
 

 

 

 

 

Ⅱ 生医研セミナー（多階層生体防御システム拠点） 
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第６１６回 平成２４年４月１３日（金） 

斎藤 通紀 

（京都大学 大学院 医学研究科 機能微細形態学 教授） 

“Mechanism and reconstitution in vitro of germ cell specification in mice” 

（seminar in English） 

 

第６１７回 平成２４年４月１０日（火） 

中山 雅敬 

（Max-Planck-Institute for Molecular Biomedicine Department of tissue morphogenesis 

客員研究員・日本学術振興会海外特別研究員） 

“Spatial regulation of VEGF receptor endocytosis in angiogenesis” 

 

第６１８回 平成２４年５月１１日（金） 

吉村 昭彦 

（慶応義塾大学 医学部 微生物学・免疫学教室 教授） 

「IL-23-IL-17 軸による臓器損傷後の炎症制御―脳梗塞モデルを中心に」 

 

第６１９回 平成２４年４月１７日（金） 

宮脇 敦史 

（理化学研究所 脳科学総合研究センター 細胞機能探索チーム・チームリーダー） 

「細胞の品格」 

 

第６２０回 平成２４年５月２８日（月） 

望月 一史 

（IMBA―オーストリア科学アカデミー 

Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences (IMBA)） 

“Epigenetic regulation of DNA elimination in Tetrahymena” （seminar in English） 

「海外で独立したラボを持つってどんな感じ？（欧州編）」 
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第６２１回 平成２４年５月３０日（水） 

Dr. Maria Elena Torres-Padilla 

（Department of Stem Cell and Developmental Biology, IGBMC Strasbourg, France） 

“Epigenetic mechanisms in early mammalian development” （seminar in English） 

 

第６２２回 平成２４年５月８日（火） 

清野 宏 

（東京大学 医科学研究所 感染・免疫部門 炎症免疫学分野 教授 

/ 東京大学 医科学研究所 所長） 

“Mucosal Integrated Trialogue Regulation System for Mutualism, Inflammation and 

Elimination” （seminar in English） 

 

第６２３回 平成２４年６月２５日（月） 

甲斐 歳恵 

（Senior Principal Investigator / Adjunct Associate Prof. 

Temasek Lifescience Laboratories, Department of Biological Science 

The National University of Singapore） 

“Tudor domain proteins and Piwis function in nuage for piRNA amplification in stem 

cells and germline cells” （seminar in English） 

「海外で独立したラボを持つってどんな感じ？（シンガポール編）」 

 

第６２４回 平成２４年６月１１日（月） 

内匠 透 

（広島大学 大学院 医歯薬保健学研究院 教授） 

「自閉症の病態理解に向けたヒト型マウスモデルの創出」 

 

第６２５回 平成２４年６月１２日（火） 

宮川 剛 

（藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 システム医科学研究部門 教授） 

「精神疾患の中間表現型としての未成熟歯状回」 

 

第６２６回 平成２４年７月４日（水） 

審良 静男 

（大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 教授・拠点長） 

「転写後制御による免疫応答」 
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第６２７回 平成２４年７月３日（火） 

杉村 竜一 

（Stowers Institute for Medical Research Linheng Li laboratory） 

“Non-canonical Wnt Signaling Maintains Hematopoietic Stem Cell through Flamingo 

and Frizzled8 in the Niche” 

      「Studying Abroad for PhD: アメリカでサイエンティストとして生きる学生の体験」 

 

第６２８回 平成２４年７月２０日（金） 

倉岡 功 

（大阪大学 大学院 基礎工学研究科 物質創成専攻 機能物質化学領域 

生体機能化学グループ 准教授） 

「ヒト Endonuclease V の新規機能」 

 

第６２９回 平成２４年８月２３日（木）  

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） 

「インスリン作用のシステム生物学」 

 

第６３０回 平成２４年９月３日（月） 

Jonathan Heddle 

（Initiative Research Scientist Head of Heddle Initiative Research Unit RIKEN） 
      “Bionanoscience and Aging” 

 

第６３１回 平成２４年９月２４日（月） 

Bernard Malissen 

（Centre d’ Immunologie de Marseille-Luminy, Marseille, France.） 

“LAT signaling pathology: a T-cell dependent, B cell autoimmune condition without 

T cell self-reactivity” 
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第６３２回 平成２４年１０月１日（月） 

Luigi Naldini, M.D., PhD. 

（Professor, San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy and Vita Salute San 

Raffaele University, Milan, Italy） 

“Near-Complete Genetic Engineering of Hematopoiesis with Substantial Therapeutic 

Benefit in Metachromatic Leukodystrophy after Lentiviral Hematopoietic Stem Cell 

Gene Therapy” 

 

第６３３回 平成２４年１０月１７日（水） 

杉田 有治 

（理化学研究所 基幹研究所 杉田理論分子科学研究室 主任研究員） 

「京コンピュータによる細胞内分子ダイナミクスの解析」 

 

第６３４回 平成２４年１１月９日（金） 

有田 恭平 

（京都大学 工学研究科 生体分子機能化学講座 助教） 

「エピジェネティクス情報の書き込み、読み取り、継承に関与するタンパク質の 

構造生物学」 

 

第６３５回 平成２４年１０月２４日（水） 

松野 浩嗣 

（山口大学 大学院 理工学研究科 教授） 

「ハイブリッドペトリネットによる細胞内反応ネットワークのモデル化と 

シュミレーション」 

 

第６３６回 平成２４年１１月８日（木） 

松本 明郎 

（千葉大学 大学院 医学研究院 薬理学 准教授） 

「Transfer and restriction of nitric oxide as a bullet molecule from cell to cell 

（細胞間をつなぐ一酸化窒素シグナルの役割と制御）」 
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第６３７回 平成２４年１２月１８日（火） 

      池尾 一穂 

      （国立遺伝学研究所 生命情報研究センター 准教授 

 総合研究大学院大学 遺伝学専攻 併任） 

      “Data analysis of NGS large-scale genomics data: Genome-transcriptome-cell”  

（seminar in English） 

 

第６３８回 平成２５年１月２１日（月） 

      藤本 明洋 

      （理化学研究所 ゲノム医科学研究センター 上級研究員） 

      “Comprehensive analysis of genetic variation by whole genome sequencing”  

（seminar in English） 

 

第６３９回 平成２５年２月１４日（木） 

      柚崎 通介 

      （慶応義塾大学 医学部 生理学教室 教授） 

      「C1q補体ファミリー：中枢神経系のシナプス形成と機能を制御する古くて新しい 

分子（The C1q complement family complements synapses‐old but new synaptic 

organizers in the CNS）」 

 

第６４０回 平成２５年２月８日（金） 

      馬見塚 拓 

      （京都大学 化学研究所 教授） 

      「代謝ネットワークからのマイニング：Mining Metabolic Networks through Gene 

Expression」 

 

第６４１回 平成２５年２月１５日（金） 

      Dr. Jens V. Stein 

      （Theodor Kocher Institute University of Bern, Switzerland） 

      “Mechanisms of T cell trafficking in vivo” 
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第６４２回 平成２５年３月１２日（火） 

      Kyung-Mi Lee 

      （Professor, Department of Biochemistry, Korea University Medical School） 

      “A Novel Method to Generate Highly Cytotoxic Human NK Cells for the treatment of 

Cancer” 

 




