
研究成果報告会 （第３期生） 

平成２６年１１月１１日（火） 
９：３０～１８：００ 

入場無料 
場所：東京ガーデンパレス(御茶ノ水) 
         平安の間 

TEL:(０３)３８１３-６２３１ 

細胞内で奏でられるシンフォニーを指揮する”エピジェネティクス” 

研究総括 

向井 常博 
西九州大学 学長 

浦  聖恵 
千葉大学 
「ヒストンH3K36メチル化酵素
WHSC1による核構造体を介し
た新規転写制御機構の解明」 

田上 英明 
名古屋市立大学大学院 

「複合体解析から挑む動的エピゲ
ノム制御と多様性」 

岡田 由紀 
東京大学 

「精子細胞の分化・成熟過程
におけるヒストン修飾の重要
性の解明」 

伊川 友活 
理化学研究所 
「免疫細胞の運命維持におけ
るエピジェネティック制御機構」 

岩本 和也 
東京大学 

「気分障害患者脳試料におけ
るシトシン修飾状態の解析」 

金田  るり 
慶應義塾大学 

｢エピジェネティック治療を目
指した心不全の病態解明｣ 

小林  慎 
科学技術振興機構 
 「 X染色体再活性化ライブイメー
ジング技術を用いた幹細胞研究｣ 

津中 康夫 
科学技術振興機構 
｢ FACTを介したクロマチンリモデ
リング機構の構造基盤｣ 

林  克彦 
九州大学 

｢始原生殖細胞の内因性リプログラミ
ング機構による幹細胞制御｣ 

佐々木 和樹 
科学技術振興機構 

｢ヒストン修飾の動態を可視化
検出するための系の確立」 

伊藤 秀臣 
北海道大学 

｢環境変動にともなう転移因子
と宿主のゲノム応答｣ 

 【プログラム】  
 詳細は裏面をご覧ください。 

【お問い合わせ先】 
さきがけ｢ｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｸｽの制御と生命機能｣ 
領域事務所 (畑田） 
E-mail:kahatada@epigenetics.jst.go.jp  
TEL:（０９５２）－９７－８５２３ 

URL: 
http://www.epigenetics.jst.go.jp 

主催(独)科学技術振興機構 

平谷 伊智朗 
理化学研究所 

「三胚葉分化直前の条件的ヘテロク
ロマチン形成の発生生物学的意義」 

平野 恭敬 
京都大学 

｢記憶タグとして機能するエピジェネ
ティクスの解明｣ 

西山 朋子 
名古屋大学 

｢コヒーシンによるクロマチン構造変換
の可視化と制御機構の解明｣ 

増井  修 
理化学研究所 
｢ Long non-coding RNA による転写
抑制機構の解明｣ 

【ご挨拶】  
遺伝子の多様な発現制御をつかさどるエピジェネティクスの重要性がますます認識されつつあります。 
 ライフサイエンス分野の戦略重点科学技術「生命プログラム再現科学技術」の戦略目標“細胞リプログ
ラミングに立脚した幹細胞作成・制御による革新的医療基盤技術の創出”に基づいて、科学技術振興機構
（JST）の戦略的創造研究推進事業として、さきがけ「エピジェネティクスの制御と生命機能」領域が平
成21年に発足しました。 
 (1) エピジェネティクス制御機構の解明  (2) 生命現象とエピジェネティクスの関わり解明 
 (3) エピジェネティクスの多様性や異常に関わる疾患の解析  
 (4) エピジェネティクスに関わる技術開発 
について研究を進めてまいりました。このたび、21年度採択2名・22年度採択1名・23年度採択13名の研究
者の研究終了に際し、その研究成果を一般公開報告させていただき、皆様から幅広い見地からの忌憚のな
いご意見やご助言を賜り、本領域の研究をさらに発展させることを願っております。 

研究総括 向井常博 

夏目 やよい 
科学技術振興機構 
「発生を制御するヒストン修
飾動態のin silico解析」 



「エピジェネティクスの制御と生命機能」領域 

研究成果報告会 (第３期採択者) 

