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14. 09. 02―06

第 27 回国際ポリフェノール会議 2014 
名古屋 （合同開催　第 8 回タンニン会議 
2014 名古屋）

名古屋大学豊田講堂・シンポ
ジオン・野依記念学術交流館

第 27 回国際ポリフェノール会議組織委員会
事務局長　福島和彦（名古屋大学大学院生命農
学研究科 森林化学研究室内）
〒464―8601　名古屋市千種区不老町
TEL：052―789―4159　FAX：052―789―4163
E-mail：kazu@agr.nagoya-u.ac.jp
http://www.is.nagoya-u.ac.jp/icp2014/

14. 09. 04―06

第 23 回日本バイオイメージング学会学
術集会「公開講座」並びに「学術講演会」

大阪大学銀杏会館（大阪府吹
田市山田丘 2―2）

第 23 回日本バイオイメージング学会学術集会
事務局
大阪大学大学院工学研究科　生命先端工学専攻　
物質生命工学コース
ケミカルバイオロジー領域内
大会長　菊地和也
〒565―0871　大阪府吹田市山田丘 2―1　総合研
究棟 5 階
TEL：06―6879―7924，FAX：06―6879―7875
E-mail：bioimage2014@mls.eng.osaka-u.ac.jp
詳細：http://www-molpro.mls.eng.osaka-u.
ac.jp/bioimage2014/

14. 09. 06

同志社大学脳科学研究科（一貫制博士課
程（5 年制））2015 年度第 3 回入試説明会

同志社大学京田辺キャンパス
知真館 1 号館 108 教室（京都
府京田辺市）

〒619―0225　京都府木津川市木津川台 4―1―1
同志社大学脳科学研究科事務室
TEL：0774―65―6053　FAX：0774―73―1911
E-mail：jt-nkgjm@mail.doshisha.ac.jp
詳細：http://brainscience.doshisha.ac.jp

14. 09. 14―19 第 4 回国際亜鉛生物学会（アメリカ） Asilomar, California, USA ISZB2014@gmail.com
http://iszb.org/iszb2014/

14. 09. 17―18

第 22 回日本発汗学会総会 長崎大学文教キャンパス
グローバル教育・学生支援棟　
4 階　文教スカイホール

〒470―0393　豊田市貝津町床立 101
中京大学スポーツ科学部　松本孝朗
TEL：0565―46―6656　FAX：0565―46―1272
E-mail：t-mat@sass.chukyo-u.ac.jp
詳細：/data/download/20140514200137.pdf

14. 09. 24
国際シンポジウム　トランスレーショナ
ル治療学東京会議：体内時計，睡眠，代
謝における動的恒常性維持機構

伊藤国際学術研究センター
伊藤謝恩ホール

〒113―0033　東京都文京区本郷 7―3―1
詳細：http://www.qbic.riken.jp/pre_fujihara_ 
seminar/

14. 09. 29―30

国際シンポジウム「アジアにおける嚢胞
性線維症―基礎から臨床へ―」

名古屋大学　野依記念学術交
流館（東山キャンパス）

国際シンポジウム「アジアにおける嚢胞性線維
症―基礎から臨床へ―」実行委員会事務局
〒464―8601　名古屋市千種区不老町　E5―2（130）
名古屋大学総合保健体育科学センター　石黒　洋
TEL：052―744―2183
E-mail：ishiguro@htc.nagoya-u.ac.jp
詳細：http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/~ishiguro/ 
lhn/symposium.html

14. 10. 05―08
2014 APS Intersociety Meeting：
Comparative Approaches to Grand 
Challenges in Physiology

San Diego, California 詳細：http://www.the-aps.org/comparative.aspx

14. 10. 21
公益財団法人ソルト・サイエンス研究財
団「ソルト・サイエンス・シンポジウム
2014」

品川区立総合区民会館（きゅ
りあん）1 階小ホール（東京
都品川区東大井）

公益財団法人ソルト・サイエンス研究財団
FAX：03―3497―5712，TEL：03―3497―5711
E-mail：saltscience@saltscience.or.jp
詳細：http://www.saltscience.or.jp

14. 10. 23―24

第 65 回西日本生理学会 琉球大学
研究者交流施設 50 周年記念
館

第 65 回西日本生理学会事務局
当番幹事代表　酒井哲郎
琉球大学医学部　システム生理学教室内（担
当：細川）
〒903―0215　沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
TEL：098―895―1110　FAX：098―895―1403
E-mail：nishinihon65@w3.u-ryukyu.ac.jp
詳細：http://w3.u-ryukyu.ac.jp/nishinihon65
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14. 10. 24

