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生医研セミナー（多階層生体防御システム研究拠点） 

 
 

第７１５回 平成２８年４月２５日（月） 

 竹本 和広 

 （九州工業大学 生命情報工学科 准教授） 

 「オミクスデータから代謝ネットワークを通して生物－環境相互作用を推定する」 

  

第７１６回 平成２８年５月１７日（火） 

 John R. McCarrey 

 （University of Texas, San Antonio, USA） 

 「Two privileged cell types - germ cells and stem cells –maintain enhanced genetic 

integrity」 

 （Seminar in English） 

  

第７１７回 平成２８年６月１４日（火） 

 Philippe KOURILSKY 

 （Professor Emeritus at the Collège de France Honorary Director-General 

 of the Pasteur Institute, Member of the French Academy of Sciences） 

 「An alternative conception of immunity, self and non-self.」 

 （Seminar in English） 

  

第７１８回 平成２８年７月４日（月） 

 築山 忠維 

 （北海道大学大学院 医学研究科 生化学講座 医化学分野 助教） 

 「RNF43 による Wnt シグナル調節機構と恒常性維持」 

  

第７１９回 平成２８年７月７日（木） 

 清水 孝雄 

 （国立国際医療研究センター 理事、脂質シグナリングプロジェクト長） 

 「生理活性脂質から、膜脂質へ」 

  

第７２０回 平成２８年８月５日（金） 

 小川 誠司 

 （京都大学大学院 医学研究科 腫瘍生物学講座・教授） 

 「A unique mechanism of cancer immune evasion」 
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第７２１回 平成２８年９月１２日（月） 

 杉井 重紀 

 （A*STAR シンガポールバイオイメージング研究所 グループリーダー、 

 Duke-NUS 医学系大学院 助教授） 

 「Adipose-derived Stem Cells : Potential for Metabolic Reprogramming」 

 （Seminar in English） 

  

第７２２回 平成２８年１０月４日（火） 

 Mari Shinohara 

 （Associate Professor, Department of Immunology, Duke University） 

 「Innate immunity and CNS autoimmune disease」 

  

第７２３回 平成２８年１０月７日（金） 

 北村 大介 

 （東京理科大学 生命医科学研究所 分子生物学研究部門） 

 「外来抗原に対して抗体を産生しても普通はアレルギーにならない理由」   

  

第７２４回 平成２８年９月２８日（水） 

 Richard A. Rachubinski 

 （Professor and Chair, Department of Cell Biology, University of Alberta,Canada） 

 「Defining molecular events of peroxisome biogenesis at the endoplasmic reticulum」 

  

第７２５回 平成２８年１０月１８日（火） 

 宮本 真理 

 （株式会社オックスフォード・ナノポアテクノロジーズ テクニカルアプリケーション 

マネージャー） 

 「オックスフォード・ナノポア社シークエンサーMinION の基礎と活用事例、今後の 

開発ロードマップについて」 

  

第７２６回 平成２８年１２月８日（木） 

 Feng Shao 

 （National Institute of Biological Sciences, Beijing） 

 「Pyroptosis in anti-bacterial immunity: sensing & execution」 
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第７２７回 平成２８年１２月９日（金） 

 Chukwuemeka George Anene-Nzelu 

 （Cardiovascular Research Institute, Yong Loo Lin School of Medicine,  

National University of Singapore） 

 「Role of OGG1-dependent DNA repair in stress-induced heart failure」 

 （Seminar in English） 

  

第７２８回 平成２８年１２月１６日（金） 

 山野 友義 

 （ミュンヘン大学 免疫学部門・博士研究員） 

 「胸腺に存在する B細胞の特徴と役割」 

  

第７２９回 平成２８年１２月２１日（水） 

 川崎  善博 

 （東京大学 分子細胞生物学研究所 准教授） 

 「The tumor suppressor APC and Wnt signaling in colorectal cancer」 

 （Seminar in English） 

  

第７３０回 平成２８年１２月２１日（水） 

 秋山 泰身 

 （東京大学 医科学研究所 分子発癌分野 准教授） 

 「Mechanisms underlying differentiation and functions of immune  

tolerance-inducing thymic epithelial cells」 

 （Seminar in English） 

  

第７３１回 平成２８年１２月２１日（水） 

 馬場 義裕 

 （大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 分化制御研究室 特任准教授） 

 「The impact of B cells on the regulation of immune diseases and underlying 

Mechanisms」 

 （Seminar in English） 

  

第７３２回 平成２９年２月１３日（月） 

 小林 久隆 

 （Chief/ Senior Investigator, Laboratory of Molecular Theranostics 

  Molecular Imaging Program, National Cancer Institute, NIH, USA） 

 「がんの近赤外光線免疫療法」"Near Infrared Photoimmunotherapy for Cancer" 
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第７３３回 平成２９年１月１７日（火） 

 金山 剛士 

 （デューク大学 免疫学部門・リサーチアソシエート） 

 「真菌感染症における自然免疫恒常性の維持機構」 

  

第７３４回 平成２９年３月３日（金） 

 三五 一憲 

 （東京都医学総合研究所・糖尿病性神経障害プロジェクトリーダー） 

 「ニューロン・シュワン細胞培養系の確立と末梢神経病態への応用」 

  

第７３５回 平成２９年２月８日（水） 

 斎藤 典子 

 （IMEG, Kumamoto University） 

 「Nuclear domains implicated in gene regulations and diseases: 

the nucleolus and RNA clouds」 

 （Seminar in English） 

  

第７３６回 平成２９年１月２６日（木） 

 今井 猛 

 （理化学研究所 多細胞システム形成研究センター・チームリーダー） 

 「神経回路の動作原理と設計原理」 

  

第７３７回 平成２９年３月９日（木） 

 諸石 寿朗 

 （カリフォルニア大学サンディエゴ校  ムアーズがんセンター・博士研究員） 

 「Hippo 経路による組織恒常性の維持機構 －再生医療とがん治療への応用に向けて－」 
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