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2019 遺伝研研究会(熊大発生研共催)  

「有性生殖にかかわる染色体・クロマチン・核動態に関する研究会」  

概要	
本研究会は生殖細胞発生、性分化、受精、減数分裂、初期発生など有性生殖に関連する

様々なテーマと生物種を題材とする染色体・核・クロマチン研究について意見交換と交流促進を目

的とする。有性生殖を題材とする研究でありながら、これまで細分化されていた異分野の研究者が

一同に会する場を提供することにより、枠組みにとらわれない新しい有性生殖研究のコミュニティーに

発展させることを目指す。さらに遺伝学研究所には染色体・クロマチン・核ダイナミクスを専門とする

研究者も多く、有性生殖研究の側面からの活発な交流が期待される。これまでこのような趣旨の研

究会は前例がなく、新たな試みとして遺伝研内外への一般公開で実施する。	
 

6/5(水)   1 日目  
受付 12:00 - 
懇親会参加費+弁当を希望の方は 4000 円 
懇親会参加のみ(弁当不要) 3500 円 をお支払い下さい。 
名札をお受け取りください。 
ゲストハウス宿泊の方は、宿泊費をお支払いいただき、鍵をお受け取り下さい。また、宿
泊費はおつりの無いようご準備ください。(シングル：2000 円，ツイン：1700 円，和室：
1600 円） 
 
トークは 1人 24 分(発表 18 質疑 6)。 
タイトなため座長の先生は時間厳守でセッションを進行させてください。なお１日目は送
迎バスの都合上進行システムを導入する場合がありますのでご了承ください。 
発表者の方は、直前の休憩時間にパソコン係までパソコンをお持ち下さい。 
ポスターは横 930mm×縦 1230mm.講堂内のボードに掲示してください。 
交通事情で遅れそうな時の連絡先 090-7905-4501(石黒) ishiguro@kumamoto-u.ac.jp 

 

 

開会(石黒) 1min 

セッション 1  (座長 中馬新一郎) 

12:40 - 13:04  岡田由紀 東京大学 定量生命科学研究所  

精子残存ヒストンの局在解析と加齢性変化の検討 

13:04 - 13:28  田中実  名古屋大学 理学研究科  

生殖細胞と性  

13:28 - 13:52  立花誠 大阪大学 生命機能研究科  

ほ乳類の生殖における抑制的ヒストン修飾の役割 

13:52 - 14:16  吉田松生 基礎生物学研究所  

マウス精子形成幹細胞の気ままな振る舞いとその制御 

 

14:16  - 14:26  10min コーヒーブレーク 
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セッション 2  (座長 井上梓) 

14:26 - 14:50  斎藤通紀 京都大学 高等研究院  

生殖細胞の発生機構の解明とその試験管内再構成 

14:50 - 15:14  山縣一夫 近畿大学 生物理工学研究科  

マウス受精卵における細胞核の再構成 

15:14 - 15:38  佐々木裕之  九州大学 生体防御医学研究所  

マウス卵子のエピゲノム制御ネットワーク  

15:38 - 16:02  黒岩麻里 北海道大学大学院 理学研究院  

Y 染色体をもたない哺乳類種の性染色体と性決定機構の進化 

 

16:02 -16:07 コーヒーブレーク 

 

セッション 3  (座長 北島智也)  

16:07  - 16:31   篠原彰 大阪大学 蛋白質研究所  

減数分裂期の染色体動態と組換えの制御機構 

16:31 - 16:55   野々村賢一  国立遺伝学研究所 植物細胞遺伝研究室  

植物の減数分裂進行を制御する Argonaute タンパク質 

16:55 - 17:19  石黒啓一郎 熊本大学 発生医学研究所   

体細胞分裂から減数分裂への切替え機構 

17:19 - 17:43 平岡泰 大阪大学 生命機能研究科 

減数分裂における相同染色体対合の仕組み 

17:43 - 18:07  Peter Carlton 京都大学 生命科学研究科  

染色体軸タンパク質による減数分裂前期の染色体ダイナミクスの制御 

 

18:15 –   送迎バスで御殿場・懇親会へ移動 40min 

19:10 – 20:30  懇親会 御殿場高原ビール麦畑 飲み放食べ放題 80min    

http://gkb.co.jp/mugibatake/open/  

 

