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1. 　研究所の一般公開と特別公開

科学技術週間における行事の一環として、研究所の一部を公開して各室の展示及びビデオ等を上映し、一般の見学に供

した。平成 16、17 年度の来所者を以下に示す。

平成 16 年度 来所者数 平成 17 年度 来所者数
一般公開 4 月 14 日 655 人 4 月 20 日 　551 人
特別公開 4 月 17 日 395 人 4 月 23 日 　381 人

2.     理研シンポジウム

1) 「ヒト生活習慣病モデル動物の樹立とその利用」

　　　  開催日時：平成 17 年 3 月 18 日（金）

              場所：日本都市センターホテル 5 Ｆオリオン 

              主催：理化学研究所ゲノム科学総合研究センター

              発表者： 城石    俊彦　（理研 GSC　動物ゲノム機能情報研究グループ）

  若菜　茂晴　（理研 GSC　動物ゲノム機能情報研究グループ）

  桝屋　啓志　（理研 GSC　動物ゲノム機能情報研究グループ）

  野田　哲生　（理研 GSC　動物ゲノム機能情報研究グループ）

  春日　雅人　（ 神戸大学　大学院　医学研究科）

  児玉　龍彦　（東京大学　先端科学技術研究センター）

  池田　恭治　（国立長寿医療研究センター）

  西野　一三　（国立精神・神経センター神経研究所）

  吉田　尚弘　（理研 RCAI　免疫遺伝研究ユニット）

  権藤　洋一　（理研 GSC　個体遺伝情報研究チーム）

　　　　　　　   木南　凌　　（新潟大学　教育研究院　医歯学系遺伝子制御講座　分子生物学分野）

　　　　　　　   豊田　哲郎　（理研 GSC　ゲノム知識ベース研究開発チーム）

　　　　           小倉　淳郎　（理研 BRC　遺伝工学基盤開発室）

　　　　　　　   小幡    裕一     （理研 BRC　リソース基盤開発部）

2) ナショナルバイオリソースプロジェクト　「細胞」シンポジウム

　 ～細胞材料整備の現状と研究ニーズへの応用～

 開催日時： 平成 17 年 9 月 29 日（木）10：00 ～ 17：20

 場所： 日本科学未来館 7F「みらい CAN ホール」

行事など
Events

 発表者： 今井　高志 （放射線医学総合研究所　フロンティア研究センター）

  　　　　　          「放射線感受性と遺伝子多型」

   有馬　直道 （鹿児島大学　難治ウイルス病態制御研究センター）

  　　　　   「成人 T 細胞白血病の治療の現状と今後の展開」
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3. 　BRC セミナーと業務報告会

平成 13 年度より「研究業務報告会」を隔週で、「BRC セミナー」を月 1 回開催しています。

〔平成 16 年度　BRC セミナー〕
日時 講師名 所属 テーマ

2004.12.16 若山　�彦　�彦�彦 理化学研究所　発生・再生科学総合研究

センター ゲノム�リプログ�ミングチーム ゲノム�リプログ�ミングチームゲノム�リプログ�ミングチーム

チームリーダー

マウス体細胞から核移植によって樹立し

た ES 細胞 (ntES 細胞 ) について

2005.1.6 塩田　邦郎 東京大学大学院　農学生命科学研究科　

応用動物科学専攻／獣医学専攻　

細胞生化学研究室

DNA メチル化を中心としたゲノム・ワイ

ド・エピジェネティックス

〔平成 17 年度　BRC セミナー〕
日時 講師名 所属 テーマ

2005.4.5 園田　俊郎 鹿児島大学名誉教授 HTLV の関連疾患の民族疫学ーアフリカ系

黒人とアジア系モンゴロイドの疾患感受性ー
2005.4.28 末松　佐知子 独立行政法人　医薬基盤研究所 マウス人工リンパ組織構築と抗原特異的免

疫機能の解析
2005.5.23 小川　毅彦 横浜市立大学医学部泌尿器病態学 準教授 精原幹細胞研究の新展開
2005.6.6 饗庭　一博 Visiting Fellow

