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室長	 横山　和尚（平成 13 年 4 月～）

専任研究員	 村田　武英（平成 13 年 4 月～）

先任研究員	 木村　誠（平成 15 年 7 月～）

専任研究員	 潘　建治（平成 17 年 4 月～）

BRC 研究協力員	 中出　浩司（平成 16 年 1 月～）	

	 劉　冰冰（平成 16 年 2 月～平成 18 年 4 月）

	 王　勇（平成 17 年 8 月～平成 18 年 5 月）

訪問研究員	 平野　哲男（平成 13 年 4 月～）

共同研究員	 齋藤　成夫（平成 15 年 4 月～平成 18 年 3 月）

職員とメンバー構成職員とメンバー構成

　当室ではライフサイエンス研究の推進に必要な遺伝子材料を収集・検査・標準化・保存・提

供するとともに、自ら新しい材料及び関連技術の開発を行っている。特に遺伝子治療、幹細胞

再生医学、ゲノム創薬等をターゲットにした遺伝子資源の品質評価、整備のための開発研究、

および遺伝子変異の検索システムの開発、組換えアデノウイルスベクターを用いた分子生物学、

クロマチン制御因子を用いた細胞分化ネットワーク研究を展開している。技術面では cDNA

整列化技術、アンチセンス、リボザイム、アンチジーン、siRNA、shRNA 等の技術、組換えア

デノウイルスによる遺伝子導入技術、プロモーターレポーター遺伝子材料の発現操作技術の開

発研究を行っている。なお、2002 年度より、当室は第 1 期文部科学省ナショナルバイオリソー

スプロジェクト	「動物、微生物の DNA」	の中核機関として選定され、2007 年度から始まった

第 2 期 NBRP においても、引き続き「DNA」分野の中核機関として業務を遂行している。

1.	遺伝子材料の収集・保存・提供事業

　（1）遺伝子材料の収集・保存・提供業務

　（2）遺伝子材料のセット化とバンキング

　（3）組換えウイルスシャトルベクターの構築とバンキング（遺伝子導入バンク）

　（4）日本人特異的遺伝形質関連遺伝子材料の整備とバンキング

　（5）プロモーター・レポーターの構築と、Cre-Zoo（プロモーター -Cre	Tg	マウス作製）

　（6）微生物 DNA の調製とバンキング

2.	遺伝子材料の品質管理のための技術開発

　（1）遺伝子材料の変異検出のための技術開発

　（2）Two	Vector システムを用いた修飾タンパク質の生産技術の開発

　（3）遺伝子材料の発現制御法の技術開発

　（4）組換えウイルスベクターの改変と標的化

3.	技術研修事業

事業内容事業内容
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BRC ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 井鍋　久美子（平成 14 年 4 月～）	

