Englishlanguage version together with the Japanese-language
version this will help to reduce the amount of time
from submission to publication. The Neuroscience
News Editing Subcommittee will decide timing of
publication depending on its content.
B) How to submit information related to job
vacancies, academic meetings, symposiums and
subsidies
Submissions (including image files and tables)
should be contained within half an A4-sized page
(double-column format). As far as possible, the font
size should be 14 for titles and 10 for body text;
the titles should not exceed 30 characters in length,
and the body text should not exceed 850 in length.
Please allow for the size of image files and tables and
deduct accordingly when calculating the number of
characters.

1. Ideally files should be submitted in either Word
or WordPerfect format. If you want to use another
format, please consult with us in advance. HTML
and RTF files are acceptable regardless of what
application software was used to create the file.
2. Image files should be in PICT, JPEG, or TIFF, and
should be compressed as much as possible. Please
send them separately from the text file.
3. Submissions will not be edited before publication;
it is your own responsibility to ensure that they do
not contain any errors or mistakes.
4. Submissions will be published in only one issue of
Neuroscience News.
5. Information regarding job vacancies, academic
meetings, symposiums, and subsidies will be also
posted on the website of the Japan Neuroscience
Society unless you specifically request otherwise.
While there are no restrictions on length, your
submission should be as succinct as possible. If a
submission is excessively long, some content may be
edited out.
6. We are not normally willing to include links to
other websites on our site.
7. The deadline for submissions is normally the
25th of February, April, June, August, October and
December; however, this deadline is subject to
change.
8. There is no charge for publication of submissions
in Neuroscience News. However, submissions are
normally accepted from members of the JNS or from
sponsors or supporting organizations.
9. Submissions should be sent to the following e-mail
address:news@jnss.org
(The editing supervisor is Dr. Tomoaki Shirao;
each issue is edited by a different member of The
Neuroscience News Editing Subcommittee.)
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神経科学ニュースへの
原稿を募集しています
求人情報、学会・シンポジウムの案内、助成金
の案内のほかにも、学会への提言、研究雑感、
学会見聞録、書評等神経科学の発展につなが
るものであればどのようなものでも結 構ですの
で以下の要領でお送りください。

1. 原 稿は電子版のみを受け付けています。 原
稿は電子メール添 付ファイルでお送り下さい。
a . 受 付 可 能 な フ ァイル 形 式 は Wo r d 、 E G
Wo r d (11 以前）、 K a c i sWr i t e r です。それ以
外にも或る程度 対応可能ですが、 事前にご相
談ください。 また作成に用いたアプリケーショ
ンに関わらず H T M L , R T F ファイルは受付可
能です。 テキストファイルも可ですが、 その場
合メール本文に埋め込んでください。
b. 画像ファイルは PICT、JPEG または TIFF ファ
イルで、 可能な限り圧 縮して本文とは別のファ
イルでお送りください。
c . 求人情 報、 学会・シンポジウムの案 内、 助
成金の案内に関しましては、 A4 サイズ 2 段 組
で刷り上がりは、 画像ファイルや、 表などを含
めて 1/2 ページ以内を単位として作製してくださ
い。なお、フォントは原則として、タイトルには
14 ポイント 30 文字以内、 本 文には 10 ポイン
ト 850 文字以内を、目安にしてください。その
際、 画像ファイルや表 等を掲載ご希望の場 合
は、その大きさを差し引いてください。
2. 著 者 校 正は 行いません ( お送りいただいた
ファイルをそのまま利用します ) ので、誤りの無
いことをお確かめの上、原稿をお送り下さい。
3. ニュースへの掲載は 1 回のみとさせていただ
きます。
4. 求人情 報、 学会・シンポジウムの案 内、 助
成 金の案 内などは特に御 希望のない限り、 神
経科学会のホームページにも掲載します。記事
の長さに制限はありませんが、可能な限り簡潔
におまとめ下さい。長すぎる原稿は一部割愛さ
せていただく場合があります。
5. 他のサイトへのリンクは原則としておこなって
おりませんのでご了承ください。
6. 締 切は通 例 偶 数 月の月末 25 日で す が、 都
合により変動することがあります。
7. 掲載 料は不要ですが、掲載依 頼者は原則と

して学会員あるいは協賛・後援団体である事が
必要です。
8. 原稿の送付の宛先は以下の通りです。
n e w s @ j n s s . o r g（担 当 白尾 智明）宛お送りく
ださい。

編集後記
本号でアナウンスされていますように、 日本 神
経科学大会（ N e u r o2010）が 9 月上旬に開催さ
れます。直前のホットな話題を提供するために、
本号は 1 ヶ月遅れの 8 月発行となりました。 そ
の 分、 研究 室 紹 介と学会 参 加 記をそれぞれ 2
つ掲載できることとなり内容が 充実したと思い
ます。 皆様に有益な情報 提 供ができれば幸い
です。
今回の大会は日本 神経 化 学会、 および日本 神
経回路 学会との 3 学会合同大会であるだけで
なく、直前に Neu roi n for mat ics2010 が開催さ
れます（ 右ページ参照）。 改めて脳・神経 系の
研究分野は裾野が広いと実感します。Hodgkin
と Hu x ley 等は、当時から分野融合という考え
はなく、目的達成のために様々な手法を自らの
手で導入することが当然であったそうです。こう
した点でも先人達は偉大であったと思います。
本号 の 編 集 作 業中に 梅 雨から真夏となりまし
た。 このニュースが届く頃は、 みなさま残 暑の
中で研究に勤しんでおられると思います。また、
大会の準備もされていることと思います。 体 調
管理には充分お気を付けいただいて、神戸でお
会いできることを楽しみにしております。
（作村 記）

発行：広報委員会
狩野方伸（委員長）
白尾智明（ニュース編集小委員会委員長）
真鍋俊也（電子化推進小委員会委員長）
柚﨑通介（ホームページ担当小委員会委員長）