Laboratory of Genetics, National Institute on 

Aging,  National Institutes of Health

遺伝子発現プロファイルによるマウス胚性

幹細胞の神経細胞への発生分化経路の包括

的解析
2005.6.30 吉田　松生 京都大学大学院医学研究科・腫瘍生物学

講座

未分化型精原細胞の�ベルによるマウス精

子形成幹細胞の解析
2005.8.2 Dr. Priscilla Kate 

Tucker

Professor of Ecology and Evolutionary Biology, 

The University of Michigan

Genetic implication of hybrid breakdown in 

mice

   中畑　龍俊 （京都大学　大学院　医学研究科）

  　　　　　   「幹細胞を用いた再生医療の現状」

   中辻　憲夫 （京都大学　再生医科学研究所）

  　　　　    「ヒト ES 細胞株の樹立と医学創薬研究への応用」

   加藤　幸夫 （広島大学　大学院　医歯薬総合研究科）

  　　　 「ヒト間葉系幹細胞のマーカー遺伝子を用いた品質検定」

   梅澤　明弘 （国立成育医療センター研究所）

   「育成バイオリソースとしての 小児軟骨・胎盤・臍帯血・子宮内膜・月経血・皮膚・脂肪」

   三好　浩之（理化学研究所　バイオリソースセンター）

   「レンチウイルスベクターを利用した幹細胞研究の可能性」

    石渡　勇　（石渡病院細胞生物学研究所）

  　　　　   「In vitro におけるマウス胚発生と固体形成 ～ヒト胚細胞応用のための基盤技術開発～」

    中村　幸夫（理化学研究所　バイオリソースセンター）

    「細胞資源の充実による知的基盤整備への貢献 ～細胞材料の信頼性・安全性・倫理性・知的財産権～」

            主催：理化学研究所　バイオリソースセンター

 後援：文部科学省　ナショナルバイオリソースプロジェクト推進委員会

 入場：無
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2005.8.26 古谷ー清木　誠 科学技術振興機構　戦略的創造研究推進