	 寺島　美保（平成 15 年 1 月～平成 18 年 4 月）

	 山崎　孝仁（平成 15 年 4 月～）	

	 久次米　夕佳里（平成 16 年 4 月～）

	 広瀬　めぐみ（平成 16 年 4 月～）	

	 山岡　早苗（平成 16 年 4 月～）

	 益﨑　智子（平成 18 年 4 月～）

JRA	 野口　道也（平成 18 年 4 月～）

業務委託	 上野　和子（平成 13 年 4 月～）	

	 山本　美幸（平成 15 年 6 月～）

研修生	 川島　玲（平成 17 年 4 月～）	

	 井出　雄介（平成 17 年 4 月～平成 18 年 2 月）

	 若山　真理子（平成 14 年 4 月～平成 19 年 3 月）	

後列左から　　　　　　大藤、野口、中出、有田、平栗、佐藤、高橋、中島、蘇

　　　　　　　久次米、髙原、山岡、川島、広瀬、木村（明）、服部、上野、益﨑、山本

　　　　　　　　　　　木村（誠）、潘、山崎、比嘉、横山室長、藤澤、勝谷、村田　　　

1.	遺伝子材料の収集・保存・提供事業　

　遺伝子、宿主、ライブラリー、整列化クローン、組換えウイルス等の遺伝子資源を収集、

または再構築し、品質管理・提供・保存事業を行う。今年は収集ライブラリーより生命現象

のテーマ別に遺伝子材料をまとめたセットバンクを構築した。また整列化ライブラリーより

抽出したプロモーターをレポーターに接続した遺伝子セットを集めたプロモーターバンクを

構築した。その他、引き続き日本人特異的 HLA クラス I 遺伝子クローンや SEREX クローン、

各種ライブラリー、マウスゲノム BAC クローン化ライブラリー等の整備を行った。本格的

に Cre-Zoo プロジェクトと遺伝子クローンのセット化プロジェクトを開始した。

年次計画と成果年次計画と成果
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DNA 自動抽出機

遠心機の操作

マウス初期胚 cDNA クローン化ライブラリー 45,216 株、NIA/NIH	15K マウスクロー

ン化ライブラリー 15,000 株、NIA/NIH	7.4K マウスクローン化ライブラリー 7,407 株、

ヒト	SEREX 抗原クローン	521 株、ヒト	HLA クローン	40 株、マウス BAC クローン

化ライブラリー	100,000 株、ヒトゲノムライブラリー	444,384 株、ニホンザルゲノム

ライブラリー	200,064 株、Xenopus tropicalis	EST ライブラリー 44,544 株、チンパンジー

22 番染色体ゲノムクローン化ライブラリー 13,824 株、総計 914,148 株を収集した。

（ⅱ）E- メールニュース第 48 ～ 59 版を発行した。

（ⅲ）WWW ホームページの改訂を行なった。DNA バンク登録者数は 6,300 人である。

（ⅳ）遺伝子材料 67,248 株を提供した。

（ⅴ）本年度、遺伝子リソースの収集は RZPD	German	Resource	Center	for	Genome	Research	

に次いで世界第二位となった。

　（1）遺伝子材料の収集・保存・提供業務

（ⅰ）遺伝子、宿主、ライブラリー、整列化クローン

等の遺伝子材料を収集した。現在までに遺伝

子材料として、DNA クローン、ベクター、宿主、

合計 2,153 株、STS/ETS マーカー 53 株、cDNA

ライブラリー 45 ライブラリー（2.25×107 ク

ローン）、組換えウイルス 262 株、CEPH ヒト

MEGA	YAC クローン化ライブラリー 35,712 株、

Nakamura	&	White	ヒト RFLP マーカー 123 株、

　（2）遺伝子材料のセット化とバンキング

　生命現象のテーマ別に遺伝子群をまとめて

セット化ライブラリー（アポトーシス、細胞

周期、癌、シグナルカスケード等）を作製す

る事業を本年度も続行した。特にマウス由来

の整列化ライブラリーとして NIA/NIH	cDNA

クローン化ライブラリーおよび MSM/Ms	マウ

ス BAC ライブラリーより、またヒトや霊長類

では、東大の菅野純夫先生や、理研 GSC の榊

佳之先生より入手した完全長 cDNA や BAC ライブラリーより有用遺伝子をテーマ別に

セット化する業務を行っている。

（ⅰ）NIA/NIH マウス cDNA クローン化ライブラリー（セット化サブバンク）

米国 National	Institute	on	Aging（NIA）/NIH の洪実先生より NIA/NIH マウス各発生初

期段階特異的 15K	cDNA クローンセット（NIA	Mouse	15K	cDNA	Clone	Set）および 7.4	

K	cDNA クローンセット（NIA	Mouse	7.4	K	cDNA	Clone	Set）の無償寄託を受け、適正

に提供することのみを条件に官民を問わず、セット、および単クローン単位で提供し

ている。本クローンは市販の DNA マイクロアレイ（アジレント社）の元となったク

ローンとしても有名で、マウスの着床前初期胚で発現するクローンがセット化されて

いる。平均インサートサイズが 1.5	kb-4.0	kb の上品質の cDNA クローン化ライブラリー

である（http://lgsun.grc.nia.nih.gov/）。
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MTA の管理作業

