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開催趣旨
　「世界脳週間」とは、脳科学の科学としての意義と社会にとっ
ての重要性を一般に啓発することを目的として、世界的な規模
で行われるキャンペーンです。
　アメリカでは神経科学学会が中心となり、1992年から毎年
3月に「脳週間」を設け、公開講演・討論、病院や研究所の公
開、学校訪問などの公開行事を企画し、実施してきました。そ
れに呼応して、1997年からヨーロッパにおいても「脳週間」が
実施されています。この両者が連携して1999年には同時期に

「脳週間」を開催、さらに2000年からは、国際脳研究機構やユ
ネスコの後援を受け、アジア・南米・アフリカの各国にも呼び
かけ「世界脳週間」と銘打って世界的な規模に拡大しました。
　我が国もこの「世界脳週間」の意義に賛同し、本法人が主体
となり、高校生を主な対象として2000年より参画してきてい
ます。
　我が国においては、高校生が参加しやすいようにするため、
各地の高等学校の既存行事と重ならないよう必要に応じ、主に
3月中旬から夏休みにかけて企画されています。また、これら
の行事には、高校の先生方にも参加をお願いしております。皆
さまの積極的な参加を期待しております。

主催者　特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議
理事長　津本 忠治

https://www.braincentury.org/
【事務局】
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋3-11-15
E-mail: info@braincentury.org

参加費
無料

World Brain Awareness Week
世界

週間脳
主催	 特定非営利活動法人	脳の世紀推進会議
共催	 国立研究開発法人	理化学研究所脳神経科学研
究センター	
公益財団法人	ブレインサイエンス振興財団

協力	 日本神経科学学会／日本神経化学会	
日本神経回路学会

脳の世紀推進会議賛助会員
	 （株）ATR-Promotions/（株）エヌ・ティ・ティ・デー

タ経営研究所/（株）カーク/サントリーウエルネス（株）
健康科学研究所/ショーシンEM（株）/大日本住友製薬

（株）/（株）地球快適化インスティテュート/（株）成茂科
学器械研究所/（株）ニコンインステック/日清食品ホール
ディングス（株）/ノバルティスファーマ（株）/（株）日
立製作所/ミズノ（株）

全国開催イベント ◆開催会場	◇主催団体

3月16日（月）京都市 ◆東山高等学校 
◇京都神経科学グループ

3月27日（金）新潟市 ◆新潟大学脳研究所 
◇新潟大学脳研究所

5月2日（土） 前橋市 ◆群馬大学医学部 
◇群馬大学神経科学グループ

5月20日（水）名古屋市 ◆名古屋市立向陽高等学校 
◇名古屋市立大学脳神経科学グループ

7月11日（土）小平市 ◆国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 
◇国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

7月13日（月）奈良市 ◆奈良女子大学講堂 
◇奈良女子大附属中等教育学校

7月18日（土）仙台市
◆東北大学生命科学研究科生命科学プロジェクト総合研究棟 
◇日本脳科学学会連合／日本神経科学学会／ 
　東北大学脳科学センター

8月7日（金） 和光市 ◆理化学研究所 脳神経科学研究センター 
◇理化学研究所 脳神経科学研究センター

8月8日（土） 広島市 ◆広島大学医学部 第5講義室 
◇広島大学神経科学研究会

8月予定 甲府市 ◆山梨大学大村智記念学術館 大村記念ホール
◇山梨大学先端脳科学特別教育プログラム

夏季予定 文京区
◆東京医科歯科大学 
◇東京医科歯科大学脳統合機能研究センター／ 
　お茶の水ニューロサイエンス協会

9月12日（土）岡崎市 ◆オンライン版 
◇大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所

秋季予定 新宿区 ◆慶應義塾大学医学部 信濃町キャンパス 
◇慶應義塾大学医学部 神経科学関連研究室

11月8日（日）町田市 ◆玉川大学 
◇玉川大学脳科学研究所

秋季予定 世田谷区 ◆東京学芸大学附属高等学校 
◇公益財団法人 東京都医学総合研究所

2021年	
3月予定 奈良市 ◆奈良女子大附属中等教育学校 

◇奈良女子大附属中等教育学校

その他	
開催予定

吹田市 ◆大阪大学生命機能研究科 生命システム棟 
◇大阪大学神経科学グループ

福岡市 ◆九州大学医学部 キャンパス内 
◇九州大学大学院医学研究院 精神病態医学分野

札幌市 ◆北海道大学脳科学研究教育センター 
◇北海道大学脳科学研究教育センター

上記の内容は変更になる場合がございます。 
詳細は、順次ホームページにてお伝えしていきます。
▶https://www.braincentury.org/index.php?page=week_20/

