
哺乳類脳の機能的神経回路の構築メカニズム 2021 
Circuit Construction in the Mammalian Brain 2021 
※※ オンライン開催 ※※ 
 
研究会の趣旨 
 脳の神経回路構築・機能・動作原理・疾患に興味をもつ第⼀線の研究者と若⼿研究者、学
⽣が⼀堂に会し、少⼈数で密接に議論する中で、機能的な回路構築メカニズムに関する理解
を深めるとともに、次世代の若⼿研究者の育成を⽬指します。 
 第 10 回⽬となる今回も基本オンライン開催（Zoom 使⽤予定）で⾏います。場所の制約
なく気軽に参加していただけると思います。本研究会の特⻑である「密接な議論」のため、
⼝頭発表は質疑応答を含めてリアルタイムで進⾏し、ポスターセッションは個別の Zoom ブ
レイクアウトルームを利⽤して⾏う予定です。 
 ⼤学院⽣、若⼿研究者の積極的な参加を歓迎いたします。皆様のご参加をお待ち致してお
ります。 
 
⽇時 2021 年 12 ⽉ 17 ⽇（⾦）10 時頃 〜 12 ⽉ 18 ⽇（⼟）12 時頃 
※オンライン会議の情報と正確なタイムテーブルは後⽇お知らせする予定です。 
 
内容 
招待講演、ポスター発表（原則として英語） 
 
招待講演者（敬称略） 
中島欽⼀（九州⼤学） 
古屋敷智之（神⼾⼤学） 
⽵本（⽊村）さやか（名古屋⼤学） 
奥野浩⾏（⿅児島⼤学） 
⽶原圭祐（遺伝学研究所） 
⼩坂⽥⽂隆（名古屋⼤学） 
北沢太郎（Friedrich Miescher Institute） 
⽔関健司（⼤阪市⽴⼤学） 
⽇置寛之（順天堂⼤学） 
菅野康太（⿅児島⼤学） 
三好悟⼀（東京⼥⼦医⼤） 
久保郁（遺伝学研究所） 
⼭本亘彦（⼤阪⼤学） 
⽥川義晃（⿅児島⼤学） 



 
参加費：無料 
 
参加申し込み 
※ 12 ⽉ 1 ⽇（⽔）締め切り 
下記URLのフォームよりお申し込みください。 
 
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~physiol2/news/mail.cgi?51 
 
・できる限り 12 ⽉ 17 と 18 ⽇の両⽇ともにご参加くださいますようお願いいたします。ま
た開催期間中は実験・会議など他の予定を⼊れずに、積極的な議論にご協⼒いただけますと
幸いです。 
・定員オーバー（最⼤ 100名）の場合は原則として先着順ですが、両⽇ともにご参加いただ
ける⽅を優先する場合があります。採否はご⼀任ください。 
・ポスター発表の時間枠があります。ポスター発表としていますが、実質は Zoom ブレイク
アウトルームを利⽤して同時並⾏で⾏う⼝演です（10 分ほどで説明して⾃由に議論するこ
とを繰り返す形です）。希望者は、暫定タイトル（必須）をお知らせください（⽇本語可、
選考の⽬的のみに使⽤。選考のために追加資料をお願いすることがあります）。希望者多数
の場合の採否はご⼀任ください。 
 
共催 
国⽴遺伝学研究所 
 
世話⼈ 
岩⾥琢治（遺伝研）、⼭本亘彦（⼤阪⼤）、河崎洋志（⾦沢⼤）、⽥川義晃（⿅児島⼤） 
 
問い合わせ先 
⽥川義晃 （tagawa@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp） 
 
 
 
 
 
 
 
 



Call for Participation and Poster Presentations 
 
Circuit Construction in the Mammalian Brain 2021 
※※ Online (by Zoom) ※※ 
 
Aim 
This symposium provides an opportunity to researchers and students for exchanging new 
findings and technical advances in the growing field of the circuit construction in the 
mammalian brain. Through sharing recent advances and active discussion, this symposium 
aims to deepen our understanding of the mechanisms of neural circuit construction and 
function, as well as to encourage young researchers and students who will lead the next 
generation of the field. 
 
Date 
December 17th (Fri), 10:00 ~ 18th (Sat), 12:00, 2021 
※ Zoom information and timetables will be announced later. 
 
Program 
Invited talks and Poster presentations 
(Language used: English) 
 
Invited Speakers 
Kinichi Nakashima  (Kyushu University) 
Tomoyuki Furuyashiki (Kobe University) 
Sayaka Kimura-Takemoto (Nagoya University) 
Hiroyuki Okuno (Kagoshima University) 
Keisuke Yonehara (National Institute of Genetics) 
Fumitaka Osakada (Nagoya University) 
Taro Kitazawa (Friedrich Miescher Institute) 
Kenji Mizuseki (Osaka City University) 
Hiroyuki Hioki (Juntendo University) 
Kota Kanno (Kagoshima University) 
Fumi Kubo (National Institute of Genetics) 
Goichi Miyoshi (Tokyo Womenʼs Medical University) 
Nobuhiko Yamamoto (Osaka University) 
Yoshiaki Tagawa (Kagoshima University) 



 
Participation Fee 
Free 
 
Registration 
Deadline: December 1st (Wed), 2021 
Please apply from the following URL. 
 
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~physiol2/news/mail.cgi?51 
Or you can apply by sending a direct email to "tagawa@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp”: 
in this case, please include the following information; your affiliation and PIʼs name  
 
・Maximum 100 participants (First come, first served basis). 
・ If you wish to present your work as a poster, please let us know the tentative title 
(Information is used only for the selection. We may 
ask for additional information later for the selection purpose.) 
 
Organizers 
Takuji Iwasato (National Institute of Genetics) 
Nobuhiko Yamamoto (Osaka University) 
Hiroshi Kawasaki (Kanazawa University) 
Yoshiaki Tagawa (Kagoshima University) 
 
Contact 
Yoshiaki Tagawa (tagawa@m.kufm.kagoshima-u.ac.jp) 