れが作製されたおかげで QTL 解析、量的形質を規定する遺伝子の探索同定に強力な武

器ができたことになる。MSM-B6	のマップサイト（http://stt.gsc.riken.jp/msm/）および

（http://shigen.lab.nig.ac.jp/mouse/polymorphism/top/top.jsp）から単一クローンを検索す

る事が可能である。

（ⅲ）霊長類ゲノムライブラリー（セット化サブバンク）

理研 GSC の榊佳之先生からは霊長類（ヒト、ニホンザル、チンパンジー等）のゲノ

ムを含んだ大型 BAC クローン化ライブラリーを寄託された。クローンのショットガ

ン塩基配列解析で使用されたものであり大変有用である。ヒトとニホンザル、チンパ

ンジーの比較生物学の研究に大いに役立っている。

　（3）組換えウイルスシャトルベクターの構築とバンキング（遺伝子導入バンク）

　アデノウイルス、レトロウイルス、アデノ随伴ウイルスのベクターを中心に組換え

ウイルスを作製し提供している。寄託組換えウイルス株の多くは札幌医科大学	濱田洋

文先生の研究室で作製されたものである。また組換えアデノウイルスベクターの構築

に関しては、東京大学医科学研究所	斎藤泉先生から指導を受け、さらに、CA、CAG	

プロモーターの利用は大阪大学の宮崎純一先生からの許可を得た。最近は東京大学	菅

野純夫先生より寄託された有用遺伝子 300種の完全長 cDNA を搭載したウイルス作製

用ベクターを整備し、提供している。これらのウイルス株やベクターは、遺伝子導入

や遺伝子治療のための基礎研究に大いに役立つ。本年度は 1）菅野ヒトライブラリーよ

りヒト完全長 cDNA クローンを組換えウイルスアデノベクターに挿入し、現在までに

457 株を登録した。またこれらの 2）組換えウイルスベクターの整備を行い、公開した。

塩基配列確認

（ⅱ）MSM/Ms	マウス BAC ライブラリー（セット化サブバ

ンク）

野生ハツカネズミ系統（Mus musculus molossinus）の

マウスゲノム BAC クローン化ライブラリーは熊本

大学並びに理研 BRC で作製され、当 BRC の阿部訓

也先生より寄託された。平均サイズ 150-300kb のゲ

ノム BAC クローン	 約 20 万株から構成されている。

BAC トランスジーンとして Tg 作製やポジションナ

ルクローニングに有効である。これまでは一般に入手

可能なマウスゲノム BAC ライブラリーは C57BL/6 や

129/SVEvTAC という２種の Mus musculus domesticus 由

来の近交系統から構築されたもののみであったが、こ

　（4）日本人特異的遺伝形質関連遺伝子材料の整備とバン

キング

　日本人の遺伝的特質を理解するための遺伝学的、

免疫学的、比較生物学的研究を推進する目的から

SEREX 癌抗原と HLA 抗原遺伝子のバンキングを

行っている。Ludwig	Institute	for	Cancer	Research、	愛

知県がんセンター研究所、	理研 BRC からは SEREX

法により同定された癌抗原 cDNA クローンシリー

ズ SEREX（serological	analysis	of	cancer	antigens	by	
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を愛知県がんセンター研究所	赤塚美樹先生より寄託された（http://www.brc.riken.jp/lab/

dna/en/GENESETBANK/HLA.html）。

　（5）プロモーター・レポーターの構築と、Cre-Zoo（プロモーター -Cre	Tg	マウス作製）

　組織・細胞・時期特異的に導入遺伝子を正確に発現させる制御技術は大切である。

さらに近年では、組織・時期・特異的に特定遺伝子を欠損させることが可能な、コンディ

ショナル・ノックアウト動物の需要が高まっている。これら特異的発現誘導には目的

の発現特異性をもつプロモーターの実験的な選定が不可欠である。以上の観点から、

プロモーター／レポーター・プラスミドを構築・収集し、その定性結果の情報ととも

に公開する当リソースの意義は大きい。また、整列化ライブラリーよりプロモーター

エレメントを抽出し、これをルシフェラーゼ、LacZ、Cre 等のレポーターに接続した遺

伝子群をまとめプロモーターバンクを創設した。そして筑波大学、BRC 実験動物開発

室と共同でプロモーター -Cre	マウスの作出を行った。引き続きこのプロジェクトを行っ

ていく。

　（6）微生物 DNA の調製とバンキング

　微生物材料開発室（JCM）と共同で、難培養微生物の DNA の提供を開始した。

2. 遺伝子材料の品質管理のための技術開発
　（1）遺伝子材料の変異検出のための技術開発

　国内の研究機関やその他海外、民間の研究機関より寄託を受けた、あるいは自己開

発した遺伝子材料を制限酵素地図、シークエンス法、PCR 法にて品質確認後、保存した。

ウイルスに関しては力価測定、RCA チェック試験等の品質管理を行い、液体窒素タン

クへ保存した。遺伝子材料の変異同定の開発研究を TDI 法や Exonuclease 共役リアルタ

イム PCR 法を用いて行った。

　（2）Two	Vector システムを用いた修飾タンパク質の生産技術の開発

　修飾タンパク質の機能解析を行う目的で、修飾酵素をコードする遺伝子を用いた Two	

Vector 系による解析を行った。リン酸化反応系を本年度は重点化した。

　（3）遺伝子材料の発現制御法の技術開発

（ⅰ）遺伝子材料の発現の品質管理を目標に、転写因子を例にとりその機能解析を多方面

よりアプローチしている。また臨床への応用研究も癌や再生医療に主眼を置き研究

を継続している。本年度は、新規癌抑制遺伝子 JDP2 のクロマチン制御と分化決定に

おける役割を明らかにした。さらに遺伝子工学基盤技術室と共同でウサギの ES 細胞

の多分化能を解析した。

PCR 増幅器の操作

recombinant	cDNA	expression	cloning）が寄託されて

い る（http://www2.licr.org/CancerImmunomeDB/）。

ライブラリーやクローンの詳細はホームページ

を参照されたい（http://www.brc.riken.jp/lab/dna/ja/

SEREXja.html）。HLA 抗原（詳細は日本組織適合

性学会ホームページ	http://square.umin.ac.jp/JSHI/

frame.html）、特に日本人に頻度の高い HLA クラ

ス I	 抗原をコードする cDNA クローンシリーズ
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目と尻尾に特異的に発現するように蛍光タンパク質遺

