
 

生命科学系 GCOEネットワーク・フォーラム 2010 
平成 22年 2月 21日（日）メルパルク京都 

 

プログラム 
 （6階 D 会議室） （6階 C 会議室） 

12:30~13:00 参加受付 

13:00~13:05 開会挨拶 

 
13:05~14:17 
 

拠点リーダーによる講演会Ｉ 

司会：島本 功（講演 8分、質疑応答 4分） 
 
大隅 典子（東北大学） 
小泉 至（群馬大学） 
宮下 保司（東京大学） 
徳永 万喜洋（東京工業大学） 
近藤 孝男（名古屋大学） 
阿形 清和（京都大学） 

14:00~ 
ポスター掲示 

14:17~14:32 コーヒーブレーク（15分） 

14:32~15:44 
 

拠点リーダーによる講演会 II 

司会：阿形 清和（講演 8分、質疑応答 4分） 
 
難波 啓一（大阪大学） 
片岡 徹 （神戸大学） 
島本 功 （奈良先端科学技術大学院大学） 
藤木 幸夫（九州大学） 
粂 昭苑 （熊本大学） 
吉川 信也（兵庫県立大学） 

ポスター発表 
 

15:44~16:00 コーヒーブレーク（16分） 

16:00~17:15 
 

パネルディスカッション 

司会：島本 功 

パネラー： 

大隅 典子（東北大学） 
宮下 保司（東京大学） 
阿形 清和（京都大学） 
片岡 徹 （神戸大学） 
藤木 幸夫（九州大学） 

17:15~17:25 文部科学省関係者の挨拶 

17:25~17:40 
グローバルＣＯＥプログラム委員会委員 

田中隆治氏の挨拶 

17:40~18:25 
（７階スタジオ４において） 
ビジネスミーティング※（拠点リーダー、文科省担当者） 

ポスター発表 

18:30~19:30  懇親会 

 
※ビジネスミーティング 

当日は、文部科学省大学振興課大学改革推進室のご担当者が御出席下さり、第１回目フォーラム

と同様にビジネスミーティングにも御参加下さいます。拠点リーダー、副リーダーの皆様とのデ

ィスカッションを行いますので７階スタジオ 4にご移動ください。 
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ポスター発表 
 
A01-1 

 
Centrosomal Protein Ninein May Control Interkinetic Nuclear Migration in Neuroepithelial 
Cells 
篠原 広志（東北大学） 

 
A01-2 Uncovering new retinotectal projecion pathway in chick 

尾身 実（東北大学） 

 
 
A03-1 

 
減数分裂において微小管は染色体の組換えと分配を連携させる役割を担う 
佐藤 政充、角井康貢、山本正幸（東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻） 
 

A03-2 Aurora Bによるヒトシュゴシン Sgo2のリン酸化は染色体の接着と整列を制御する 
丹野 悠司（東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻） 

 
 
A04-1 

 
水深による光環境の変化への視覚の適応と婚姻色の進化と種の分化 
寺井 洋平（東京工業大学 大学院生命理工学研究科 生体システム専攻） 

 
A04-2 水晶発振子センサーを利用したタンパク質生合成過程の解析 

高橋 俊太郎（東京工業大学 大学院生命理工学研究科 生体分子機能工学専攻） 

 
A04-3 ユビキチン化の基質を系統的に同定する遺伝手法の開発 

− SCFユビキチンリガーゼによる細胞周期の新規制御機構の発見 
岸 努（東京工業大学 大学院生命理工学研究科 生命情報専攻） 

 
 
A05-1 

 
ショウジョウバエ視細胞の形態形成・維持機構 
佐藤 明子（名古屋大学） 

 
A05-2 In silico and in vitro binding studies predict novel sialic acid binding sites on the sialic acid 

binding Ig-like lectin-7 (Siglec-7) 
山川 奈緒（名古屋大学） 

 
A05-3 深水条件下における浮イネの節間伸長メカニズムの解明 

服部 洋子（名古屋大学） 

 
A05-4 細胞質分裂期の中央紡錘体微小管形成機構 

上原 亮太（名古屋大学） 

 
 
A06-1 

 
非コードＲＮＡから見るサル・マウス脳の違い 
今村 拓也（京都大学大学院理学研究科 生物科学専攻 グローバル COE 特別講座） 

 
A06-2 気孔の数を増やす新規ペプチドホルモン stomagen 

菅野 茂夫（京都大学大学院理学研究科 植物学教室 植物分子細胞生物学） 

 
 
A07-1 

 
イノシトールリン脂質代謝系の自己組織化ダイナミクス 
新井 由之（大阪大学 大学院生命機能研究科） 

 
A07-2 2光子カルシウムイメージング法を用いた、サル大脳皮質一次視覚野における方位地図の可視

化 
池添 貢司（大阪大学 大学院生命機能研究科） 

 

A07-3 量子ドットクラスターと光励起エネルギー移動 
宮崎 淳（大阪大学 大学院生命機能研究科） 

 



 

A07-4 Relationship between proton conductivity and the rate of torque-generation cycle of the 
proton-driven flagellar motor 
蔡 栄淑（大阪大学 大学院生命機能研究科） 