COVID-19感染防止のため延期
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COVID-19感染防止のため開催日検討中

COVID-19感染 
防止のため延期

COVID-19感染 
防止のため延期

COVID-19感染防止のための 
延期分（2019年度イベント）延期



脳の世紀推進会議からのお知らせ

第28回 脳の世紀シンポジウム
依存症と脳
2020年9月16日（水） 
WEBライブ配信 10:10 ～16:00

　1993年10月5日に第1回 脳の世紀シンポジウムを開催し
て以来、多くの方々のご好評を得て、今年で第28回目の今回
は、「依存症と脳」をテーマに開催する予定です。本シンポジ
ウムでは「脳を知る」、「脳を創る」、「脳を守る」、「脳を育む」
の各領域における第一線の研究者から直接、脳研究の最前線に
ついてご講演をいただいております。このシンポジウムを通し
て、脳研究の大切さと、我が国における脳研究推進の重要性に
ついて議論を深めていただきたいと考えております。

● 特別講演 「依存症家族の経験から語る」 
 おおたわ史絵（総合内科専門医／法務省矯正局 非常勤医師）

● 脳を知る 「やめられなくなる脳の仕組み」 
 池田和隆 （公益財団法人 東京都医学総合研究所精神行動医学 
  研究分野 分野長）

● 脳を守る 「「孤立の病」としての薬物依存症」 
 松本俊彦 （国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 
  精神保健研究所薬物依存研究部 部長）

● 脳を育む 「スマホが「発達障害」を招くのか？？」 
 神尾陽子 （一般社団法人 発達障害専門センター 代表理事／発達障害クリニック 
  附属発達研究所 所長／お茶の水女子大学 客員教授／国立研究開発法人 
  国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 客員研究員）

● 脳を創る 「脳イメージングでみる依存症 
  －ギャンブル依存を中心に－」 
 高橋英彦 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科精神行動医科学 教授）

上記の講演者・演題は変更になる場合がございます。詳細は、順次ホームペー
ジにてお伝えしていきます。
▶https://www.braincentury.org/index.php?page=brainsympo_index/

特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議

https://www.braincentury.org/活動状況・ご入会はこちらから

特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議は、我が国の脳科学研究の推進と研究者の養成、そして脳科
学研究の成果を広く社会一般に還元し、国民の福祉へ寄与することを目的として設立されました。

主催：群馬大学神経科学グループ

午前の部　講演
講演1：「遺伝子改変ネズミが活躍する脳科学研究」 
　　　　柿崎利和（群馬大学大学院医学系研究科遺伝発達行動学助教）

講演2：「脳腫瘍と闘う子供達便り 
　　　　～最新診断・治療から就学支援まで～」 
　　　　藍原康雄（東京女子医科大学小児脳神経外科准教授）

午後の部　学内の各研究室で行われる体験実習

5月2日（土） 10:00 ～16:00
群馬大学医学部
COVID-19感染防止のため延期

前橋市

7月11日（土）
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
COVID-19感染防止のため延期

主催：国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

レクチャー＆ラボツアー

主催：新潟大学脳研究所 
後援：新潟県教育委員会

見てみようヒトの脳と心
（統合脳機能研究センター 6F中田記念ホール）
Ⅰ 概要説明　14:00 ～ 14:10
Ⅱ 脳研究所公開／脳研究の実際
 （会場：各分野研究室）14:10 ～ 15:40
 1）生きた神経細胞を育ててみる
 　（分子神経生物学分野）
 2）脳を観察する（病理学分野）
 3）脳の病気を手術で治す（脳神経外科学分野）
 4）分子レベルでみた脳の病気（神経内科・分子神経疾患分野）
 5）ヒトの脳と心を探る（脳機能解析学分野）
 6）脳の働きを明らかにするモデル動物（動物資源開発研究分野）
 7）神経回路を3次元で観察する（システム脳病態学分野）
 8）小動物で脳の病気を解明する（脳病態解析分野）
Ⅲ ヒトの脳の不思議　15:50 ～ 17:00
 講演1：「記憶を分子で理解する」
 　　　　三國貴康（新潟大学脳研究所基礎神経科学部門細胞病態学分野教授）
 講演2：「認知症の謎を解く」
 　　　　池内健（新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター／
 　　　　　　　　　バイオリソース研究部門遺伝子機能解析学分野教授）