伝子を導入した実験用マウス（プロモーターバンク）

転写因子 JDP2 を欠損したマウス胎性線維芽細胞（MEF）での脂肪細胞分化の誘導（セット化バンク）

（ⅱ）核酸・スモール分子、ウイルスベクターを用いた遺伝子治療法の技術開発と医薬品

開発のための開発研究のためアンチセンスオリゴマー、リボザイムベクター、RNAi、

アデノウイルスベクターを用いた遺伝子の機能研究および医薬品開発のための開発

研究を、米国 Beckman	City	of	Hope 研究所、	UCLA医学部、中国科学院上海生物化学

細胞生物学研究所、中国瀋陽市・中国医科大学、中国上海市・復旦大学との共同研

究として行った。

（ⅲ）プロモーターバンクとして Cre- ドライバーの作製と、その Tg マウスの作製に関する

技術開発を続行中である。

　（4）組換えウイルスベクターの改変と標的化

　遺伝子導入および胆のう癌ならびに胆道癌の遺伝子治療のための基礎研究を、筑波

大学臨床医学系、札幌医科大学及び東京大学医科学研究所と、肝臓癌の遺伝子治療の

ための基礎研究を中国科学院上海生物化学細胞生物学研究所との共同研究として行っ

た。

3.	技術研修事業

　バイオリソースセンターでは、ライフサイエンス研究の推進に不可欠な実験動植物、細胞、

遺伝子等のバイオリソースの一層の活用促進を目指し、研究者、技術者の方々を対象として、

最先端かつ高度な取扱い技術を習得し、普及するため、技術研修を実施している。今年は最先

端のポストゲノム研究における重要なツールである「組換えアデノウイルス」について、シャ

トルベクターから組換えアデノウイルスに変換する技術ならびにウイルスの取扱い技術の基礎

的な実習「組換えアデノウイルスの取扱いに関する技術研修」を開催し、3 名	の研修生を受け

入れ指導した。
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Inabe	K.,	Terashima	M.,	Yamasaki	T.,	Liu	B.,	Nakade	K.,	Pan	J.,	Kimura	M.,	Saito	I.,	Hamada	H.,	

Obata	Y.,	Yokoyama	K.:	“A	database	of	recombinant	viruses	and	recombinant	viral	vectors	available	

from	the	RIKEN	DNA	bank.”	J.	Gene	Med.	7,	1148-1157	(2005).*

5.	Dietze	E.	C.,	Bowie	M.	L.,	Mrozek	K.,	Caldwell	E.,	Neal	C.,	Marjoram	R.	J.,	Troch	M.	M.,	Bean	G.	R.,	

Yokoyama	K.,	Ibarra	C.	A.,	Seewaldt	V.	L.:	“CREB-binding	protein	regulates	apoptosis	and	growth	

of	HMECs	grown	in	reconstituted	ECM	via	laminin-5.”	J.	Cell	Science	118,	5005-5022	(2005).*

6.	Kojima	Y.,	Honda	K.,	Kotegawa	H.,	Kushihata	F.,	Kobayashi	N.,	Yokoyama	K.,	Hamada	H.:	

“Adenovirus-mediated	p53	gene	transfer	to	the	bile	duct	by	direct	administration	into	the	bile	in	a	rat	

cholangitis	model.”	J.	Surgical	Res.	128,	126-131	(2005).*

7.	Ugai	H.,	Inabe	K.,	Yamasaki	T.,	Murata	T.,	Obata	Y.,	Hamada	H.,	Yokoyama	K.:	“Accumulation	of	

infections mutants in stocks during the propagation of fiver-modified recombinant adenoviruses.” 

