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生医研・グローバルＣＯＥ理医連携セミナー 
 
 
第５７３回 平成２３年４月１２日（火） 

富澤 一仁 

（熊本大学 大学院 生命科学研究部 分子生理学分野 教授） 

「ｔＲＮＡ修飾異常と疾患：アジア人種型２型糖尿病原因遺伝子とその分子機構」 

 

第５７４回 平成２３年４月２６日（火） 

竹田 潔 

（大阪大学 大学院 医学系研究科 免疫制御学 教授） 

「自然免疫系による腸管免疫制御 

Regulation of intestinal homeostasis by innate immunity」 

 

第５７５回 平成２３年５月２０日（金） 

吉村 昭彦 

（慶応義塾大学 医学部 免疫微生物学教室 教授） 

「Ｔ細胞と樹状細胞からのサイトカイン産生の新しい制御機構の発見 

 ～Ｔｈ１７と腸管免疫恒常性維持機構を中心に 

 Discovery of novel regulatory system for the cytokine production from T cells and 

dendritic cells. 

～relationship to Th17 and intestinal immune homeostasis」 

 

第５７６回 平成２３年６月１７日（金） 

中島 欽一 

（奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科 教授） 

“Epigenetic regulation of neural stem cells by surrounding environment” 

（seminar in English） 

 

第５７７回 平成２３年５月１９日（木） 

Eckhard R. Podack, M.D., Ph.D. 

（Professor and Chairman of Microbiology and Immunology University of Miami Miller 

School of Medicine） 

“TNFRSF25 in vaccination” 
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第５７８回 平成２３年６月８日（水） 

武藤 誠 

（京都大学 大学院 医学研究科 生体制御医学講座 遺伝薬理学 教授） 

「大腸がんと浸潤・転移：マウスモデルを用いた研究」（Colon Cancer Invasion and 

Metastasis: Studies using mouse models.） 

 

第５７９回 平成２３年６月１３日（月） 

坂口 志文 

（大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 実験免疫学分野 教授） 

「制御性Ｔ細胞による免疫応答制御」 

 

第５８０回 平成２３年６月１６日（木） 

松本 明朗 

（千葉大学 大学院 医学研究院 薬理学 准教授） 

「血管内皮細胞の形態変化に対する内因性・外因性一酸化窒素の影響」 

 

第５８１回 平成２３年６月２３日（木） 

伊藤 隆司 

（東京大学 大学院 理学系研究科 生物化学専攻 教授） 

“DNA methylome analysis by next-generation sequencing” 

（seminar in English） 

 

第５８２回 平成２３年７月１５日（金） 

笠原 典之 

（カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 医学部 内科学分子医科薬理学 教授） 

「遺伝子転送技術の臨床応用：その発展と展望」 

（seminar in English） 

 

第５８３回 平成２３年９月１３日（火） 

小布施 力史 

（北海道大学 大学院 先端生命科学研究院 分子細胞生物学研究室 教授） 

「ＨＰ１結合タンパク質から見えてきたヘテロクロマチンの機能」 
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第５８４回 平成２３年９月３０日（金） 

佐藤 俊朗 

（慶応義塾大学 医学部 消化器内科 特任講師） 

「腸管上皮幹細胞培養法の確立 ―マウスからヒトへの応用―」 

 

第５８５回 平成２３年９月２２日（木） 

近藤 滋 

（大阪大学 大学院 生命機能研究科 教授） 

「Turing Mechanism：生物の体に位置情報を作る原理」 

 

第５８６回 平成２３年９月２９日（木）  

大保 和之 

（横浜市立大学 医学部 組織学 准教授） 

「エピジェネティクスの視点から見た精巣の幹細胞分化の解析」 

 

第５８７回 平成２３年９月３０日（金） 

菅野 仁 

（東京女子医科大学附属遺伝子医療センター 副所長） 
「ダイアモンド・ブラックファン貧血の効果的診断法の開発 

～次世代シーケンサーを用いた未知の病因遺伝子探索と 
新規バイオマーカーの同定」 

 

第５８８回 平成２３年９月２２日（木） 

高浜 洋介 

（徳島大学 疾患ゲノム研究センター 教授） 

「Ｔリンパ球のレパトアを選択する胸腺微小環境」 

 

第５８９回 平成２３年１０月２１日（金） 

近藤 豊 

（愛知県がんセンター研究所 分子腫瘍学部 室長） 

“Epigenetic switch regulates the plasticity of cancer stem cell in glioblastoma” 

（seminar in English） 
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第５９０回 平成２３年１０月２１日（金） 

牛島 俊和 

（国立がん研究センター研究所 エピゲノム解析分野 分野長） 

“Epigenomic record of our life and cancer risk” （seminar in English） 

 

第５９１回 平成２３年１０月２５日（火） 

角田 卓也 

（オンコセラピー・サイエンス株式会社） 

「Ontoantigenと腫瘍新生血管を標的としたがん治療 ワクチン療法における臨床   

開発」 

 

第５９２回 平成２３年１１月１４日（月） 

山田 泰広 

（京都大学 ｉＰＳ細胞研究所／物質－細胞統合システム拠点 特定拠点教授） 

“Cellular reprogramming and cancer” （seminar in English） 

 

第５９３回 平成２３年１１月２日（水） 

須山 幹太 

（京都大学 大学院 医学研究科 准教授） 

「バイオインフォマティクスによるゲノムの構造と機能の解析」 

 

