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BRC Seminars & Progress Reports
BRC セミナーと研究業務報告会

○ BRC セミナー
【2008 年度】

年月日 講師 所属 テーマ
2008.5.12 Dae-Yeul Yu Director, Disease Model Research Center

Korea Research Institute of Bioscience and 
Biotechnology (KRIBB)

HBx plays an essential role in inducing HCC
as well as metabolic diseases in mice

2008.6.18 Arvind 
Govindarajan

The Picower Institute for Learning and 
Memory, Howard Hughes Medical 
Institute, Department of Biology and 
Department of Brain and Cognitive 
Sciences, Massachusetts Institute of 
Technology

The Clustered plasticity model of long-term 
memory studied using two-photon microscopy and 
single-synapse glutamate uncaging.

2008.7.22 塚本 智史 放射線医学総合研究所 基盤技術セン
ター　技術員

マウス初期発生におけるオートファジーの新
たな生理機能の解明

2008.9.25 柊 卓志 Mammalian Development Laboratory
Max-Planck Institute for Molecular 
Biomedicine / 
京都大学 物質－細胞統合システム拠
点　拠点教授

Unique principles in early mammalian development
哺乳類初期発生プログラムの基本原理

2008.10.7 井川 洋二 理化学研究所　名誉研究員 /
東京医科歯科大学　客員教授

『理研筑波センターで続けた Friend 病病因論』
回顧録と生物哲学

2008.10.22 Steve Gerondakis Professor, The Macfarlane Burnet Institute 
for Medical Research and Public Health

Does the Rel/NF-kB pathway really have a
developmental role in the T cell lineage?

2008.10.22 滝 剣朗
潘 建治

村田 武英
井鍋 久美子
益﨑 智子

理研 横浜研究所 安全管理室
理研 BRC 遺伝子材料開発室
理研 BRC 遺伝子材料開発室
理研 BRC 遺伝子材料開発室
理研 BRC 遺伝子材料開発室

組換えアデノウイルスの取扱に関するテクニ
カルセミナー

2008.11.10 Chi-chung Hui Senior Scientist and Head, Program in 
Developmental & Stem Cell Biology, The 
Hospital for Sick Children / 
Professor, Department of Molecular 
Genetics, University of Toronto

Regulators of Gli transcription factors
in mammalian Hedgehog signaling

2008.11.11 伊藤 守 （財）実験動物中央研究所 免疫研究室
室長

ヒト化マウス作製に有用な重度免疫不全 NOG
マウスの基礎と応用

2008.12.17 中別府 雄作 九州大学 生体防御医学研究所 脳機能
制御学分野　教授

活性酸素によるゲノム障害とその防御機構 -
モデルマウスを用いた発がんと神経変性の解
析 -

2009.1.29 佐 渡 敬 国立遺伝学研究所 人類遺伝研究部門
　助教

X 染色体不活性化を担う Xist 遺伝子のアンチ
センス制御機構

2009.3.9 柏 倉 幾 郎 弘前大学大学院 保健学研究科　教授 ヒト造血幹細胞の放射線感受性と曝露細胞か
らの造血再生への試み

【2009 年度】
年月日 講師 所属 テーマ

2009.4.21 久保田 健夫 山梨大学大学院 環境遺伝医学講座　
教授

環境要因に基づくエピジェネティクス疾患 - 
胎生期低栄養によるエピジェネティクス変化
の可能性 -

2009.5.12 海老原 史樹文 名古屋大学大学院 生命農学研究科　
教授

マウスの「行動的絶望」を制御する遺伝子の
特定

2009.6.15 西 田　幸 二 東北大学大学院 医学系研究科　教授 幹細胞研究と角膜再生医療
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年月日 講師 所属 テーマ
2009.7.9 Je Kyung Seoung Associate Professor, Laboratory of 

Developmental Biology and Genomics, 
College of Veterinary Medicine, Program 
for Cancer Biology, Interdisciplinary 
Program for Bioinformatics, Seoul 
National University

Great Role of SNUR4 on adipogenesis and 
tumorigenesis via KO mouse study.

2009.8.4 鈴木 仁 北海道大学 大学院地球環境科学研究
院 生態遺伝学分野　准教授

野生ネズミ類の多様性の歴史とゲノム学への
活用

○研究業務報告会
【2008 年度】

年月日 発表者 所属 発表タイトル
2008.4.24 安部 洋

池 郁生

実験植物開発室

実験動物開発室

シロイヌナズナゲノム情報を利用したハクサ
イゲノムリソースの整備̶モデル植物から作
物への展開
マイクロ流体チップを用いる微量血清検査方
法の開発

2008.5.8 岡田 元

檀上 稲穂

微生物材料開発室

細胞材料開発室

糸状菌類の収集保存の現状：IAM 移管株を中
心に
細胞材料開発室におけるモンゴロイド少数民
族コレクションの整備と今後の展望

2008.5.22 井鍋 久美子
益崎 智子

福村 龍太郎

遺伝子材料開発室
遺伝子材料開発室
新規変異マウス研究開発チーム

遺伝子セットサブバンクの有効活用（1）
遺伝子セットサブバンクの有効活用（2）
Gene-driven mutagenesis による変異マウス解
析：変異スクリーニング法の検討