21:10  いったん解散  2 次会(三島駅周辺) 参考資料 

ホテル宿泊の方、2次会に行く方は三島駅北口前で送迎バス降車、ロッジ宿泊で直帰の方
はそのまま送迎バスで遺伝研へ 
人数が読めないのでその場の流れで適当に 2次会やって下さい。  
降車場所は三島駅北口になります。二次会の飲食店は南口側に多くあります。 
三島駅は南口-北口の連絡通路がなく、入場券を買わないと行き来できません。買わずに
新幹線高架下を回り込むと１０分弱かかります。 
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6/6 (木)  2 日目 

8:30-8:50  セッション 4  ポスター演者 Short talk   (座長  酒井則良) 

工藤僚馬・M1 北海道大学 理学研究院 

性染色体に特異な進化を遂げたトゲネズミ属の X染色体不活性化機構 

池田善貴・M2 近畿大学 生物理工学研究科  

ライブセルイメージングおよび単一胚移植による産まれる発生パターンの解析 

波多野 裕・D1 近畿大学 生物理工学研究科 

エピゲノム編集によるマウス生殖系列細胞特異的なペリセントロメア/セントロメアの DNA

低メチル化状態の意義の解明 

上村修平・D3 九州大学 生体防御医学研究所 

エピジェネティック制御因子 Uhrf1 のマウス卵母細胞と着床前胚の細胞質における新機能  

竹本一政・ポスドク 熊本大学 発生医学研究所 

新規の減数分裂組換え制御因子  

水島秀成・助教、北海道大学 理学研究院 

ウズラの性染色体遺伝子ノックアウト技術の開発 

菊地真理子・助教、名古屋大学 理学研究科 

卵形成コミットメントの分子機構 

高田 幸・助教  熊本大学 発生医学研究所 

減数分裂 Pachytene exit に必要な Zinc finger 型タンパク質 

横林しほり・CiRA 特定助教 京都大学 医学研究科  

ヒト iPS 細胞株のエピゲノム多様性と生殖細胞系分化への影響 
前澤 創・講師 麻布大学 獣医学部 (ポスターのみ トーク無し) 
Super-enhancer switching drives a burst in germline gene expression at the mitosis-to-
meiosis transition 
ポスターセッションの時間が十分とれないため Short talk 2min 質疑なし。 
予めパワポ数枚にまとめて石黒までお送りください。 
ポスター説明・討論は昼食時間、休憩、飲み会などの合間にお願いします。 

 

セッション 5  (座長 岡田由紀)  

8:50-9:14  井上梓  理化学研究所 生命医科学研究センター 

母性ヒストンによるエピジェネティック遺伝機構 

9:14-9:38  齋藤都暁 国立遺伝学研究所 無脊椎動物遺伝研究室  
ショウジョウバエ卵巣におけるクロマチン制御機構 

9:38 -10:02 中馬新一郎 京都大学 再生医科学研究所  

生殖系列サイクルの発生段階に応じた遺伝的安定性の調節機構 

10:02 -10:26 山中総一郎 東京大学 理学系研究科  

マウス胎児期生殖細胞で起きるクロマチンリプログラミング 

 

10:26 -10:36 コーヒーブレーク 
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セッション 6  (座長 山縣一夫)   

10:36 - 11:00  林克彦  九州大学・医学研究科   

卵母細胞形成における性染色体の機能 

11:00 - 11:24 加藤譲 国立遺伝学研究所 発生工学研究室  

原始卵胞の形成と持続に関わる RNA 制御機構 

11:24 - 11:48 北島智也 理化学研究所 生命機能科学研究センター 

卵母細胞に特有な染色体分配の機構	

	

時間があれば記念撮影(時間調整)  

11:48 - 13:00  昼食 & ポスター討論  
お弁当希望した方は受け取って下さい。 
遺伝研食堂がご利用になれます。周囲にコンビニはありません。 

  

セッション 7 (座長 加藤譲) 

13:00 - 13:24  遠藤墾  大阪大学 微生物病研究所  

マウス精子形成における連続性 

13:24 - 13:48  中村輝 熊本大学 発生医学研究所 

ショウジョウバエ生殖質形成を促進する新規小タンパク質 

13:48 - 14:12 塩見春彦 慶應義塾大学 医学部 

ハムスター雌における PIWI-piRNA 経路の解析 

 