3月27日（金） 14:00～17:00
新潟大学脳研究所
COVID-19感染防止のため延期

新潟市

主催：名古屋市立大学神経科学グループ

講演：「アルツハイマー型認知症に関する基礎研究」 
　　　齋藤貴志（名古屋市立大学医学研究科認知症科学分野教授）

5月20日（水） 13:00 ～
名古屋市立向陽高等学校
COVID-19感染防止のため延期

小平市

主催：京都神経科学グループ

講演1：「脳はなぜ間違えるのか？ 
　　　　－神経回路の動作から探る－」 
　　　　櫻井芳雄（同志社大学脳科学研究科教授）

講演2：「脳科学を駆使する外科医たち 
　　　　－脳神経外科学へようこそ－」 
　　　　橋本直哉（京都府立医科大学脳神経外科教授）

3月16日（月） 13:30 ～ 15:30
東山高等学校
COVID-19感染防止のため延期

京都市

7月13日（月） 10:00～12:00
奈良女子大学講堂
COVID-19感染防止のための延期分（2019年度イベント）延期

主催：奈良女子大附属中等教育学校

講演：小村豊（京都大学こころの未来研究センター教授）

奈良市

名古屋市



開催イベントの数および日程が変更されることがあります。
詳細は、順次ホームページにて公開いたしますのでご参照ください。

▶http://www.braincentury.org/

秋季予定
東京学芸大学附属高等学校世田谷区

主催：広島大学神経科学研究会

広島大学医学部公開講座「先端医療は今—広島から世界へ2020」
世界脳週間2020 広島会場イベント「脳と心の科学はおもしろい！」
9:30～9:35 はじめに 
 酒井規雄（広島大学大学院医系科学研究科神経薬理教授）
9:35～10:15 講演1：「精神疾患と創薬～動物のこころをみる～」 
 吾郷由紀夫（広島大学大学院医系科学研究科 
 　　　　　　　細胞分子薬理学教授）
10:15～10:25 休憩（質問記入）
10:25～11:05 講演2：「脳に影響を与える薬や化学物質： 
 　　　　そのリスクとベネフィット」 
 古武弥一郎（広島大学大学院医系科学研究科生体機能 
 　　　　　　　分子動態学教授）

主催：山梨大学先端脳科学特別教育プログラム

8月7日（金） 12:30 ～ 16:00
国立研究開発法人 理化学研究所脳神経科学研究センター
COVID-19感染防止のため延期

8月8日（土） 9:30 ～ 12:30
広島大学医学部 第5講義室
COVID-19感染防止のため延期

和光市

広島市

主催： 国立研究開発法人 理化学研究所脳神経科学研究センター

脳の不思議に迫る
12:30 ～ 13:00 受　付
13:00 ～ 13:10 開会挨拶
13:15 ～ 14:05 講演：武石明佳 
 （国立研究開発法人 理化学研究所脳神経科学研究センター 
 多感覚統合神経回路理研白眉研究チームチームリーダー）
14:20 ～ 15:35 研究室見学
　　　 ～ 16:00 アンケート記入

8月予定
山梨大学大村智記念学術館 大村記念ホール

主催：大学共同利用機関法人  
　　　自然科学研究機構生理学研究所

せいりけん市民講座 
オンライン版
講演： 「味を感じる体の秘密」 
 中島健一朗 
 （生理学研究所生殖・内分泌系発達機構研究部門 准教授）

9月12日（土） 13:30 ～ 14:00
オンライン版

岡崎市

甲府市

その他開催予定
◎吹田市 大阪大学生命機能研究科 生命システム棟 
 主催：大阪大学神経科学グループ
◎福岡市 九州大学医学部 キャンパス内 
 九州大学大学院医学研究院精神病態医学分野
◎札幌市 北海道大学脳科学研究教育センター 
 主催：北海道大学脳科学研究教育センター

7月18日（土） 
東北大学生命科学研究科生命科学プロジェクト総合研究棟
COVID-19感染防止のため延期

2021年3月予定
奈良女子大附属中等教育学校

主催：奈良女子大附属中等教育学校

奈良市

主催：	特定非営利活動法人	脳の世紀推進会議
共催：	公益財団法人	ブレインサイエンス振興財団／国立研

究開発法人	理化学研究所脳神経科学研究センター
後援：	（株）朝日新聞社

主催：日本脳科学学会連合／日本神経科学学会／東北大学脳科学センター

第8回脳科学オリンピック2021東北地区予選大会

仙台市
11:05～11:15 休憩（質問記入・回収）
11:15～11:55 講演3：「脳からみたストレスの理解と対処」 
 山下英尚（広島大学大学院医系科学研究科精神神経 
 　　　　　　医科学准教授）
11:55～12:05 休憩（質問記入・回収）
12:05～12:25 質疑応答　司会 酒井規雄
12:25～12:30 終わりの挨拶（アンケート記入）
14:00～ 第8回脳科学オリンピック中国四国地区予選大会

