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最新の情報は生理学会ホームページをご覧ください（URL: http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj/）

日　時：3月28日（金）～29日（土）

場　所：岡崎ニューグランドホテル（愛知県岡崎

市康生町515―33）

主催者：Marie T. Filbin

Department of Biology, Hunter College,

City University of New York

池中　一裕

岡崎国立共同研究機構・生理学研究所

Plenary lecturers

Albert J Aguayo（Montreal General Hosp Ctr

Research in Neuroscience/USA）

Title: To be announced.

David J Anderson（CALTECH/USA）

Title: “Molecular control of fate determination

in neural stem cells”

Symposists

Anne Baron-Van Everooren（INSERM/France）

Title: “Can endogenous neural stem cells

achieve successful oligodendrogenesis

for myelin repair in the adult CNS”

Marie Filbin（Hunter College, City University of

New York/USA）

Title: “Overcoming regeneration to encourage

regeneration in the CNS”

Marianne Bronner-Fraser（California Institute

of Technology/USA）

Title: “Induction of the neural crest”

Scott E Fraser（California Institute of Technolo-

gy/USA）

Title: “Imaging cell lineages and cell migra-

tions in the developing nervous system.”

Christopher E Henderson（INSERM/France）

Title: To be announced.

Kazuhiro Ikenaka（National Institute for Physio-

logical Sciences/Japan）

Title: “Regulation of Oligodendrocyte Develop-

ment”

Ryoichiro Kageyama（Kyoto University/Japan）

Title: “Regulation of cell differentiation by the

bHLH oscillator Hes1”

Seung U. Kim（Ajou University School of Medi-

cine/Korea）

Title: To be announced.

Hitoo Nishino（Nagoya City University Medical

School/Japan）

Title: “Enrichment of dopaminergic neurons

from embryonic stem cells by treatment

with pleiotrophin.”

Hideyuki Okano（Keio University/Japan）

Title: “Neural stem cells as therapeutic

reagents for regenerating the CNS in-

juries and disorders.”

Rajiv R Ratan（Harvard Institute/USA）

Title: “Transcriptional regulation of survival

and death in neurons”

Jerry Silver（Case Western Reserve Univer-

sity/USA）

Title: “Axon Regeneration Beyond the Glial
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Scar”

Shinji Takada（Okazaki National Research Insti-

tutes/Japan）

Title: “Roles of Wnt signaling in the CNS de-

velopment”

Nobuaki Tamamaki（Kyoto University/Japan）

Title: “Adjustment of nonpyramidal-neuron/

neocortical-neuron ratio across the

mouse neocortex by proliferation of

GABAergic neuron progenitors originat-

ing in the ganglionic eminence.”

Takeshi Yagi（Osaka University / Japan）

Title: “Diversity of CNR/protocadherin family

genes in the brain.”
＊参加希望者は事前登録が必要となりますので，1

月末までに下記までご連絡をお願いいたします．

連絡先：岡崎国立共同研究機構・生理学研究所

窓　口：北山　理英（秘書）

Tel: 0564―59―5249 Fax: 0564―59―5247

E-mail: trie@nips.ac.jp

参加費：5,000円

千里ライフサイエンスセミナー

「ファーマコジェノミクスと臨床的エビデンス」

日　時：平成15年2月27日（木）10：00～17：00

場　所：千里ライフサイエンスセンタービル5階

ライフホール

主　催：財団法人千里ライフサイエンス振興財団

協　賛：株式会社千里ライフサイエンスセンター

コーディネーター：

大阪大学大学院薬学研究科臨床薬効解析学分野

教授　東　　純一

プログラム：

1．SNP解析を応用した臨床研究およびゲノム疫

学

ヒュービットジェノミクス（株）

代表取締役社長　一圓　　剛

2．CYPsの薬理遺伝多型の治療学的エビデンス

熊本大学大学院薬学研究科臨床薬学

薬物治療学講座　教授　石崎　高志

3．精神疾患とファーマコジェノミクス

新潟大学大学院医歯学総合研究科

教授　染矢　俊幸

4．薬物トランスポーターの薬物動態的・生理的

役割と遺伝子多型

東京理科大学薬学部生物薬剤学研究室

教授　玉井　郁己

5．抗悪性腫瘍薬のファーマコジェノミクスと臨

床的応用

埼玉医科大学臨床腫瘍科　教授　佐々木康網

6．循環器薬の標的分子とクリニカルファーマコ

ジェノミクス

愛媛大学医学部第2内科　教授　檜垣　實男

参加費（講演要旨集含む）：会員（大学・官公庁

職員，財団の賛助会員）

3,000円；非会員 5,000円；学生 1,000円

定員：300名

申込方法：氏名，〒所在地，勤務先，所属，電話

およびFAX番号を明記の上，郵便，FAXまたは

電子メールで下記宛にお申込下さい．受付の通知

を返送いたしますので，通知書に記載した振込先

口座に参加費をお振込み下さい．入金を確認後，

通常2週間以内に領収書兼参加証を送付いたしま

す．

申込先：（財）千里ライフサイエンス振興財団セ

ミナー（R3）係

〒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8階

TEL 06―6873―2001 FAX 06―6873―2002

E-mail sng-lsf@senri-lc.co.jp
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日本生理学会の会員の皆様におかれましては，

ご健勝のうちにご活躍のこととお慶び申しあげま

す．

さて，平成14年秋から，2009年に京都で開催

予定の第36回国際生理学会（IUPS）に対する経

済的なご支援をお願いしています．すでに，

IUPS支援資金の趣意書，申し込み書など一式を

お送りいたしました．ご存知のように支援資金申

し込みの受け皿を日本心臓財団にお願いしており

ますので，1万円を超える支援資金（寄付）は免

税措置が受けられます．

平成14年11月30日現在で，100名の方から，

826口の支援資金をお振込みいただき，日本生理

学会として財団から援助を受けることができる額

は3,990,000円（諸経費を除いた額）に達しまし

た．これも皆様のご支援の賜と厚く御礼申し上げ

ます．IUPSの開催に対する会員の皆様の熱意が

感じられます．今後は，支援資金の募金状況や委

員会の活動をいろいろな機会を利用してご報告し

てまいります．

つきましては，まだ，IUPS支援資金をお申込

みでない会員の方は，是非，ご賛同の上お申し込

みいただきたくお願い申し上げます，申し込み用

紙がない方は，日本生理学会事務所までご請求い

ただきたくお願い申し上げます．

平成14年12月9日

IUPS財務委員会

委員長：栗原　敏

委　員：宮崎俊一，倉智嘉久，

御子柴克彦，岡野栄之

IUPS財務委員会報告

神経組織の成長・再生・移植研究会

第18回学術集会

日　時：平成15年6月21日（土）

場　所：慶應義塾大学三田キャンパス北新館

主　催：慶應義塾大学医学部整形外科

戸山　芳昭先生

〒160―8582 新宿区信濃町35

TEL: 03―5363―3811 FAX: 03―3353―6597

E-mail: toyama@sc.itc.keio.ac.jp

慶應義塾大学医学部脳神経外科内

神経組織の成長・再生・移植研究会事務局