【ご挨拶】  

 遺伝子の多様な発現制御をつかさどるエピ

ジェネティクスの重要性がますます認識されつつ
あります。 
 ライフサイエンス分野の戦略重点科学技術「生
命プログラム再現科学技術」の戦略目標“細胞リ
プログラミングに立脚した幹細胞作成・制御によ
る革新的医療基盤技術の創出”に基づいて、科学
技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業
として、さきがけ「エピジェネティクスの制御と
生命機能」領域が平成21年に発足しました。 
 (1) エピジェネティクス制御機構の解明 
 (2) 生命現象とエピジェネティクスの 
       関わり解明 
 (3) エピジェネティクスの多様性や異常に 
    関わる疾患の解析 
 (4) エピジェネティクスに関わる技術開発 
について研究を進めてまいりました。このたび、
21年度採択2名・22年度採択1名・23年度採択13名
の研究者の研究終了に際し、その研究成果を一般
公開報告させていただき、皆様から幅広い見地か
らの忌憚のないご意見やご助言を賜り、本領域の
研究をさらに発展させることを願っております。 

研究総括 向井常博 

会場：東京ガーデンパレス  (平安の間） 

〒１１３－００３４東京都文京区湯島１丁目７番５号 
TEL ： （０３）３８１３－６２３１ 

【プログラム】(仮題）   
 ９：００ 開場・受付開始 
 ９：３０ 開会の挨拶 研究総括 向井常博  （西九州大学 学長）   
 ９：４０ 「免疫細胞の運命維持におけるエピジェネティック制御  
      機構｣            （理化学研究所） 伊川 友活     
１０：０５ 「三胚葉分化直前の条件的ヘテロクロマチン形成の発 
       生生物学的意義」     （理化学研究所） 平谷 伊智朗 
１０：３０ ｢始原生殖細胞の内因性リプログラミング機構による幹 
      細胞制御」              （九州大学） 林 克彦 
１０：５５ ｢気分障害患者脳試料におけるシトシン修飾状態の解 
      析｣                     （東京大学） 岩本 和也 
１１：２０ 「エピジェネティック治療を目指した心不全の病態解明」 
                           （慶應義塾大学） 金田 るり 
１１：４５ 「ヒストン修飾の動態を可視化検出するための系の確 
      立」          （科学技術振興機構） 佐々木 和樹  
１２：１０ <  昼           食  > 
１３：１０ 「 X染色体再活性化ライブイメージング技術を用いた幹 
      細胞研究」        （科学技術振興機構） 小林 慎 
１３：３５ 「 Long non-coding RNA による転写抑制機構の解明」  
                          （理化学研究所 ） 増井 修  
１４：００ 「コヒーシンによるクロマチン構造変換の可視化と制御 
      機構の解明」         （名古屋大学） 西山 朋子 
１４：２５ 「環境変動にともなう転移因子と宿主のゲノム応答」  
                         （北海道大学） 伊藤 秀臣 
１４：５０     <  休            憩  > 
１５：１０ 「記憶タグとして機能するエピジェネティクスの解明｣    
                                               （京都大学） 平野 恭敬 
１５：３５ 「 FACTを介したクロマチンリモデリング機構の構造基 
      盤」                   （科学技術振興機構） 津中 康央 
１６：００ 「複合体解析から挑む動的エピゲノム制御と多様性」 
                （名古屋市立大学大学院） 田上 英明 
１６：２５ 「発生を制御するヒストン修飾動態のin silico解析」 
                  （科学技術振興機構） 夏目 やよい 
１６：５０ 「精子細胞の分化・成熟過程におけるヒストン修飾の重 
      要性の解明」           （東京大学） 岡田 由紀 
１７：１５ 「ヒストンH3K36メチル化酵素WHSC1による核構造体を 
      介した新規転写制御機構の解明」 
                           （千葉大学） 浦 聖恵 
１７：４０ 講評    研究総括 向井常博  （西九州大学 学長）  
      閉会の挨拶     (独） 科学技術振興機構  
１８：００ 閉会   

〔お問い合わせ先〕 
〒８４０－０８０３ 佐賀県佐賀市栄町２番８号 
          JA佐賀市中央ビル７０３ 
「エピジェネティクスの制御と生命機能」領域事務所 
TEL：（０９５２）９７－８５２３ FAX：（０９５２）９７－８５２４ （畑田） 
 E-mail: khatada@epigenetics.jst.go.jp 
URL :  http://www.epigenetics.jst.go.jp/houkokukai / 

口頭発表:15分、質疑応答10分 

平成２６年１１月１１日(火） 