夏季予定
東京医科歯科大学
COVID-19感染防止のため開催日検討中

主催：東京医科歯科大学脳統合機能研究センター／ 
　　　お茶の水ニューロサイエンス協会

文京区

主催：公益財団法人 東京都医学総合研究所

講演：本多武尊（運動障害プロジェクト主任研究員）

秋季予定
慶應義塾大学医学部 信濃町キャンパス

主催：慶應義塾大学医学部 神経科学関連研究室

最先端の脳科学研究についての講義と研究室見学

新宿区

11月8日（日）予定
玉川大学

主催：玉川大学脳科学研究所

中高生脳科学教室

町田市



●会員種別と入会金・会費
【一般会員】入会金：   3,000 円／年会費：  2,000 円
【賛助会員】入会金：30,000 円／年会費：30,000 円（一口）

●会員特典
	・	会員専用ホームページを閲覧できます。
	・	特定非営利活動法人として制作したパンフレット類の配布、情報の
提供をいたします。

	・	メールアドレスのご登録がある方には、関係シンポジウム等の各種
案内をオンラインニュースにて配信いたします。

	・	脳科学分野の教育・啓発活動の支援がうけられます（審査あり）。
	・	脳の世紀推進会議編集の書籍を2割引でご購入いただけます。
	・	賛助会員はホームページに企業バナーを掲載することができます。

●ご入会手続き
※ご入会前に必ず本会の定款をお読みいただき、内容をご確認ください。
※	2017年度から、クレジットカード決済を導入いたしました。クレジットカード
でのお支払いをご希望の場合は、ホームページの注意事項をよくご確認のうえ、
お手続きをお願いいたします。

【ホームページから】
　①	 http://www.braincentury.org/ 上の入会フォームに必要事項をご記

入いただき、送信してください。
　②	送信内容の確認および会費振込先口座番号をメールにてお知らせ

いたします。

　③	メール内容をご確認いただき、指定口座へご入金ください。
　④	入金確認後、会員証をお送りいたします（この処理をもってご入

会となります）。

【FAX および封書など書面から】
　①	必要事項をご記入後、事務局宛に郵送または FAXをお送りくだ

さい。
　②	下記いずれかの口座へご入金ください。
　③	入金確認後、会員証をお送りいたします（この処理をもってご入

会となります）。

●会費振込先
　　郵便振込：口座番号◇ 00170 − 2 − 648302　
  口座名義◇特定非営利活動法人脳の世紀推進会議
　　銀行振込：銀行名◇三井住友銀行　支店名◇飯田橋支店　
  口座種類◇普通
　　　　　　　口座番号◇ 6709866　
  口座名義◇特定非営利活動法人脳の世紀推進会議

本会の定款、活動詳細についてはホームページでご案内しております。
http://www.braincentury.org/

特定非営利活動法人	脳の世紀推進会議　
〒 102−0072　東京都千代田区飯田橋 3−11−15
TEL：03−3238−1689　FAX：03−3238−1837　

E-mail：info@braincentury.org

　脳科学は謎に満ちた新しい研究分野として注目されながら、そのアプローチの難しさから、長い準備期間をすごしてきました。しかし今、生命科学
や情報科学などの発達により、人々の暮らしを根底からかえる21世紀を代表する科学分野として大きく飛躍しようとしています。我が国における脳科
学の研究水準は世界的にみても高いものですが、脳科学の進歩の速さ、その展開の多様さに対して十分とはいえません。今後、我が国の脳科学が格段
に進歩し、21世紀の科学の中心となるためには大胆な研究施策を実施することが必要です。
　特定非営利活動法人	脳の世紀推進会議は、このような状況を鑑み、我が国の脳科学研究の推進と研究者の養成、そして脳科学研究の成果を広く社会
一般へ還元し、国民の福祉へ寄与することを目的として設立されました。

脳の世紀推進会議《特定非営利活動法人》

特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議　FAX：03-3238-1837
	 特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議 入会申込書　No．

※楷書でお間違いのないようにご記入ください。

□ー般会員　　　　□賛助会員
ふりがな

氏　名

職　種

□脳科学関係（教育・研究機関）□脳科学関係（民間）□他分野（教育・研究機関）□研究者以外の会社員　□学生　□その他

所属先

連絡先　　□所属先　□自宅

〒
	 	 	 都道
	 	 	 府県

電話番号　　　（　　　　）　　　　				FAX 番号　　　（　　　　）　　　　

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　＠

関連シンポジウム案内メール配信　　□希望する　□希望しない

興味のある分野　　□脳を知る　　□脳を創る　　□脳を守る　　□脳を育む

−脳の世紀推進会議に入会される動機、期待されること、シンポジウムの希望テーマなど、ご自由にご記入ください−

特定非営利活動法人 脳の世紀推進会議
ご入会申込書

ご入会案内
ご入会申込書