第５９４回 平成２３年１１月２日（水） 

      坊農 秀雅 

      （情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 

特任准教授） 

      「データベース統合化による生命科学：遺伝子機能予測から遺伝子制御解析へ」 

 

第５９５回 平成２３年１１月２日（水） 

      堀本 勝久 

      （産業技術総合研究所 生命情報工学研究センター チーム長） 

      「個別生物学とトランスオミクスとの連携を担う定量システム生物学」 

 

 

 

 



― 157 ―

第５９６回 平成２３年１１月２９日（火） 

      徐 国良 

      （Institute of Biochemistry and Cell Biology, Chinese Academy of Sciences, Shanghai） 

      “DNA oxidation towards totipotency in mammalian development”  

             （seminar in English） 

 

第５９７回 平成２３年１１月２１日（月） 

      横山 三男 

      （久留米大学 医学部 名誉教授） 

      「私のｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ ｊｏｕｒｎｅｙから」 

 

第５９８回 平成２３年１２月１５日（木） 

      渋谷 彰 

      （筑波大学 医学医療系免疫制御医学 教授） 

      「抑制性免疫受容体による肥満細胞の活性化制御」 

 

第５９９回 平成２３年１２月６日（火） 

      大島 正伸 

      （金沢大学 がん進展制御研究所 腫瘍遺伝学研究分野 教授） 

      「胃がんモデルマウスを用いた炎症性微小環境の解明」 

 

第６００回 平成２３年１２月２６日（月） 

      恵口 豊 

      （大阪大学 大学院 医学系研究科 遺伝子学 准教授） 

      「miRNA sponge技術とそれを利用したmiRNA機能制御ライブラリーの開発」 

 

第６０１回 平成２４年１月１９日（木） 

      Dr. Gavin Kelsey 

      （Principal Research Scientist  Epigenetics Programme, The Babraham Institute,  

Cambridge, UK） 

      “Machanisms of DNA methylation establishment in female germ cells” 

（seminar in English） 
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第６０２回 平成２４年１月１０日（火） 

      鈴木 治夫 

      （米コーネル大学 研究員） 

      「微生物ゲノムインフォマティクス：これまでの研究内容と今後の方向性」 

 

第６０３回 平成２４年１月１０日（火） 

      山西 芳裕 

      （仏キュリー研究所 研究員） 

      「異質なオミックスデータの融合に基づく分子間相互作用ネットワークの予測」 

 

第６０４回 平成２４年１月１０日（火） 

      中川 草 

      （米ハーバード大学 客員研究員） 

      「オミックス情報解析から分かる遺伝子発現の進化から個別化医療まで」 

 

第６０５回 平成２４年２月２日（木） 

      稲垣 冬彦 

      （北海道大学 大学院 先端生命科学研究院 特任教授） 

      「オートファジーの構造生物学」 

 

第６０６回 平成２４年２月１０日（金） 

      山口 良文 

      （東京大学 大学院 薬学系研究科 遺伝学教室 助教） 

      「脳発生初期過程における細胞死の生理的意義 

       ～生体胚でのアポトーシス動態ライブイメージング解析から～」 

 

第６０７回 平成２４年２月１日（水） 

      山本 格 

      （新潟大学 大学院 医歯学総合研究科 腎研究施設構造病理学分野 教授） 

      「HUPO Human Proteome Projectと腎臓病研究」 
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第６０８回 平成２４年２月１３日（月） 

      木下 彩栄 

      （京都大学 大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 看護科学コース 

       在宅医療看護学 教授） 

      「孤発性アルツハイマー病の病態を探る 

       ：Insights into the pathogenesis of sporadic Alzheimer’s disease」 

 

第６０９回 平成２４年２月１５日（水） 

      萩 朋男 

      （長崎大学 大学院 医歯薬学総合研究科 原爆後障害医療研究施設 

       社会医学部門 放射線災害医療研究分野 特任助教） 

      「紫外線感受性症候群UVSS責任遺伝子KIAA1530/UVSSAの同定と分子機能解析」 

 

第６１０回 平成２４年２月２３日（木） 

      木下 英司 

      （広島大学 大学院 医歯薬学総合研究科 薬学専攻 創薬科学講座 

       医薬分子機能科学教室 准教授） 

      「リン酸化生体分子解析のためのPhos-tagテクノロジー」 

 

第６１１回 平成２４年２月２３日（木） 

      松本 直通 

      （横浜市立大学 大学院 医学研究科 遺伝学 教授） 

      “Impact of exome sequencing in genetic diseases” （seminar in English） 

 

第６１２回 平成２４年２月１３日（月） 

      Dr. Philippe Pierre 

            （Cell Biology and Immunology  Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, France） 

      “DALIS are the result of autophagy inhibition: Implications for antigen presentation  

by dendritic cells” 

 

第６１３回 平成２４年２月２８日（火） 

      北島 繁孝 

      （東京医科歯科大学 難治疾患研究所 ゲノム応用医学部門 遺伝生化学分野 教授） 

      「転写因子ATF3のストレスコードと発がん、がん治療での役割 

―システムズ解析を用いて―」 
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第６１４回 平成２４年３月３０日（金） 

      秋山 徹 

      （東京大学 分子細胞生物学研究所 分子情報研究分野 教授 

       東京大学 分子細胞生物学研究所長） 

      「癌細胞のアキレス腱」 

 

第６１５回 平成２４年３月２３日（金） 

      佐々木 敦朗 

      （Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center, Instructor） 

      “Impact of GTP-metabolism on Cancer and Metabolic disease” 




