
生体防御医学研究所セミナー 

 

第４３０回 平成１７年４月１４日（木） 

      中谷 雅明（National Cancer Institute (NCI-Frederick) / NIH Cancer and Developmental 

Biology Lab.Cell signaling in vertebrate development section Postdoctoral 

Visiting Fellow） 

      「細胞極性制御機構における Wnt シグナルの関わり」 

 

第４３１回 平成１７年４月１９日（火） 

      尾池 雄一（慶応義塾大学医学部坂口光洋記念講座発生・分化生物学専任講師） 

      「アンジオポエチン様因子(Angptl)機能解析」 

 

第４３２回 平成１７年４月２１日（木） 

      Yongwon Choi (Professor, Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of 

Pennsylvania School of Medicine) 

      「TRAF6 and Autoimmunity」 

 

第４３３回 平成１７年５月２０日（金） 

      加藤 茂明（東京大学分子細胞生物学研究所・教授） 

      「染色体構造調節を介した核内レセプターによる遺伝子発現調節機構」 

 

第４３４回 平成１７年５月２７日（金） 

      菅澤 薫（独立行政法人理化学研究所 花岡細胞生理学研究室・副主任研究員） 

      「紫外線による DNA 損傷の修復機構とユビキチン化の役割」 

 

第４３５回 平成１７年６月２日（木） 

      E.Yvonne Jones（Professor,Wellcome Trust Centre for Human Genetics,University of Oxford） 

      「Left,right or straight ahead:structural studies on cell guidance cues」 

 

第４３６回 平成１７年７月１５日（金） 

      高橋 考太（久留米大学分子生命科学研究所長・細胞工学研究部門 教授） 

      「セントロメア特異的ヒストン CENP-A の局在化機構」 

 

第４３７回 中止 



第４３８回 平成１７年７月１日（金） 

      斉藤 隆（理化学研究所・免疫アレルギー科学総合研究センター(RCAI)副センター長 

           免疫シグナル研究グループ・グループディレクター） 

      「自然免疫と獲得免疫で共有する NF-ｋB 活性化の制御分子」 

 

第４３９回 平成１７年６月２７日（月） 

      Dr. med. Peter Horn（Department of Transfusion Medicine MHH Medizinische） 

      「Genetic Modification of Hematopoietic Stem Cells in Large Animal Models」 

 

第４４０回 平成１７年７月１４日（木） 

      古川 学（Lineberger Cancer Center, The University of North Carolina at Chapel Hill, 

Research Associate） 

      「The Cullin family of E3 Ubiquitin ligases」 

 

第４４１回 平成１７年７月１５日（金） 

      山本 正人（Research Assistant Professor, Graduate Faculty of Department of Pathology, 

University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama） 

      「Development of Next Generation Adenovirus-Based Virotherapy」 

 

第４４２回 平成１７年９月２６日（月） 

      中村 貴史（Research Associate, 米国メイヨクリニック分子医学研究プログラム 

Stephen J. Russell 研究室） 

      「安全かつ効果的な標的癌治療を目指した新規腫瘍殺傷ウイルスの開発」 

 

第４４３回 平成１７年１０月６日（木） 

      柳沢 正史（Professor of Molecular Genetics, University of Texas Southwestern, Medical 

Center at Dallas) 

      「オーファン受容体を出発点とした脳機能の解析」 

 

第４４４回 平成１７年１０月１４日（金） 

      鈴木 和男（国立感染症研究所・室長） 

      「好中球自己抗体による血管炎発症機構解析と治療」 

      （２１世紀 COE セミナー） 

 



第４４５回 平成１７年１０月１４日（金） 

      Dr. Thomas L. Leto（Section Chief, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 

NIH） 

      「The Nox-Duox family of NADPH Oxidases: Mediators of host defense, inflammation, and 

oxidative stress on epithelial surfaces」 

      （２１世紀 COE セミナー） 

 

第４４６回 平成１７年１０月１８日（火） 

      Dr. Simon Kollnberger（MRC Human Immunology Unit, Weatherall Institute of Molecular 

Medicine Oxford） 

     「 Dimers are forever: The role of HLA-B27 interactions with immune receptors in 

spondyloarthritis」 

 

第４４７回 平成１７年１０月１７日（月） 

      Professor Joseph C. Glorioso（Department of Molecular Genetics and Biochemistry, School 

of Medicine, University of Pittsburgh, PA 15261,USA） 

           「Treatment of chronic pain using HSV gene vectors」 

 