Biochem.	Biophys.	Res.	Commu.	337,	806-814	(2005).*

8.	Yamasaki	T.,	 Noguchi	 M.,	 Liu	 B.,	 Nakade	 K.,	Wang	 P-C.,	 Murata	T.,	Yokoyama	 K.:	 “Jun	

dimenigation	protein	2	 :	A	multifunctional	 transcription	 factor	 in	mammalian	cells.”	Current	

Genomics	6,	351-364	(2005).*

9.	Mitsuzawa	H.,	Kimura	M.,	Kanda	E.,	Ishihama	A.:	“Glyceraldehyde-3-phosphate	dehydrogenase	and	

actin	associate	with	RNA	polymerase	II	and	interact	with	its	Rpb7	subunit.”	FEBS	Letters	579,	48-	

52	(2005).*

研究発表（誌上発表）研究発表（誌上発表）
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10.	Hayashi	K.,	Watanabe	T.,	Tanaka	A.,	Furumoto	T.,	Sato-Tsuchiya	C.,	Kimura	M.,	Yokoi	M.,	Ishihama	

A.,	Hanaoka	F.,	Ohkuma	Y.:	“Studies	of	Schizosaccharomyces pombe	TFIIE	indicate	conformational	

and	functional	changes	in	RNA	polymerase	II	at	transcription	initiation.”	Genes	to	Cells	10,	207-224	

(2005).*

11.	Abiko	M.,	Akibayashi	K.,	Sakata	T.,	Kimura	M.,	Kihara	M.,	Itoh	K.,	Asamizu	E.,	Sato	S.,	Takahashi	

H.,	Higashitani	A.:	“High-temperature	induction	of	male	sterility	during	barley	(Hordeum vulgare L.)	

anther	development	is	mediated	by	transcriptional	inhibition.”	Sex	Plant	Reprod	18,	91-100	(2005).*

12.	Saito	S.,	Yokoyama	K.,	Tamagawa	T.,	Ishiwata	I.:	“Derivation	and	induction	of	the	differentiation	of	

animal	ES	Cells	as	well	as	human	pluripotent	stem	Cells	derived	from	fetal	membrane.”	Human	Cell	

18,	135-141	(2005).*

13.	Wang	Y.,	Onishi	Y.,	Kakinuma	N.,	Roy	BC.,	Aoyagi	T.,	Kiyama	R.:	“Alternative	splicing	of	 the	

human	Kank	gene	produces	two	types	of	Kank	protein.”	Biochem.	Biophys.	Res.	Commun.	330,	

1247-1253	(2005).*

14.	Liu	B.,	Yamasaki	T.,	Noguchi	M.,	Murata	T.,	Wang	P.,	Yokoyama	K.:	“Gene	silencing	and	histone	

modification by JDP2, a AP-1 repressor during the differentiation of embryonic stem cells.” Current 

Topics	in	Genetics	1,	1-17	(2006).*

15. Da L., Yokoyama K., Li T., Zhao M.: “Dual promoters control the cell-specific expression of the 

human	cell	death-inducing	DFF45-like	effector	B	gene.”	Biochem.	J.	393,	779-788	(2006).*

16.	Jin	C.,	Kato	K.,	Chimura	T.,	Yamasaki	T.,	Nakade	K.,	Murata	T.,	Li	H.,	Pan	J.,	Zhao	M.,	Sun	K.,	

Chiu	R.,	 Ito	T.,	Nagata	K.,	Horikoshi	M.,	Yokoyama	K.:	“Regulation	of	histone	acetylation	and	

nucleosome	assembly	by	transcription	factor	JDP2.”	Nature	Structural	&	Molecular	Biology	13,	

331-338	(2006).*

17.	Hayashi	R.,	Goto	Y.,	Ikeda	R.,	Yokoyama	K.,	Yoshida	K.:	“CDCA4	is	an	E2F	transcription	factor	

family-induced	nuclear	 factor	 that	 regulates	E2F-dependent	 transcriptional	activation	and	cell	

proliferation.”	J.	Biol.	Chem.	281,	35633-35648	(2006).*

18.	Lu	Y-C.,	Song	J.,	Cho	H-Y.,	Fan	G.,	Yokoyama	K.,	Chiu	R.:	“Cyclophilin	a	protects	peg3	 from	

hypermethylation and inactive histone modification.” J. Biol. Chem. 281, 39081-39087 (2006).*

19.	Wakayama	M.,	Abei	M.,	Seo	E.,	Fukuda	K.,	Todoroki	T.,	Tanaka	N.,	Hamada	H.,	Yokoyama	K.:	“E1A,	

E1B	double-restricted	adenovirus	with	RGD-Fiber	modification	exhibits	enhanced	oncolysis	for	

CAR-deficient biliary cancers.” Clinical Cancer Research (in press).*
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20.	Saito	S.,	Sawai	K.,	Murayama	Y.,	Fukuda	K.,	Yokoyama	K.:	“Nuclear	Transfer	of	animal	ES	cells	to	

study	for	the	nuclear	reprogramming	of	human	stem	cells.”	Neural	stem	cells	(ed.	By	L.P.	Weiner)	