2008.6.12 黒森 崇 篠崎連携研究グループ シロイヌナズナのサチュレーション・ミュー
タジェネシスと変異体を用いたフェノーム解
析

2008.6.26 越後貫 成美

金田 秀貴

遺伝工学基盤技術室

マウス表現型解析開発チーム

顕微授精技術を利用した超迅速コンジェニッ
ク化技術の確立
C57BL/6J 系統の凍結精子における生産系の確
立－融解後精子の受精能の安定化へ向けて－

2008.7.10 深海 薫

土岐 秀明

情報解析技術室

疾患モデル評価研究開発チーム

情報整備事業から見たバイオリソースセン
ターの動向
ENU 誘発突然変異マウス詳細病態解析に基づ
くヒト腎不全症候群モデルとしての有用性

2008.7.24 曹 麗琴
高島 昌子

動物変異動態解析技術開発チーム
微生物材料開発室

In vivo imaging in live animals
微生物リソースのカルチャーコレクション／
BRC における MTA に関する問題点

2008.8.28 桝屋 啓志

北浦 靖之

マウス表現型知識化研究開発ユニット

実験動物開発室

マウス表現型を体系的に整理するための情報
基盤の開発
理研 BRC マウスリソースの情報発信および新
規変異マウスの発見

2008.9.11 須藤和寛
山田郁子

細胞材料開発室
マウス表現型解析開発チーム

ヒト羊膜由来間葉系細胞の造血支持能の解析
マウスクリニック行動解析パイプラインの紹
介と基準系統の解析

2008.9.18 小林 正智
小林 俊弘

実験植物開発室
実験植物開発室

実験植物開発室の開発課題について
トランスクリプトーム解析による植物培養細
胞株の分類の試み

2008.10.2 川島 玲 遺伝子材料開発室 消化器癌に対する抗体結合性アデノウイルス
を用いた標的化遺伝子治療
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年月日 発表者 所属 発表タイトル
2008.10.9 持田 恵一 機能開発研究グループ イネーコムギーオオムギの比較ゲノム解析と

データベース TriMEDB (Triticeae Mapped EST 
Database)

2008.10.16 沼田 興治

太田 聡史

動物変異動態解析技術開発チーム

情報解析技術室

非翻訳 RNA の発現動態解析を目的としたカ
スタムマイクロアレイの開発
実験用マウスの筋骨格計算モデルの開発・外
挿困難性の克服に向けて

2008.11.13 藤岡 剛 / 栗田 良

平岩 典子

美野輪 治

細胞材料開発室

実験動物開発室

疾患モデル評価研究開発チーム

ES 細胞及び iPS 細胞を用いた高効率血液細胞
産生法の開発
理研バイオリソースセンターにおける寄託マ
ウスの SPF 化
ENU 誘発突然変異マウス表現型解析に基づく
ヒト非症候群性難聴モデルの開発

2008.12.18 村田 卓也 新規変異マウス研究開発チーム 理研ジーンドリブン・ミュータジェネシスに
よる b カテニン遺伝子点突然変異マウスの解
析

2009.1.22 三瀬 節子

井内 聖

野田 慎一

生体応答情報技術開発サブチーム

実験植物開発室

細胞運命情報解析技術開発サブチーム

バイオリソースとしての NF-kB 関連遺伝子
ノックアウトマウスの特性解析
シロイヌナズナ野生株・近縁種リソースの整
備
様々なストレス下におけるマウス造血幹細胞
の性状解析

2009.3.5 金 鎮文

工藤 卓二

遺伝工学基盤技術室

微生物材料開発室

Carrier ChIP 法を応用したマウス着床前胚のア
レル特異的ヒストン修飾解析
微生物材料開発室 (JCM) における Curator 業
務

2009.3.19 大久保 将人
小倉 淳郎

遺伝子材料開発室
遺伝工学基盤技術室

組換え大腸菌の長期保存技術の開発
遺伝工学基盤技術室の７年

【2009 年度】
年月日 発表者 所属 発表タイトル

2009.5.21 伊藤 隆
寛山 隆

微生物材料開発室
細胞材料開発室

JCM における広報活動について
ヒト ES 細胞からの血液細胞誘導およびマウ
ス ES 細胞を用いた赤血球分化の解析

2009.5.28 中田 初美
小林 佑理子

実験動物開発室
実験植物開発室

マウス遺伝子検査の簡便化、高度化の試み
シロイヌナズナ野生株を用いた集団遺伝学的
手法による銅ストレス耐性遺伝子の探索と同
定

2009.6.18 花田 耕介

井上 貴美子

篠崎連携研究グループ

遺伝工学基盤技術室

比較ゲノム解析を用いて同定された新規遺伝
子の機能探索
着床前クローン胚に見られる遺伝子発現異常

2009.7.2 牧野 茂

村田 武英

新規変異マウス研究開発チーム

遺伝子材料開発室のクローン検索プロ
グラムについて

ENU 誘発点突然変異マウスを用いたヘッジホ
グシグナル伝達系の逆遺伝学的解析
遺伝子材料開発室のクローン検索プログラム
について

2009.7.23 坂本 光央
茂木 浩未

微生物材料開発室
疾患モデル評価研究開発チーム

グラム陰性嫌気性桿菌の分類と品質管理
マウス・NMR メタボローム解析－ Pre-
symptomatic phenotype を捉えるための解析技
術開発

2009.8.27 三瀬 名丹
桝屋 啓志

動物変異動態解析技術開発チーム
マウス表現型知識化研究開発ユニット

動物変異動態解析技術開発チーム
マウス表現型情報の国際標準化と統合に向け

て