14:12  - 14:20 コーヒーブレーク 

 

セッション 8 (座長 山中総一郎) 

14:20 - 14:44 鐘巻将人  国立遺伝学研究所 分子細胞工学研究室 

染色体維持に寄与する相同組換え依存的 DNA 合成と減数分裂組換えの関係 

14:44 - 15:08  藤原靖浩  東京大学 定量生命科学研究所 

減数分裂前期での HORMAD１とコヒーシンによるクロマチンの制御 

15:08 - 15:32  山田貴富  東京大学大学院 総合文化研究科  

Chromatin-mediated regulation of meiotic recombination in fission yeast 

15:32 - 15:56  酒井則良  国立遺伝学研究所 小型魚類遺伝研究室  

ゼブラフィッシュにおける Meioc の核動態制御と Sycp2 の染色体制御 

  

15:58 閉会 (石黒)1min 
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会場の使用を 17:30 まで延長しました。余裕のある方は残って、次のシャトル（17:20）

までポスター発表なり Discussion をしていただくことも可能です。 

 

遺伝研 → 三島駅行きバス   

15: 26  市バス(遺伝研前バス停 正門外の通り沿い)    

16：20 遺伝研シャトルバス(正門前) 

16：29 市バス(遺伝研坂下バス停 正門外の通りの坂を下って徒歩 10 分) 

17：20 遺伝研シャトルバス(正門前)  

  

伊豆箱根交通 伊豆箱根タクシー 055-975-1000 

三島合同タクシー配車センター 055-975-0337 

富士急伊豆タクシー 0120-249-001 

ベルタクシー 三島営業所 055-971-5673 

平和タクシー 0120-748-814 
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2 次会参考資料   

二次会の店は三島駅南口側にあります。入場券を買って三島駅北口→南口通路をスルーしてくだ

さい。 

 

個室創作居酒屋 呑み蔵 三島駅前店 (収容人数 80 人, 個室 8～12 名様) 
050-3491-3293    三島市一番町 15-32 芹澤ビル 1F 三島駅南口 徒歩 1分 
 
海鮮居酒屋 はなの舞 三島南口店 (60 名様まで) 
050-3490-1425 三島市一番町 13-13 三島富士ビル 1F 三島駅南口徒歩 1分 
 
個室居酒屋 柚柚～yuyu～三島駅前店 (2 名様～200 名様) 
050-3373-7852 三島市一番町 13-13 三島フジミビル 5F 駅南口徒歩 2分 
 
日本海庄や  (44 名様) 
050-5841-8915 三島市一番町 15-19ＴＧビル 2階 駅南口 徒歩 1分 
 
鳥鶏‐Toridori‐ 三島店 (130 人, 45 人の半個室あり) 
https://r.gnavi.co.jp/hndmru2j0000/ 
三島市一番町 14-1 2F  三島駅 南口 徒歩 3分 
 
焼き鳥 さんこめ  少し小さめのお店だとこんなのもあります 
https://r.gnavi.co.jp/shcbysjb0000/ 
050-3374-3224   三島市一番町 13-10  三島駅 南口 徒歩 3分 
 
串揚げ・おでん ふたつめ 三島店 https://r.gnavi.co.jp/ab9r17av0000/ 
050-3476-9437    三島市一番町 9-43 太陽ビル 1F  三島駅 徒歩 2分 
 
彩食茶の間 Coo 三島本店 https://r.gnavi.co.jp/kzf1tyhh0000/ 
050-3463-5454   三島市一番町 3-2  三島駅 南口 徒歩 5分 
 
四季酒菜 風土 芝本町店 https://r.gnavi.co.jp/e186dzk50000/ 
050-3490-6777   三島市芝本町 9-12 三島駅南口徒歩 8分少し歩きますが美味しいです。 
 
(2)シックな BAR 
YUMOTO (カウンター9席、テーブル 10 席) 
https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22003105/ 
三島市 芝本町 10-7 三島駅より徒歩 10 分 三島広小路駅から 267m 055-981-5578 
 
Ishigaki 21 席 https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22000404/ 
三島市泉町 14-1 三島広小路駅から 153m  055-976-1444 
 
(3)カジュアルなワインバー 
vacanza 14 席 https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22010738/ 
三島市一番町 13-7 三島駅から 357m 055-976-1174 
 