(Human	Press	Inc.,	Totowa,	NJ),	Methods	in	Molecular	Biology	(in press).*

21.	Nakade	K.,	Pan	J.,	Yoshiki	A.,	Ugai	H.,	Kimura	M.,	Liu	B.,	Li	H.,	Obata	Y.,	Iwama	M.,	Itohara	

S.,	Murata	T.,	Yokoyama	K.:	“JDP2	suppresses	adipocyte	differentiation	by	 regulating	histone	

acetylation.”	Cell	Death	and	Differentiaton	(in press).*

22.	Yamasaki	T.,	Murata	T.,	Jin	C.,	Kato	K.,	Noguchi	M.,	Nakade	K.,	Pan	J.,	Nagata	K.,	Yokoyama	K.:		

“Assays	of	nucleosome	assembly	and	the	inhibition	of	histone	acetyltransferase	activity.”	Nature	

Protocol	(in press).

（著書）

1.	Saito	S.,	Sawai	K.,	Minamihashi	A.,	Ugai	H.,	Murata	T.,	Yokoyama	K.:	“Derivation,	maintenance	

and	differentiation	of	equine	ES	cells.”	Nonhuman	embryonic	stem	cell	Protocols;	vol.	1	(ed.	by	K.	

Turksen)	(Humana	Press	Inc.,	Totowa,	NJ),	Methods	in	Molecular	Biology	329,	59-79	(2005).*

2.	齋藤	成夫、村田	武英、横山	和尚：	“ 動物 ES 細胞：多分化能、遺伝子導入と核移植 ”、細

胞工学	（秀潤社）	24、264-269	（2005）.

3.	村田	武英、横山	和尚：	“ 即発現可能な cDNA の入手方法～理研バイオリソースセンターを

中心として～ ”、バイオテクノロジージャーナル	（羊土社）、644-647	（2005）.

4.	鵜飼	英世、寺島	美保、村田	武英、横山	和尚：	“ 組換えアデノウイルスの迅速な精製法 ”、

実験医学	（羊土社）	24,、981-985	（2006）.

5.	潘	建治、村田	武英、横山	和尚：	“ 組換えウイルスバンキング事業とウイルスベクター研

究の新展開 ”、細胞工学	（秀潤社）	25、520-525	（2006）.

6.	横山	和尚：	“DNA	リソース ”、生物の科学、遺伝	（エヌ・ティー・エス）	60、56-57	（2006）.

（国際会議等）

1.	Murata	T.,	Ugai	H.,	Inabe	K.,	Pan	J.,	Hamada	H.,	Yokoyama	K.:	“Genotypic	study	of	accumulated	

infectious	mutants	 in	stocks	during	the	preparation	of	fiber-modified	recombinant	adenoviruses.”	

Target Definition & Vector Design, Cold Spring Harbor Meeting, Cold Spring Harbor, USA, Nov. 

（2005）.

2. Liu B., Ugai H., Pan J., Murata T., Hamada H., Yokoyama K.: “Purification of infectious adenovirus 

in two hours by ultracentrifugation and tangential flow filtration.” Target Definition & Vector Design, 

Cold	Spring	Harbor	Meeting,	Cold	Spring	Harbor,	USA,	Nov.	(2005).

研究発表（学会発表）研究発表（学会発表）
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3.	Yokoyama	K.,	Jin	C.,	Yamasaki	T.,	Murata	T.:	“Regulation	of	histone	acetylation	and	nucleosome	

assembly	by	transcription	factor	JDP2.”	International	Symposium	on	Molecular	Cell	Biology	of	

Macrophages	and	Dendritic	cells	2006,	Hongo,	Tokyo,	Japan,	Jun.	(2006).

4.	Yokoyama	K.,	Yamasaki	T.,	Noguchi	M.,	Ide	Y.,	Liu	B.,	Wang	Y.,	Nakade	K.,	Pan	J.,	Kimura	M.,	

Jin	C.,	Murata	T.:	“Inhibition	of	histone	acetylation	by	 transcription	factor	JDP2	 is	critical	 for	

differentiation	of	F9	cells.”	20th	IUBMB	International	Congress	of	Biochemistry	and	Molecular	

Biology	and	11th	FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

5.	Murata	T.,	Terashima	M.,	Pan	J.,	Kimura	M.,	Yokoyama	K.:	“Establishment	of	 the	Recombinant	

Virus	Database	and	 the	gene	delivery	system	LICCA.”	20th	IUBMB	International	Congress	of	

Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

6.	Kimura	M.,	 Ishihama	A.,	Yokoyama	K.:	 “Structure-function	analysis	of	 the	Rpb4	subunit	of	

RNA	polymerase	 II	 in	Schizosaccharomyces pombe.”	20th	 IUBMB	International	Congress	of	

Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

7.	Pan	J.,	Murata	T.,	Nakad	K.,	Liu	B.,	Yoshiki	A.,	Itohara	S.,	Yokoyama	K.:	“AP-1	repressor	JDP2	

control	cell	proliferation	by	 regulating	 the	cell	cycle.”	20th	 IUBMB	International	Congress	of	

Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

8.	Nakade	K.,	Pan	J.,	Yoshiki	A.,	Ugai	H.,	Murata	T.,	Yokoyama	K.:	“JDP2	controls	adipogenesis	

by	regulating	 the	expression	of	C/EBPdelta	via	histone	acetylation.”	20th	IUBMB	International	

Congress	of	Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	

(2006).