第４４８回 平成１７年１０月２１日（金） 

      Dr. Yue Xiong（Professor of Biochemistry and Biophysics, University of North Carolina 

at Chapel Hill） 

           「The control of cell cycle and cell cycle control of ....」 

 

第４４９回 平成１７年１０月２１日（金） 

      太田 智彦（聖マリアンナ医科大学 乳腺・内分泌外科 助教授） 

      「BRCA1 ユビキチンリガーゼによるゲノム安定性制御」 

 

第４５０回 平成１７年１１月８日（火） 

      中村 邦明（大阪大学微生物病研究所 研究員） 

      「線虫初期胚における Wnt シグナルの役割」 

 

第４５１回 平成１７年１１月１０日（木） 

      Wei-Ping Min, Ph.D.（Assistant professor, Dept of Surgery, Microbiology and Immunology 

                                 University of Western Ontario）  



      「Dendritic cell-mediated tolerance for transplantation or autoimmune  

              diseases」 

 

第４５２回 平成１７年１１月１１日（金） 

      Amnon Altman, Ph.D.（La Jolla Institute for Allergy and Immunology, USA Professor） 

      「REGULATION OF T CELL RESPONSIVENESS AND ANERGY BY REVERSIBLE PROTEIN 

       PALMITOYLATION」 

 

第４５３回 平成１７年１１月１８日（金） 

      近藤 格（国立がんセンター研究所 生物学部分子生物学室長 

               プロテオーム・バイオインフォマティクス・プロジェクト プロジェクトリーダー) 

            「がんの個性診断のためのプロテオーム解析」 

 

第４５４回 平成１７年１１月３０日（水） 

      中山 恒（バーナム研究所・研究員） 

      「低酸素応答におけるユビキチンリガーゼ Siah2 の働きーHIF プロリン水酸化酵素 PHD の制御」 

 

第４５５回 平成１７年１２月 ９日（金） 

      荒川 博（GSF, Institute for Molecular Radiobiology） 

      「抗体遺伝子変換と体細胞突然変異:分子機構から人工的進化系への応用へ」 

 

第４５６回 平成１７年１２月 ６日（火） 

      審良 静男（大阪大学微生物病研究所・教授） 

      「自然免疫によるウイルス認識」 

 

第４５７回 平成１８年 １月１３日（金） 

      菅村 和夫（東北大学大学院医学系研究科 免疫学分野・教授） 

      「OX40/OX40 リガンド系による炎症性腸疾患の発症制御」 

      （大学院・P＆P研究交流セミナー） 

 

第４５８回 平成１７年１２月８日（木） 

      林 郁子（トロント大学オンタリオ癌研究所） 

      「微小管伸長末端結合蛋白質の構造解析」 

 



第４５９回 平成１７年１２月１２日（月） 

      米倉 功治（Univ. of California, San Francisco） 

      「低温電子顕微鏡法による生体超分子の構造解析」 

      （システム生命科学府特別セミナー） 

 
第４６０回 平成１８年１月２３日（月） 

      束田 裕一（Howard Hughes Medical Institute,Department of Biochemistry and Biophysics, 

Lineberger Comprehensive Cancer Center University of North Carolina at 

Chapel Hill Postdoctoral Fellow） 

      「Histone demethylation by a family of JmjC domain-containing proteins」 

 

第４６１回 平成１８年２月１７日（金） 

      小野江 和則（北海道大学遺伝子病制御研究所 免疫生物分野） 

      「T 細胞免疫系の成立、生体内機能と疾患との関わり」 

      （大学院・P＆P研究交流セミナー） 

 

第４６２回 平成１８年３月１３日（月） 

      稲澤 譲治（東京医科歯科大学難治疾患研究所 

ゲノム応用医学研究部門〈分子細胞遺伝〉・教授） 

      「アレイプラットフォーム上で展開する癌と遺伝疾患のゲノム・エピゲノム解析」 

 

第４６３回 平成１８年３月１３日（月） 

Dr. Stephen Charnock-Jones (Department of Obstetrics and Gynaecology, 

University of Cambridge) 

「Endothelial cells in health and disease ‒ how can we understand what regulates their 

behaviour?」 

 

第４６４回 平成１８年３月２２日（水） 

岡野 栄之（慶應義塾大学 医学部 生理学教室） 

「中枢神経系の再生戦略」 