たけじろう  (カウンター6席、テーブル１０席) 
https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22032956/ 
三島市一番町 13-27 三島駅南口より徒歩３分 050-5595-8869 
 
リトルノ (カウンター6席、テーブル 18 席、スタンディング 6名) 
https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22026052/ 
三島市泉町 14-16 1F 三島広小路駅より徒歩 5分  055-981-7557 
 
(4)日本酒 BAR 的な 
はつこ  https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22029276/ 
三島市広小路町 5-14 伊豆箱根鉄道・広小路駅より徒歩１分 050-5840-8251 予約不可 
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NEKO  (25 席) https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22025979/ 
三島市広小路町 11-13 ヴィラ広小路 1F  三島広小路駅から 148m 055-971-7440 
 
(5)0 時くらいまでやってる和食 
ひなよし  (28 席)  https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22001306/ 
三島市一番町 3-22 三島駅から、徒歩 5分 055-991-7171 
 
直よし(カウンター8席) https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22010695/ 
三島市一番町 12-23 三島駅から 336m  055-971-3119 
 
京 ごえん https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220501/22027238/ 
三島市 本町 1-27 本町山口ビル 1Ｆ西    三島広小路駅から 416m 
055-972-8154 
 
情報提供: 遺伝研 河﨑さん 今井さん 島田さん 
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遺伝研アクセス 

無料シャトルバス 三島駅北口→遺伝研正門   ほぼ１時間に一本（8：03 から） 

 

市バス: 三島駅南口 5番のりば 所要時間 20 分  (see 時刻表) 

行き先によって 寄りの下車バス停が異なります 

「柳本郷地行き」   遺伝研前下車 

「夏梅木行き」 「玉沢・社会保険病院行き」   遺伝研坂下で下車 坂上って徒歩 10 分 

 

タクシー 所要時間 15 分（1,500 円程度） 

伊豆箱根交通 伊豆箱根タクシー 055-975-1000 

三島合同タクシー配車センター 055-975-0337 

富士急伊豆タクシー 0120-249-001 

ベルタクシー 三島営業所 055-971-5673 

平和タクシー 0120-748-814 

 

 

当日のシャトルバスについてお知らせ 

6 月 5日 11:05 が約 14 名、12:05 が約 18 名の調査結果で、これらについてはおそらく問

題なくご乗車できる見込み。 

6 月 6日 8:03 に約 16 名の希望があり、遺伝研通勤者と重なってしまうため、のれても 7-

8 名程度との見込みです。なるべく三島駅南口発の 7:50 発「玉沢・社会保険病院行き」の

市バスに回ってください。なおこのバスルートでは遺伝研坂下の停車のため、そこから遺

伝研まで１０分弱徒歩になります。ご不便をおかけしますが、ご理解いただけますようお

願いします。 

 

帰りの 16:20 は多くの方が集中されています。乗れない場合は 16:29 遺伝研坂下発の市バ

スをご利用していただくことになりますので、ご承知おきください。なお、会場の使用を

17:30 まで延長しましたので、余裕のある方は残って、次のシャトル（17:20）までポスタ

ー発表なり Discussion をしていただくことも可能です。 
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2018.12.20改正（東海バス）