9.	Wang	Y.,	Murata	T.,	Pan	J.,	Yokoyama	K.:	“Subcellular	 localization	of	mouse	JDP2	protein.”	

20th	IUBMB	International	Congress	of	Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	FAOBMB	

Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

10.	Liu	B.,	 Inabe	K.,	Noguchi	M.,	Yamasaki	T.,	Shiota	K.,	Murata	T.,	Yokoyama	K.:	“Gene	therapy	

of	neoplastic	cancer	cells	by	a	conditionally	replicative	adenovirus	expressing	transcription	factor	

JDP2.”	20th	 IUBMB	International	Congress	of	Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	

FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

11.	Yamasaki	T.,	Noguchi	M.,	 Ide	Y.,	Liu	B.,	Yamaguchi	N.,	Shiota	K.,	Murata	T.,	Yokoyama	K.:	

“Analysis	of	DNA-Binding	domain,	Histone-Binding	domain	and	domain	of	inhibition	of	histone	

acetyltransferase	 (INHAT)	of	 JDP2	for	 transcriptional	 regulation.”	20th	 IUBMB	International	

Congress	of	Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	

(2006).
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12.	Wakayama	M.,	Kawashima	R.,	Abei	M.,	Murata	T.,	Hamada	H.,	Yokoyama	K.:	“Enhanced	Oncolysis	

and	Safety	of	a	Conditionally	Replicative	Adenovirus	(CRAd)	with	RGD	Fiber	Modification	for	

Biliary	Cancers.”	20th	IUBMB	International	Congress	of	Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	

11th	FAOBMB	Congress,	Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

13.	Noguchi	M.,	Yamasaki	T.,	Murata	T.,	Liu	B.,	Pan	J.,	Kimura	M.,	Shiota	K.,	Yokoyama	K.:	“Analysis	

of	 the	mechanism	of	histone	acetylation	regulated	by	 transcription	factor	JDP2.”	20th	 IUBMB	

International	Congress	of	Biochemistry	and	Molecular	Biology	and	11th	FAOBMB	Congress,	

Kyoto,	Japan,	Jun.	(2006).

14.	Yokoyama	K.,	Jin	C.,	Yamasaki	T.,	Noguchi	M.,	Murata	T.:	“Regulation	of	histone	acetylation	and	

nuclosome	assembly	by	transcription	factor	JDP2.”	Mechanisms	&	Models	of	Cancer,	Cold	Spring	

Harbor	Meeting,	Cold	Spring	Harbor,	USA,	Aug.	(2006).

15.	Pan	J.,	Murata	T.,	Kimura	M.,	Nakade	K.,	Inabe	K.,	Yamasaki	T.,	Kujime	Y.,	Hirose	M.,	Yamamoto	

M.,	Yamaoka	S.,	Yokoyama	K.:	“RIKEN	DNA	Bank,	A	Global	Recombinant	DNA	Depository	

Institution	For	Advancing	Post-genomic	Research.”	4th	ISGO	International	Conference	on	Structural	

Genomics,	Beijing,	China,	Oct.	(2006).

（国内会議）

1.	劉 冰冰、山崎 孝仁、潘 建治、若山 真理子、村田 武英、安部井 誠人、横山 和尚： “ ヒス

トン修飾能を有する新規癌抑制遺伝子 JDP2 の遺伝子導入による癌治療の試み ”、第 64 回

日本癌学学術会総会、札幌、9 月 （2005）.

2.	横山 和尚、山崎 孝仁、劉 冰冰、潘 建治、中出 浩司、村田 武英：	“ ヒストン修飾能を有す

る新規癌抑制遺伝子 JDP2 による胚性腫瘍細胞の分化制御 ”、第 64 回日本癌学学術会総会、

札幌、9 月 （2005）.

3.	若山 真理子、安部井 誠人、川島 玲、瀬尾 恵美子、潘 建治、村田 武英、濱田 洋文、松崎 靖司、

横山 和尚： “ ファイバー修飾制限増殖型アデノウイルスの胆道癌に対する実験的有効性と

安全性 ”、第 64 回日本癌学学術会総会、札幌、9 月 （2005）.

