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第５２６回 平成２１年４月１７日（金） 

黒田 真也 

（東京大学大学院 理学系研究科 生物化学専攻 教授） 

「ERK 経路と Akt 経路の時間情報コーディング」 

 

第５２７回 平成２１年５月８日（金） 

夏目 徹 

（(独)産業技術総合研究所臨海副都心センター バイオメディシナル情報研究セ

ンター 細胞システム制御解析チーム チームリーダー） 

「リボヌクレアープロテオミックワールド」 

 

第５２８回 平成２１年６月１９日（金） 

北條 浩彦 

（国立精神・神経センター神経研究所 遺伝子工学研究部） 

「哺乳動物細胞における機能性小分子 RNA の働き：その作用機序と応用研究」 

 

第５２９回 平成２１年７月２３日（木） 

濱田 洋文 

（札幌医科大学医学部 分子医学研究部門 教授） 

「腫瘍の特異的標的化を目指した遺伝子治療法の開発」 

 

第５３０回 平成２１年９月１日（火） 

金ヶ嵜 史朗 

（東京大学名誉教授 ECI名誉教授） 

「癌と炎症性疾患に対する画期的治療法の開発を目指して」 

 

第５３１回 平成２１年８月２６日（水） 

川上 浩一 

（国立遺伝学研究所初期発生研究部門 教授） 

「脊椎動物におけるトランスポゾンテクノロジーとゼブラフィッシュ神経回路機

能研究」 
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第５３２回 平成２１年９月３日（木） 

浦出 良博 

（大阪バイオサイエンス研究所） 

「プロスタグランジンD合成酵素の構造と機能」 

 

第５３３回 平成２１年１１月６日（金） 

Cynthia Therese McMurray 

(Professor, Lawrence Berkeley Laboratory, Life Sciences Division/Departments 

of Molecular Pharmacology and Experimental Therapeutics, and Biochemistry 

and Molecular Biology Mayo Clinic and Foundation) 

「OGG1 initiates age-dependent CAG expansion in somatic cells during base excision 

repair of oxidized bases in vitro and in vivo, and accelerates the age of disease onset.」 

 

第５３４回 平成２１年１１月６日（金） 

三浦 正幸 

（東京大学大学院薬学系研究科 遺伝学教室 教授） 

「細胞死シグナルの制御と生体機能」 

 

第５３５回 平成２１年１１月１３日（金） 

岩井 一宏 

（大阪大学大学院生命機能研究科 細胞ネットワーク講座 教授） 

「細胞の鉄代謝におけるミトコンドリアの重要性」 

 

第５３６回 平成２１年１１月１１日（水） 

佐々木 裕之 

（情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 総合遺伝研究系人類遺伝研究部門

総合研究大学院大学 生命科学研究科 遺伝学専攻 教授） 

「哺乳類生殖細胞のエピゲノム制御と小分子RNA」 

 

第５３７回 平成２１年１２月４日（金） 

平野 世紀 

(The Weatherall Institute of Molecular Medicine, Oxford University, John Radcliffe 

Hospital) 

「Resolution of sister chromatid-bridging in mitosis」 
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第５３８回 平成２１年１２月１８日（金） 

渋谷 彰 

（筑波大学大学院人間総合科学研究科 基礎医学系 教授） 

「免疫系受容体と腫瘍免疫監視」 

 

第５３９回 平成２２年１月８日（金）  

斎藤 成也 

（情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 教授、総合研究大学院大学生

命科学研究科 教授、東京大学大学院理学系研究科 教授、日本学術会議 会員） 

「個人ゲノム時代の集団および個人の系統関係の解析」 

 

第５４０回 平成２２年１月１５日（金） 

今泉 和則 

（宮崎大学医学部解剖学講座 分子細胞生物学分野 教授） 

「小胞体ストレス応答の多様性と細胞の分化・成熟における役割」 

 

第５４１回 平成２２年１月２０日（水） 

堀本 勝久 

（独立行政法人産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター 研究チーム長） 

「Network Screening：活性化ネットワークの探索」 

 

第５４２回 平成２２年１月２２日（金） 

夏目 徹 

（(独)産業技術総合研究所臨海副都心センター バイオメディシナル情報研究セン

ター 細胞システム制御解析チーム チームリーダー） 

「タンパク質間相互作用を制御する低分子化合物の創出」 

 

五島 直樹 

（(独)産業技術総合研究所 バイオメディシナル情報研究センター 主任研究員） 

「網羅的なヒトタンパク質発現リソースおよびインビトロプロテオームの作製と

その利用」 

 

第５４３回 平成２２年２月５日（金） 

岩部 直之 

（京都大学大学院理学研究科） 
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「立襟鞭毛虫のゲノム情報から探る動物の初期進化」 

 

第５４４回 平成２２年２月１８日（木） 

平尾 敦 

（金沢大学がん研究所 がん幹細胞研究センター 遺伝子染色体構築研究分野 

教授） 

「がん発生・薬剤耐性制御メカニズムと幹細胞」 

 

第５４５回 平成２２年２月１８日（木） 

二見 宗孔 

（Division of Hematology/Oncology and Transplantation, Departmentof 

Pediatrics, Northwestern University Feinberg School of Medicine） 

「G-CSF Receptor and its role in myeloid leukemogenesis」 

 

第５４６回 平成２２年３月１５日（月） 

黒崎 知博 

（大阪大学WPI免疫フロンティア研究センター 教授／理化学研究所免疫アレルギ

ー科学総合研究センター グループディレクター） 

「免疫記憶の謎」 

 

Andre Veillette 

（Molecular Oncology Institut de recherché cliniques de Montreal, affiliated with the 

Universite de Montreal 教授） 

「Immune regulation by SAP family adaptors」 

 

 




