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1． 活動報告
1 ）業績（11 年 2 月）
＜学会発表・招待講演＞
野口恵美子
第 19 回関東アレルギークラブ
演題："ゲノム解析によるアレルギー疾患の疾患感受性遺伝子
の同定"
日時：2011 年 2 月 12 日（土）
場所：ベルサール八重洲

2 ）若手運営調整委員会よりお知らせ
○ 若手分子医学クラスシリーズ（冬季シリーズ）
▽分子・細胞医学クラス（担当：高崎真美、長谷川潤）
第７回 2/12
・Cells respond to mechanical stress by rapid disassembly of caveolae
(Cell)
・A critical role for IGF-II in memory consolidation and enhancement
(Nature)
・ Epigenetic status of Gdnf in the ventral striatum determines

丹羽隆介

susceptibility and adaptation to daily stressful events (Neuron)

第８回産総研若手 WG セミナー
演題：
「昆虫発育を制御するステロイドホルモンの生合成調節
メカニズム」
日時：平成 23 年 3 月 1 日
場所：産業技術総合研究所、茨城県つくば市

第８回 2/26
・Expression of therapeutic proteins after delivery of chemically modified
mRNA in mice (Nat Biotech)
・BID, BIM, and PUMA are essential for activation of the BAX- and

西丸広史
国立遺伝学研究所セミナー

BAK-dependent cell death program (Science)
・Action-potential modulation during axonal conduction (Science)

演題 "Unravelling the role of inhibitory interneurons in the
mammalian spinal motor circuits" (英語）
日時：2011 年 2 月 24 日（木）
場所：国立遺伝学研究所

---------------

2． スケジュール（11 年 3 月）
1 日（火） 13：00～17：00
第 5 回日本型テニュアトラックに関するシンポジウム

＜受賞＞

場 所：アルカディア市ヶ谷
出席者：白岩教授・澁谷教授・浅野課長補佐・宮川専門員・

丹羽隆介

岩佐

平成 23 年度農芸化学奨励賞（日本農芸化学会）
2011 年 2 月 3 日

3 日（木） 11:00〜12:00
振興調整費会議定例会

総合研究棟 D-115

＜原著論文＞
3 日（木） 17：00～
Rie Sugioka-Sugiyama and Tomoyasu Sugiyama
Sde2: a novel nuclear protein essential for telomeric silencing and

第 15 回若手研究者運営調整委員会
場 所： 総合研究棟Ｄ 205 室

genomic stability in Schizosaccharomyces pombe
Biochemical and Biophysical Research Communications,
10.1016/j.bbrc.2011.02.068

18 日（金） 未定
第 54 回若手イニシアティブセミナー
松田直樹 博士 （産業技術総合研究所 生産計測技術研究

Y. Hatta, E. Iancu, A. Mueller, D. Triantafyllopoulos "Aspects of the

センター 表面構造研究計測チーム チーム長 ）

UV/IR correspondence : energy broadening and string fluctuations"

場 所： 未定

Journal of High Energy Physics, 1102; 065 (2011)

世話人：Hall Damien Richerd

---------------

3． 事務連絡
○ 平成22 年度第5 回放射線業務従事者初心者講習会
（第125 回）
日時：3 月 9 日（水） 9：00～14：50（講義）
15：00～（放射線特殊健康診断）
3 月 10 日（木）～ 11 日（金） 8：40～17：00（実習・半日）
場所：
（講義）大学会館特別会議室
（特殊健康診断）保健管理センター
（実習）アイソトープ総合センター講義室・実験室
対象：新たに放射線を取り扱う予定の本学教職員・学生等
定員：120 名
申込：2 月 28 日（月）～3 月 3 日（木）
アイソトープセンター事務室に受講者本人が申込む
○平成２２年度局所排気装置等定期自主検査者養成講習会の実
施について（依頼）
平成 18 年度から局所排気装置等の定期自主検査者に必要な知識
及び技術を付与するため、本学において有機溶剤及び特定物質等を
使用する教職員を対象に、局所排気装置定期自主検査者の養成講習
会を実施しています。
昨年度からは全ての研究科を対象に参加者を募集して講習会
を実施しております。講習を希望される方は、各研究科にお問合
せください。
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