2019.3.16改正（JR東海）

シャトルバス
北口発

「柳郷地」行
南口5番バス乗り場

「夏梅木」行
南口5番バス乗り場

「玉沢・社会保険病院」行
南口5番バス乗り場

遺伝研正面玄関 遺伝研前 遺伝研坂下 遺伝研坂下

下り 上り
バス17分
+徒歩 0分

バス20分
+徒歩 2分

バス20分
+徒歩10分

バス20分
+徒歩10分

51 45 6 --- --- --- ---

27,57 07,24,35 7 --- --- ▲20 50

24,57 11,29 8 03,40 --- 55 ---

24,ひ46
,57

21,52,
ひ56

9 30 ●20 55 5

24,57 24,52 10 05 --- --- ●35

24,ひ46
,57

21,52,
ひ56

11 05 --- 0 ●35

24,57 24,52 12 05 0 --- ---

24,ひ46
,57

21,53,
ひ56

13 --- --- 0 35

24,57 24,52 14 05 --- 0 ---

24,ひ46
,57

21,52,
ひ56

15 05 0 --- 35

24,57 24,52 16 --- --- 0 35

24,ひ46
,57

21,52,
ひ56

17 03 ▲20 0 35

24,57 24,52 18 05 40 ▲0, 55 ---

24,28,
ひ46,57

21,52,
ひ56

19 05 --- --- 20

24,28,57 24,52 20 05 ▲10 ●50 ---

24,51 21,52 21 05 --- --- ---

13,40 21,44 22 --- --- --- ---

01,39 22 23 --- --- --- ---

平日のみ運行

年末年始・夏季休業中は運行しません

三島駅発　バス時刻表

　     路線名

     　   降車
　　   バス停

　時刻

新幹線
三島駅着 平日

▲は日祝日運休　　 ●は土日祝日運休

ひはひかり



2018.12.20改正（東海バス）

2019.3.16改正（JR東海）

シャトルバス
遺伝研正面玄関 発

遺伝研前 遺伝研坂下(Ａ)
遺伝研坂下(Ｂ)

 クリーニング店向かい

三島駅北口 三島駅南口 三島駅南口 三島駅南口

徒歩 0分
+バス17分

徒歩 2分
+バス20分

徒歩10分
+バス20分

徒歩10分
+バス20分

6 --- --- ●34 --- 51 26,45,56

7 40 --- ▲19, ▲49 12 27,57
07,16,24,

35,47

8 23 ●11 --- ●48 24,57
01,11,
29,52

9 03，47 46 24 ●48
24,ひ46

,57
21,52,
ひ56

10 25 --- 24 --- 24,57 24,52

11 25 --- 29 18
24,ひ46

,57
21,52,
ひ56

12 --- 26 --- 18 24,57 24,52

13 25 --- 29 ---
24,ひ46

,57
21,52,
ひ56

14 25 --- 29 18 24,57 24,52

15 --- 26 --- ---
24,ひ46

,57
21,52,
ひ56

16 20 --- 29 21 24,57 24,52

17 20 ▲46 29 18
24,ひ46

,57
21,52,
ひ56

18 25 --- ▲29 11 24,57 24,52

19 25 ▲6 --- ---
24,ひ46

,57
21,52,
ひ56

20 25 ▲36 --- --- 24,57 24,52

21 --- --- --- --- 24 24,52

22 --- --- --- --- 13,40 21

23 --- --- --- --- 01

平日のみ運行

年末年始・夏季休業中は運行しません

　 路線名

　  行き先

時刻

三島駅発
新幹線 平日

▲は日祝日運休　　 ●は土日祝日運休

ひはひかり

遺伝研発　バス時刻表

下り 上り



セミナー室 (Seminar room)

入口ホール(Entrance hall) 食堂 (Dining room) 

ツイン(Twin room) シングル (Single room)

For enquiry：
Office for Property Management/Receiving Inspection
Financial Affairs Section
phone:055-981-6703 ext.6703

お問合せ： 財務課 資産管理・検収室
ＴＥＬ055-981-6703 内線6703

厨房 (Kitchen) 

※ご予約は所内各研究室を通してお申し込みください。
Please ask your host lab for making a reservation.



施設の概要 ・宿泊室は全室バス・トイレ付です

階 別 室 区 分 面 積 室 数 室内備品…テレビ･エアコン･電気ポット･ドライヤー

洋室（シングル） 13㎡ 4 ･バスタオル･フェイスタオル･浴衣･石けん･スリッパ

食 堂 47㎡ 1 （シャンプー・歯ブラシ等はありません）

厨 房 1 無線LANによるインターネット接続可能（無料）

管 理 人 室 1 （食堂またはロビーにて使用可）

ホ ー ル 1 ・食事は各自で用意してください

洋室（シングル） 13㎡ 4 共用厨房…ガスコンロ･電子レンジ･炊飯器･トースター

セ ミ ナ ー 室 117㎡ 1 ･冷蔵庫･食器の利用可能（食材･調味料･ラップ等はありません）

和 室 （ 研 修 室 ） 36㎡ 1 ・洗濯室 リネン室…洗濯機（洗剤はありません）･乾燥機

給 湯 室 1

洋室（シングル） 13㎡ 2 ・宿泊施設は全館禁煙です

洋 室 （ ツ イ ン ） 30㎡ 2 ・チェックイン16：00～／チェックアウト10：00

施設使用料 ・利用できる方

シングル ¥2,000 　　本研究所に共同研究、非常勤講師、外国人研究員、

ツイン ¥3,400 　　用務で来所された方、そのほか所長が特に認めた方の

ツイン（1人使用） ¥2,500 　　利用が可能です

研修室 和室（１７畳） ¥1,600 ・利用できる日 12月28日～翌年1月4日を除く日

宿泊室

1

階

2

階

3

階

Facilities
 ・ All bedrooms are air-conditioned with bathroom.