4.	潘 建治、山崎 孝仁、村田 武英、中出 浩司、横山 和尚： “ ヒト完全長 cDNA 搭載組換え

アデノウイルスシャトルベクターシリーズの整備およびアデノウイルスの簡便精製法の開

発 ”、第 64 回日本癌学学術会総会、札幌、9 月 （2005）.

5.	横山 和尚、山崎 孝仁、劉 冰冰、中出 浩司、潘 建治、木村 誠、村田 武英： “AP-1 リプレッサー

によるヒストンアセチル化能の抑制機構の解析 ”	、第 78 回日本生化学会大会、神戸、10 月 

（2005）.
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6.	村田 武英、鵜飼 英世、潘 建治、山崎 孝仁、木村 誠、若山 真理子、安部井 誠人、横山 和

尚： “ 組換えウイルスベクターを用いた遺伝子導入技術の開発 ”	、第 78 回日本生化学会大

会、神戸、10 月 （2005）.

7.	村田 武英、鵜飼 英世、潘 建治、山崎 孝仁、木村 誠、若山 真理子、安部井 誠人、横山 和

尚： “ 組換えウイルスベクターを用いた遺伝子導入技術の開発 ”	、第 78 回日本生化学会大

会公開ワークショップ「ゲノム・遺伝子解析技術」、神戸、10 月 （2005）.

8.	寺島 美保、鵜飼 英世、山本 美幸、井鍋 久美子、山岡 早苗、廣瀬 めぐみ、山崎 孝仁、潘 建治、

木村 誠、村田 武英、横山 和尚： “ 欠損型アデノウイルス骨格ベクターを用いた宿主域制

限型ファイバー置換組換えアデノウイルス作出法の実際と評価 ”	、第 28 回日本分子生物学

会年会、福岡、12 月 （2005）.

9.	山崎 孝仁、村田 武英、野口 道也、劉 冰冰、潘 建治、加藤 広介、王 碧昭、塩田 邦郎、永

田 恭介、横山 和尚： “ 転写因子 Jun	Dimerization	Protein	2（JDP2）の転写調節機構の解析 ”、	

第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.

10.	 王 勇、Kakinuma	Naoto、Zhu	Yun、Kiyama	Ryoiti：	“Nucleo-cytoplasmic	Shuttling	of	Human	

Kank	Protein”	、第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.

11.	劉 冰冰、井鍋 久美子、野口 道也、山崎 孝仁、塩田 邦郎、村田 武英、横山 和尚： “ ヒス

トン修飾能を有する転写因子 JDP2 の遺伝子導入による癌治療の試み ”	、第 28 回日本分子

生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.

12.	山本 美幸、山岡 早苗、廣瀬 めぐみ、山崎 孝仁、井鍋 久美子、寺島 美保、久次米 夕佳里、

潘 建治、木村 誠、村田 武英、小幡 裕一、横山 和尚： “ プロモーターバンク：新しいプロ

モーター・レポーターバイオリソースの整備事業 ”	、第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、

12 月 （2005）.

13.	野口 道也、山崎 孝仁、村田 武英、劉 冰冰、潘 建治、木村 誠、塩田 邦郎、横山 和尚： “ 転

写因子 Jun	Dimerization	Protein	2（JDP2）によるヒストンアセチル化の制御機構の解析 ”	、

第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.

14.	中出 浩司、村田 武英、潘 建治、木村 誠、糸原 重美、横山 和尚： “ 脂肪細胞分化に関与

する転写因子、JDP2”	、第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.

15.	井鍋 久美子、山崎 孝仁、久次米 夕佳里、山本 美幸、廣瀬 めぐみ、山岡 早苗、潘 建治、木村 誠、

村田 武英、横山 和尚： “ 環境ストレス応答解明に関するリソース開発：レスポンスエレ

メントを組込んだスクリーニング用レポーターコンストラクトミニライブラリーの作製 ”、	

第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.
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16.	若山 真理子、川島 玲、安部井 誠人、村田 武英、濱田 洋文、横山 和尚： “RGD ファイバー

修飾制限増殖型アデノウイルス（Ad）の胆道癌における抗腫瘍効果と正常細胞における安

全性 ”	、第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.

17.	廣瀬 めぐみ、久次米 夕佳里、井鍋 久美子、寺島 美保、山本 美幸、山崎 孝仁、山岡 早苗、

潘 建治、木村 誠、村田 武英、横山 和尚： “RIKEN	DNA	Bank のバンク業務の実際と将来

展望 ”、	第 28 回日本分子生物学会年会、福岡、12 月 （2005）.

18.	潘 建治、村田 武英、中出 浩司、吉木 淳、糸原 重美、横山 和尚： “ 遺伝子破壊マウスを
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