事業継続研究課題近藤研究チーム

メダカを用いた変異体の系統的スクリーニ

ングによる器官構築機構の解析
2005.10.19 今井　賢治 Group Leader, 

GSF-National Research Center for Environment 

and Health Institute of Developmental Genetics

脊椎形成の発生分子遺伝学

2005.10.20 Dr. Pedro W. Crous Director, 

Centraalbureau voor Schimmelcultures,

Fungal Biodiversity Centre, Utrecht, The Netherlands

Reconciling mycology with phylogeny in 

phytopathogenic fungi

2005.10.13 Dr. Neil R. Smalheiser Psychiatry UIC Psychiatric Institute Challenges in Mammalian MicroRNA Target 

Prediction

〔平成 16 年度　業務報告会〕
日時 発表者 所属 発表タイトル

2005.1.12 井上　麻紀

木村　誠

動物ゲノム機能情報研究グループ

遺伝子材料開発室

ENU mutagenesis による新奇糖尿病モデルマ

ウスの作出と解析

プロモ − タ − バンクの整備業務
2005.2.2 吉木　淳

岩瀬　秀

実験動物開発室

情報解析技術室

系統維持過程で発見されたミュータントマ

ウスについて

提供業務について　

ー BRC システムデータモデルーー
2005.2.23 寛山　隆

阿部　訓也

細胞材料開発室

動物変異動態解析技術開発チーム

カニクイザル ES 細胞の維持および血液分化

誘導に有用な新規 Feeder 細胞の探索

MSM BAC リソースを用いた機能ゲノム解析

2005.3.23 三好　浩之

池　郁生

細胞運命情報解析技術開発

サブチーム

実験動物開発室

レンチウイルスベクターを利用した研究の

可能性

マウス感染症の実験への影響
2005.3.30 越後貫　成美

鈴木　基文

遺伝工学基盤技術室

微生物材料開発室

簡易凍結保存した精巣上体と精巣由来の精

子・精子細胞を用いたマウス産子の作出

BRC-JCM における酵母リソースの現状と展望

〔平成 17 年度　業務報告会〕
日時 発表者 所属 発表タイトル

2005.5.11 本多　新

横山　和尚

遺伝工学基盤技術室

遺伝子材料開発室

雌性生殖幹細胞の単離と分化誘導の試み

DNABank 事業の現状と今後の方向性
2005.5.25 目加田　和之

美野輪　治

実験動物開発室

ゲノム機能情報研究グループ

新規ミュータントマウスの発見とその解

析に向けて

マウスミュータジェネシスによる難聴モ

デル系統の樹立と解析
2005.6.15 三瀬　名丹

西條　薫

動物変異動態解析技術開発チーム

細胞材料開発室

マウス胚性幹細胞および胚性生殖細胞の

包括的遺伝子発現解析

細胞の品質管理 - 提供細胞の同定検査を終

えて
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2005.6.29 安部　洋

土井　貴裕

実験植物開発室

生体応答情報技術開発サブチーム

環境ストレス応答に関わる bHLH 転写制

御因子の解析とその周辺

免疫の最前線を担う転写因子 NF-kB

2005.7.7 杉本　道彦

土岐　秀明

動物変異動態解析技術開発チーム

ゲノム機能情報研究グループ

マウス t-complex 劣性致死遺伝子 tclw5 の

ポジショナルクローニング

マウス ENU ミュータジェネシスにおける

剖検スクリーニング
2005.7.20 藤田　美紀

深海　薫

植物分子生物学研究室

情報解析技術室

FOX hunting system によるシロイヌナズナ

転写因子の網羅的機能解析

文献成果検索システム開発にあたっての

問題点
2005.8.31 岡田元

廣瀬　美智子

微生物材料開発室

遺伝工学基盤技術室

RIKEN BRC における糸状菌部門の概要

遺伝工学基盤技術室における幹細胞樹立

とその応用 ─ ト�ンスジェニックマウス

作出成績について
2005.9.30 村田　武英

中田　初美

遺伝子材料開発室

実験動物開発室

核蛋白質 JDP2 の解析と DNA Bank 業務

理研バイオリソースセンターにおけるマ

ウス遺伝子判定作業について
2005.10.18 山口　智之

鈴木　智広

細胞運命情報解析技術開発

サブチーム

ゲノム機能情報研究グループ

レンチウイルスベクターを利用した新規

assay 法の開発

ENU Mutagenesis によるゲノムインプリン

ティング異常モデルマウスの探索
2005.11.11 三瀬　節子

小林　俊弘

生体応答情報技術開発サブチーム

実験植物開発室

転写因子 NFkappaB ファミリー RelA ノッ

クアウトマウスの免疫応答

シロイヌナズナにおける不定胚誘導系の

開発

4.　主な来訪者

＜平成 16 年度＞
日付 所　属　等 氏名

2004.11.17 National Taiwan University, College of Medicine Professor, Zee-Fen Chang 
他　台湾教育関係者 8 名

2004.12.07 中国科学院 上海分院 華仁長　　副院長　他 9 名
2004.12.13 北海道大学 西村紳一郎　　教授　他 3 名
2004.12.13 ノーステック財団 研究開発部 次世代ポストゲノム推進室 外村幹雄　　室長　
2004.12.14 スタンフォード大学小児科 中井浩之　先生
2004.12.16 理化学研究所　発生・再生科学総合研究センター                 

ゲノム�リプログ�ミングチーム
若山�彦　　チームリーダー　

2004.12.20 京都大学大学院 医学研究科 先端領域融合医学研究機構　
生態遺伝子機能解析グループ

宮川剛　　グループリーダー　

2004.12.24 InterBio Intelligence Offer 若林健市　　主席パートナー　
2004.12.27 福山大学 生命工学部 山口泰典　教授
2005.01.06 東京大学大学院 農学生命科学研究科 塩田邦郎　教授教授
2005.02.05 農水省 中央水産研究所 能勢健嗣　元　元所長　他 14 名
2005.02.28 文科省大臣官房会計課予算班 吉田潔　専門官　他 2 名
2005.03.17 独立行政法人 科学技術振興機構（JST） 起業化責任者　渡邉幸彦
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2005.03.24 台北駐日経済文化代表処� 科学技術部 科学技術部 葉清発　　部長　他 1 名
2005.03.24 文部科学省 研究振興局  学術機関課 芦立訓　　課長
＜平成 17 年度＞

日付 所　属　等 氏名
2005.04.05 鹿児島大学 園田俊郎　名誉教授
2005.04.28 独立行政法人 医薬基盤研究所 末松佐知子　プロジェクトリーダー
2005.05.12 財団法人 東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 米川博通　副所長
2005.05.12 株式会社 免疫生物研究所 清藤勉　代表取締役　他 1 名
2005.05.23 横浜市立大学 医学部 泌尿器病態学 小川毅彦　準教授
2005.06.06 Laboratory of Genetics, National Institute on Aging, 　　　　

National Institutes of Health
饗庭一博　先生

2005.06.30 京都大学大学院 医学研究科 腫瘍生物学講座 吉田松生　先生
2005.07.07 Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) Chairman. Philip Yeo　他 2 名
2005.07.07 シンガポール共和国大使館 林昀　一等書記官
2005.07.20 NPO 法人 サイエンス・コミュニケーション 林衛　理事　他 2 名
2005.07.21 東京大学大学院　理学系研究科 真行寺千佳子　助教授
2005.07.25 万有製薬株式会社 つくば研究所 吉田光昭　所長
2005.07.25 関西国際大学 経営学部 経営学科 稲邑清也　教授
2005.08.02 Ecology and Evolutionary Biology, the University of Michigan Professor. Priscilla Kate Tucker
2005.08.26 独立行政法人 科学技術振興機構（JST） 古谷 誠　先生
2005.10.06 Model Animal Research Center of Nanjing University Director/Professor. Gao, Xiang　他 5 名
2005.10.13 Psychiatry UIC Psychiatric Institute Dr. Pedro W. Crous
2005.10.14 内閣府政策統括官付（�イフサイエンス担当） 山本光昭　参事官
2005.10.19 GSF-National Research Center for Environment and Health 

Institute of Developmental Genetics
今井賢治　グループリーダー

2005.10.19 文部科学省 研究振興局 研究環境・産業連携課 青木良憲　専門官　他 1 名
2005.10.20 ヒューマンサイエンス振興財団研究資源委員会 久田孝光　氏他 
2005.11.04 フ�ンス大使館 科学技術部 Director. Louis Rechaussat　他 1 名
2005.11.08 沖縄科学技術研究基盤整備機構 遠藤昌吾　代表研究者
2005.11.18 シスメックス株式会社 学術部一課 山崎正稔　氏
2005.11.29 台湾国家実験研究院 実験動物センター Liang, San-Chi　所長　他 9 名