千里ライフサイエンスセミナー F3
―免疫・感染症シリーズ第 5 回―

「話題のウイルス感染症の正体とその対
策」

千里ライフサイエンスセン
タービル　5 階　山村雄一記
念ライフホール

公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団
セミナー F3 担当　谷山佳央
E-mail：tkd@senri-life.or.jp
TEL：06―6873―2001　FAX：06―6873―2002
詳細：http://www.senri-life.or.jp/seminar-1. 
html#seminar-F3

14. 10. 25

第 46 回東北生理談話会 コラッセふくしま 当番幹事 : 福島県立医科大学　医学部　システ
ム神経科学講座
永福智志
〒960―1295　福島市光が丘 1
TEL：024―547―1135　FAX：024―548―2571
E-mail：tp2014@fmu.ac.jp　（第 46 回東北生理
談話会事務局）
詳細：/data/download/20140714162724.zip

14. 10. 28―30

CBI 学会 2014 年大会 タワーホール船堀（東京都江
戸川区船堀 4―1―1）

〒226―8502　神 奈 川 県 横 浜 市 緑 区 長 津 田 町
4259　J3―25
東京工業大学大学院総合理工学研究科　小長谷
研究室内
CBI 学会 2014 年大会事務局
TEL：045―924―5654，FAX：045―924―5684
E-mail：cbi2014@cbi-society.org
詳細：http://cbi-society.org/taikai/taikai14/
index.html

14. 11. 01―02

第 66 回日本生理学会中国・四国地方会 情報通信交流館
e- とぴあ・かがわ

第 66 回日本生理学会中国四国地方会事務局：
〒761―0793　香川県木田郡三木町池戸 1750―1
香川大学医学部　自律機能生理学講座
担当　五十嵐淳介
大会専用 E-mail:physiol66@med.kagawa-u.ac.jp 
TEL：087―891―2100，FAX：087―891―2101

14. 11. 07―08
第 61 回中部日本生理学会 名古屋市立大学　桜山キャン

パス
名古屋市立大学病院　3 階大
ホール

〒467―8601　名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1
名古屋市立大学　医学研究科　脳神経生理学
TEL：052―853―8136　FAX：052―842―3069

14. 11. 07―09
『サイエンスアゴラ 2014』・出展者募集
（JST からのお知らせ）

東京・お台場地域 科学技術振興機構　サイエンスアゴラ事務局
E-mail：agora@jst.go.jp
TEL：03―5214―7493
詳細：http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/

14. 11. 25―28
生理研国際シンポジウム“Cutting-edge 
approaches towards the functioning 
mechanisms of membrane proteins”

岡崎コンファレンスセンター
（愛知県岡崎市）

久保義弘（ykubo@nips.ac.jp）
生理学研究所・神経機能素子研究部門
詳細：ht tp ://www .n i p s . a c . j p/b i ophys/
NIPSsympo.html

14. 12. 06―07
東京大学医学部統合生理学教室シンポジ
ウム

「Vision, Memory, Thought: how cogni-
tion emerges from neural network」

東京大学本郷キャンパス内
伊藤国際学術研究センター

シンポジウム事務局
office_vmt2014@nta.co.jp

15. 02. 06―07

第 44 回日本心脈管作動物質学会年会～
基礎と臨床のコラボレーション新時代～

（後援　日本生理学会）

高松センタービル 会長:平野勝也　（香川大学医学部自律機能生理
学　教授）
第 44 回日本心脈管作動物質学会事務局
TEL：087―891―2100
E-mail：jscr2015@molcar.med.kyushu-u.ac.jp
詳細：http://jscr2015.med.kyushu-u.ac.jp/

15. 03. 18―20
第 88 回日本薬理学会年会 名古屋国際会議場 今泉祐治

名古屋市立大学大学院薬学研究科
細胞分子薬効解析学分野教授
詳細：http://www.congre.co.jp/jps88/
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15. 03. 21―23

第 92 回日本生理学会大会
（第120回日本解剖学会総会・全国学術集
会との合同大会）

神戸コンベンションセンター
（神戸国際会議場・神戸国際
展示場）

会長：岡村康司（大阪大学大学院・医学系研究
科・統合生理学）
大会事務局：大阪大学大学院・医学系研究科・
統合生理学
大会 HP：http://psj92-jaa120.umin.jp/

15. 04. 11―13

第 29 回日本医学会総会 2015　関西 国立京都国際会館，グランド
プリンスホテル京都，京都大
学百周年時計台記念館，京都
大学医学部芝蘭会館

〒606―8507　京都府京都市左京区聖護院川原町 54
京都大学医学部付属病院　北病棟 7 階　呼吸器
内科内
TEL/FAX：075―752―6025
詳細：http://isoukai2015.jp/


