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第123回産学交流サロン参加申し込みフォーム
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神経科学と神経イメージングにおけ神経科学と神経イメージングにおけるMRＩ

⾃然な視覚体験下における脳活動のモデル化と⾃然な視覚体験下における脳活動のモデル化と
そのデコーディングそのデコーディング

マルチモダマルチモダル・ブレイン・イメージングによるブレイン・イメージングによる
知覚判断と学習の時空間ダイナミックス知覚判断と学習の時空間ダイナミックス

早稲田大学大学院
情報生産システム研究科   教授   鎌田  清一郎 氏
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マルチモダル・ブレイン・イメージングによる
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参加
無料
参加
無料

　神経科学などにおいて、1978 年英国ノッティンガム大学 P.マンスフィールド教授らが磁気
共鳴イメージング（MRI）の研究を発表して以来、MRI 等を利用したブレイン・イメージング・
サイエンスの研究が活発に行われています。
　今回のサロンでは、本分野でご活躍の講師の方々に国際的な
視点から最新の研究をご講演頂きます。

産学連携センター　北九州 検 索
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ブレイン イメージング サイエンス

ご記入いただいた個人情報は、（公財）北九州産業学術推進機構が細心の注意をもって取り扱います。また、無断で第三者に提供することはありません。
当財団が関与する産学連携に関するイベント等についてDMやＥ-mail 等にてご案内する場合があります。
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サロン参加歴

メール配信によるサロン等の案内を 　□ 希望する　　　　□ 希望しない　　　　□ 登録済

　□ 初めて　　□ 参加歴あり

ひびきのへのアクセス

FAXでの申し込みはこちらから

（093）695-3018
下の用紙にご記入いただき、切り取らず
そのままこちらの面を FAXして下さい。

第 123回産学交流サロン「ひびきのサロン」参加申し込み　　　　FA X 番号   093- 695-3018

【お申込・お問合せ】
公益財団法人北九州産業学術推進機構
産学連携統括センター　担当：一田、武冨、永冨
Tel 093-695-3006　Fax 093-695-3018
E-mail : iac@ksrp.or.jp

2013年 10月21日　 
13:30 ～ 16:40

月

開 会 挨 拶
【コーディネータ】　鎌田  清一郎 氏
　（略歴） 1985 年  九州大学大学院総合理工学研究科修士課程修了
　　　　 1985 年  日本電気株式会社中央研究所研究員
　　　　 1988 年  九州工業大学工学部助手、1995 年九州大学大学院システム
　　　　　　　　　 情報科学研究科　助教授
　　　　 2003年  早稲田大学大学院情報生産システム研究科  教授

【コーディネータからのメッセージ】
　ブレイン・イメージング・サイエンスに関して、国際的に活躍されている方々のご講
演、また様々な分野で活躍する方々との交流を通して、実りある「ひびきのサロン」
できればと思います。

【発表者のプロフィール】　 Marc Van Cauteren 氏
　（略歴）　ブルッセル大学よりBA in Philosophyと PhD in Physics を取得 
　　　　　１９９６年まで ブルッセル大学、Centre d'Energie Atomique （Paris） 
　　　　　において准教授、研究員
　　　　　１９９６年　Philips Healthcare in Japan にて Clinical scientist
　　　　　2004 年　Philips Healthcare in Asia Pacific にて Director　　　　
　　　　　　　　　  　clinical science 

【発表者からのメッセージ】
磁気共鳴イメージング（MRI) は 80年代初頭臨床の世界で紹介され、放射線科医が人
間の体内を観るという方法論を大きく変えました。MRIがイオンに変換された放射線
を含まないという点で安全であるだけでなく、X線法では得られない美しいコントラス
トをなしている体内の軟組織を写し出します。MRのイメージングへの導入により革命
的な技術を発明した科学者は、この素晴らしい成功によりノーベル医学賞を受賞しま
した。近年、活動中の脳を観るために MRI が利用可能となっています。すなわち、あ
るタスクが実行されるとき脳のどの部位が活性化されるかを局在化させることができ
ます。この技術はまた MRIの他の応用にも拡大されてきました。例えば、脳の活動を
より理解するための神経科学への応用があります。この講演では、これがいかに可能
となったか、そして新たなポテンシャルをいかに共有できるかを皆さんにお伝えできれ
ばと思っています。

講演 1

【発表者のプロフィール】　 西本　伸志 氏
　（略歴）　2000 年　大阪大学 基礎工学部システム科学科 中退（飛び級）
　　　　　2005 年　大阪大学 大学院基礎工学研究科システム人間系専攻 博士後
　　　　　　　　　　 期課程修了
　　　　　2005 年　カリフォルニア大学バークレー校 HWNI 研究員
　　　　　2013 年　（独）情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター（CiNet) 
　　　　　　　　　　 主任研究員
　　　　　2013 年　大阪大学 大学院生命機能研究科　招へい准教授
【発表者からのメッセージ】
私たちの自然な日常は複雑多様な脳の働きによって支えられています。本発表では、
脳神経活動モデル化技術を駆使してその働きの定量的理解に挑む最近の研究につい
てご報告します。

講演 2

神経科学と神経イメージングにおけるMRＩ

自然な視覚体験下における脳活動のモデル化と
そのデコーディング

【発表者のプロフィール】　 LI Sheng 氏
　（略歴）　1998 年　Beijing University of Posts and Telecommunications, 
　　　　　　　　　　 China 卒業
　　　　   2006 年　University of Sussex, UK から PhD を取得
　　　　   2009 年　北京大学心理学系・教授
【発表者からのメッセージ】
知覚判断と学習機構の解明は、認知神経科学において基礎的研究課題です。本研究
では知覚判断と学習機構の時空間ダイナミックスの理解を目的として、心理物理学と
マルチモダル・ブレイン・イメージング技術 (fMRI や EEG) の融合を図っています。
私たちは知覚判断と学習の神経的相関関係がタスク依存であることを発見しました。
神経システムは柔軟かつ適応的な戦略をもった、タスクに関連した知覚情報を表現し
ています。

講演 3 マルチモダル・ブレイン・イメージングによる
知覚判断と学習の時空間ダイナミックス
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