 Supplies: TV set, electric kettle, hair dryer, bath/face towel,

single rooms 13㎡ 4  cotton robe, soap and slippers (Please bring your own 

dining room 47㎡ 1  toiletries such as shampoo and toothbrush)

kitchen 1 Wireless internet connection is available at the dining room

care taker's room 1  and lobby only. (free of charge).

hall 1  ・ Self-catering

single rooms 13㎡ 4  Kitchen equips gas cooker, microwave, rice cooker, toaster, 

seminar room 117㎡ 1  fridge/ freezer and tableware

training room 36㎡ 1  ・ Self-service laundry (detergent is not supplied),

kitchenette 1  tumble dryer and linen room

single rooms 13㎡ 2  ・ The whole area is no smoking.

twin rooms 30㎡ 2  ・ Check-in after 4:00pm / check-out no later than 10:00am

 ・ Eligibility to stay at the Guest House are: 

Room charge 　- Research collaborators

single ¥2,000   - Part-time lecturers

twin ¥3,400   - Domestic /overseas visitors
twin(for single use) ¥2,500   - Others approved by the Director-General

training room Japanese style ¥1,600

 ・ The Guest House is open all year round except

from 28th December to 4th January.

room area
number of

rooms

bed room

first

third

second

floor

施設内図 （ Floor Plan）

宿泊室 宿泊室

宿泊室 宿泊室 宿泊室宿泊室

宿泊室宿泊室

宿泊室宿泊室宿泊室
（ツイン）

宿泊室
（ツイン）

105 103 205
102 101

203

202 303201

305

301302ＵＢＵＢ

ＵＢ ＵＢ

ＵＢ ＵＢ

ＵＢ ＵＢ

ＵＢ

ＵＢ
ＵＢ
ｃ

ＵＢ
ｃ食堂厨房

ホール
玄関

管
理
人

室

倉庫

研修室（和室）

セミナー室

給湯室

屋上
(Roof top)

屋根

リネン室

洗濯室緩降機(非常用)
（Descending 
lifelines）

緩降機(非常用)
（Descending 
lifelines）

(Single )
(Single)

(Single)
(Single)

(Single room)

(Twin room)

(Twin room)

(Dining  room)            (Kitchen)

(Lounge)
(Entrance)

女子
便所

(Ladies)

男子
便所

(Gents)

男子
便所

(Gents)

(Training  room)
(Japanese style)

(Seminar room)

(Kitchenette) (Linen 
room)

(Laundry)



2019遺伝研研究会参加者名簿

氏名 所属 同行者 懇親会 弁当 ポスター 演題 同行者

1 井上梓 理化学研究所　生命医科学研究センター 1 2 0 0 母性ヒストンによるエピジェネティック遺伝機構 林陵也(大学院生)

2 遠藤墾 大阪大学　微生物病研究所　 0 1 1 0 マウス精子形成における連続性

3 岡田由紀　 東京大学・定量生命科学研究所　 0 1 1 0 精子残存ヒストンの局在解析と加齢性変化の検討

4 鐘巻将人　 国立遺伝学研究所　分子細胞工学研究室 0 1 0 0 染色体維持に寄与する相同組換え依存的DNA合成と減数分裂組換えの関係

5 北島智也 理化学研究所 生命機能科学研究センター　 0 1 1 0 卵母細胞に特有な染色体分配の機構

6 齋藤都暁　 国立遺伝学研究所 無脊椎動物遺伝研究室 1 2 2 0 ショウジョウバエ卵巣におけるクロマチン制御機構 三好啓太(助教)

7 斎藤通紀　 京都大学 高等研究院/医学研究科　 3 4 4 1 生殖細胞の発生機構の解明とその試験管内再構成 横林しほり（CiRA特定助教）ポスター、長岡創（特定研究員）、長野眞大（D2）