 

 
A08-1 

 
細胞間コミュニケーションを介した上皮の異常細胞排除機構 
井垣 達吏（神戸大学大学院医学研究科・細胞生物学分野） 

 
A08-2 極性上皮細胞におけるアピカル細胞膜領域の制御機構に関して 

田ノ上 拓自（神戸大学大学院医学研究科・神経情報伝達学分野） 

 
A08-3 ミスフォールディング蛋白質による細胞死の生物物理学 

濱田 大三（神戸大学大学院医学研究科・構造生物学分野） 

 
 
A09-1 

 
シロイヌナズナ ALARM CLOCK 1 を介した DNA脱メチル化とゲノムインプリンティングの確立 
池田 陽子（奈良先端大バイオ・GCOE リサーチグループ 植物生殖遺伝学） 

 
A09-2 Dynamic association of nucleation complexes with cortical microtubules in 

non-centrosomal microtubule arrays of plant cells. 
中村 匡良（奈良先端大バイオ・植物遺伝子機能学） 

 
A09-3 Cotranslational Targeting of XBP1 Protein to Membrane Promotes Cytoplasmic Splicing of 

its Own mRNA 
柳谷 耕太（奈良先端大バイオ・動物細胞工学） 

 
 
A10-1 

 
DHAによる脂肪酸 beta-酸化障害患者細胞のペルオキシソーム形態異常の回復 
糸山 彰徳（九州大学大学院システム生命科学府） 

 
A10-2 細胞内膜融合機構 p97/p47経路の新規必須因子 p87 

金子 弥生（九州大学大学院システム生命科学府） 

 
 
A11-1 

 
FGF signaling functions during the external genitalia development; toard the general 
understanding of FGF functions during the appendicular organogenesis. 
原田 理代（熊本大学） 

 
A11-2 分泌タンパク質の小胞体品質管理ネットワークの基盤構築 

~家族性アミロイドーシスの治療法開発研究から細胞系譜研究への応用~ 
佐藤 卓史（熊本大学） 

 
 
A12-1 

 
フェムト秒レーザーを用いた高感度赤外分光装置の開発 
久保 稔（兵庫県立大学大学院生命理学研究科） 

 
A12-2 DNA複製クランプ PCNAが介在するライセンス化因子 Cdt1の分解機構の解析 

塩見泰史、石井健士、西谷秀男（兵庫県立大学大学院生命理学研究科） 

 
 
A13-1 

 
Activity-dependent regulation of HCN1 protein in cortical neurons 
有光 威志（慶應義塾大学医学研究科 小児科学/薬理学教室） 

 
A13-2 Metabolomic profiling of the liver bearing human colon cancer metastasis in 

superimmunodeficient NOG mice 
大村 光代（慶應義塾大学医学研究科 医化学教室） 

 
 



 

ご案内 

 
【参加受付】 

・ 受付にてお名前・ご所属をご記名ください。名札をお渡しいたしますのでご着用ください。 
 
・ 懇親会に参加（事前登録制）される方は参加費￥3,000をお支払いください。 
 
・ クロークはございませんので、手荷物は各自でお持ちください。 
 
 
【拠点リーダーの先生方へ】 
・ 拠点リーダーの先生方はプレゼンテーション用パソコン（および必要な場合はコネクター）
をご持参下さい。発表８分、質疑応答４分です。 
 
・ 前講演者のプレゼン開始後、次演者は最前列の次演者席で待機してください。 
 
・ パネラーの皆様はフォーラム開始時より前列のパネラー席にご着席下さい。 
 
・ 参考資料として、紹介パンフレット等貴拠点で刊行された代表的な冊子を 50部程度ご持参く
ださい。郵送でも受付いたします。郵送される場合は 2/20必着で下記宛お送り下さい。 
 

〒600-8216 
京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676番 13 
メルパルク京都 2階事務所気付 2/21開催 GCOEフォーラム事務局あて 
 

 
 

【ポスター発表】 

・ 今回、ポスター発表はフォーラム後半と同時進行となります。ポスター掲示場所はコーヒー
ブレークおよび懇親会と同じ会場となりますので、ブレーク時および懇親会時も含めて積極的に

議論にご参加ください。 
 
・ 展示スペースは横幅 90cmで高さ 210cmです。ポスター上部に、演題名・発表者名・所属を
表記して下さい。使用言語は日本語・英語いずれでも結構です。 
 
・ ポスター貼付け時間は 14:00 以降です（14:00 以前はポスター会場に入れません）。パネルに
演題番号があらかじめ表示してありますので、所定のパネルに展示して下さい。また貼付け用の

画鋲を準備してありますのでご利用ください。 
 
・ 発表は懇親会終了時までとなっておりますが、懇親会に参加されない場合は適宜取り外して
お持ち帰りください。 
 
 
【お問い合わせ・連絡先】 
 
（前日まで） 

生命科学系 GCOEネットワーク・フォーラム 2010事務局 
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 COEオフィス 
Tel：0743-72-5974, Fax：0743-72-6255, E-mail：bs-coe@bs.naist.jp 

 
（当日） 

メルパルク京都 事務室 
Tel：075-352-7444 
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