8 酒井則良 国立遺伝学研究所　小型魚類遺伝研究室　 2 3 3 0 ゼブラフィッシュにおけるMeiocの核動体制御とSycp2の染色体制御 河崎敏広(助教)、今井裕紀子(ポスドク)

9 加藤譲 国立遺伝学研究所　発生工学研究室　 4 4 0 0 原始卵胞の形成と持続に関わるRNA制御機構 相賀裕美子（教授）平野孝昌(ポスドク）、井上弘貴（ポスドク）、島田龍輝（D3）

10 佐々木裕之 九州大学・生体防御医学研究所　 1 2 2 1 マウス卵子のエピゲノム制御ネットワーク 上村修平（D3）ポスター　　　

11 篠原彰 大阪大学　蛋白質研究所　 0 1 0 0 減数分裂期の染色体動態と組換えの制御機構

12 立花誠 大阪大学　生命機能研究科 0 1 0 0 ほ乳類の生殖における抑制的ヒストン修飾の役割

13 田中実 名古屋大学・理学研究科　 2 3 3 1 生殖細胞と性 菊地真理子(助教) ポスター     丹羽大樹 (理学部学生)

14 中馬新一郎 京都大学 再生医科学研究科　 0 1 1 0 生殖系列サイクルの発生段階に応じた遺伝的安定性の調節機構

15 野々村賢一 国立遺伝学研究所　植物細胞遺伝研究室　 2 1 0 0 植物の減数分裂進行を制御するArgonauteタンパク質 津田勝利(助教)、三村真生(ポスドク)

16 林克彦 九州大学・医学研究科　　 0 1 1 0 卵母細胞形成における性染色体の機能

17 Peter Carlton 京都大学 生命科学研究科 1 2 2 0 染色体軸タンパク質による減数分裂前期の染色体ダイナミクスの制御 佐藤・カールトン綾 (学振RPD特別研究員)

18 藤原靖浩 東京大学・定量生命科学研究所　 0 1 1 0 減数分裂前期でのHORMAD１とコヒーシンによるクロマチンの制御

19 山縣一夫 近畿大学・生物理工学部　 7 8 8 2 マウス受精卵における細胞核の再構成 波多野 裕(D1)-ポスター　池田 善貴(M2)-ポスター　谷口 稜弥(M1)

清水 祐希(M1)　植田 朱音(M1)　穂積 陸(M1)1　福田 龍人(M1)

20 山田貴富 東京大学大学院総合文化研究科　 0 1 1 0 Chromatin-mediated regulation of meiotic recombination in fission yeast

21 山中総一郎　 東京大学　理学系研究科 0 1 1 0 マウス胎児期生殖細胞で起きるクロマチンリプログラミング

22 吉田松生 基礎生物学研究所　 0 1 1 0 マウス精子形成幹細胞の気ままな振る舞いとその制御

23 石黒啓一郎 熊本大学発生医学研究所 3 4 4 2 減数分裂開始の制御機構 高田幸(助教)ポスター　 竹本一政(ポスドク)ポスター 　　小寺千聡(D4)

24 黒岩麻里 北海道大学 大学院理学研究院 2 3 3 2 Y染色体をもたない哺乳類種の性染色体と性決定機構の進化 水島秀成(助教)ポスター、工藤僚馬(M1)ポスター

25 平岡泰 大阪大学　生命機能研究科 1 2 2 0 減数分裂における相同染色体対合の仕組み 原口徳子 (NICT主任研究員 阪大招聘教授）

26 中村輝 熊本大学発生医学研究所 0 1 1 0 ショウジョウバエ生殖質形成を促進する新規小タンパク質

27 塩見春彦 慶應義塾大学医学部 2 3 3 0 ハムスター雌におけるPIWI-piRNA経路の解析 蓮輪英毅(講師)、石野響子(JSPS DC1)

28 前澤創 麻布大学　獣医学部 0 0 1 1 Super-enhancer switching drives a burst in germline gene expression at the mitosis-to-meiosis transitionポスター参加

同行者 懇親会 弁当

 遺伝研所属 32 56 47 10 準備・運営 高田　 竹本 　小寺　三好　河崎　今井　島田　福田　石黒　吉田　酒井

ゲストハウス宿泊




