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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

(NBRP)「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。

　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的基礎研究、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

Kazunari K. YOKOYAMA, Ph.D.
室長　横山　和尚（理博）
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事業内容

職員とメンバー構成

1. 遺伝子材料の収集・保存・提供事業

　　　遺伝子材料の収集・保存・提供業務

　　　遺伝子材料のセット化とバンキング

　　　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）

　　　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

　　　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

　　　微生物 DNAの調製とバンキング

　　　分裂酵母発現ライブラリー

　　　高度好熱菌発現ライブラリー

　　　NBRPツメガエル cDNAクローン化ライブラリー

　　　NBRPニホンザル BACクローン化ライブラリー

　　　NBRPラット BACクローン化ライブラリー

　　　NRCD ヒト完全長 cDNAクローン化ライブラリー

　　　実中研マーモセット cDNAクローン化ライブラ

リー

　　　徳島大学マウス cDNAクローン化ライブラリー

　　　徳島大学フタホシコオロギ cDNAクローン化ラ

イブラリー

2. 遺伝子材料の品質管理のための技術開発

　　　遺伝子材料の変異検出のための技術開発

　　　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

　　　遺伝子材料の発現制御法の技術開発

　　　組換えウイルスベクターの改変と標的化

3. NBRP 基盤技術整備プログラム「遺伝子資源の長期保

存に関する基盤整備技術の開発」

4. 技術研修事業

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～） 潘　建治（平成 17年 4月～）

先任研究員 木村　誠（平成 15年 7月～平成 19年 9月）

BRC協力研究員 中出　浩司（平成 16年 1月～） 

客員研究員 平野　哲男（平成 13年 4月～） 野口　道也（平成 20年 5月～）

客員技師 青木　強　（平成 20年 4月～）

BRC研究協力員（テクニカルスタッフ）

 井鍋　久美子（平成 14年 4月～） 山崎　孝仁（平成 15年 4月～） 
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 久次米　夕佳里（平成 16年 4月～） 廣瀬　めぐみ（平成 16年 4月～） 

 益﨑　智子（平成 18年 4月～） 山岡　早苗（平成 16年 4月～平成 20年 3月） 

JRA 野口　道也（平成 18年 4月～平成 19年 3月）

業務委託 上野　和子（平成 13年 4月～） 栗原　千登勢（平成 20年 4月～）

 草　由香　（平成 20年 4月～） 大久保　将人（平成 20年 4月～）

 中野　友莉（平成 20年 4月～） 

 Carlo Dante T. Natividad（平成 20年 4月～平成 20年 11月）

 山本　美幸（平成 15年 6月～平成 20年 4月）

 大藤　玲子（平成 19年 4月～平成 20年 4月）

研修生 川島　玲　（平成 17年 4月～） 遠藤　慎治（平成 19年 9月～）

 比嘉　淳　（平成 19年 5月～平成 20年 2月）

 若山　真理子（平成 14年 4月～平成 19年 3月） 

中出、 有田、 勝谷、 草、 井鍋、 廣瀬、 益﨑、 中島、 佐藤、 木村、 野口

栗原、 久次米、 藤澤、 髙原、 服部、 平栗、 上野、 中野、 古谷

Natividad、    川島、    潘、    横山室長、   村田、   山崎、   大久保

年次計画と成果

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。本年度は収集ライブラ

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、酵母発現ライブラリー、

高度好熱菌蛋白発現ライブラリー等の整備を行った。今

年は Cre-Zooプロジェクトと遺伝子クローンのセット化

プロジェクトを重点化し、Cre-Zooプロジェクトは平成

20年度をもって完了する。

（1）遺伝子材料の収集・保存・提供業務

　（ⅰ）DNAクローン、ベクター、宿主、合計 3,451株、

cDNAライブラリー 47ライブラリー (2.35 ×107

クローン）、組換えウイルス 501株、Nakamura 
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DNA自動抽出機の操作

& White ヒト RFLP マーカー 123 株、HLA ク

ローン 40株、ヒト SEREX抗原クローン 516株、

CEPHヒトMEGA YAC 35,712株、ヒト染色体別

ゲノムクローン化ライブラリー 444,384株、ヒ

ト完全長 cDNA クローン化ライブラリー 307,200

株、NIA/NIHマウス cDNAクローン化ライブラ

リー 22,407株、マウス初期胚 cDNAクローン

化ライブラリー 45,216株、マウス BACクロー

ン 化ライブラリー 193,152株、徳島大学マウス

cDNAクローン化ライブラリー 374,208 株、実

中研マーモセット cDNAクローン化ライブラ

リー 353,664株、チンパンジー 22番染色体ゲノ

ムライブラリー 13,824株、NBRPラット BAC

クローン化ライブラリー 498,048株、NBRPニ

ホンザル BACクローン化ライブラリー 200,064

株、NBRPアフリカツメガエル cDNAクローン

化ライブラリー 186,400株、NBRPネッタイツ

メガエル cDNAクローン化ライブラリー 44,544

株、フタホシコオロギ cDNAクローン化ライブ

ラリー 60,288 株、高度好熱菌発現・遺伝子破壊

プラスミド 2,753株、分裂酵母 ORFeomeクロー

ン 14,436株、総計 2,700,978 株を収集した。

　（ⅱ）E-メールニュース第 48～ 72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 6,651人である。

　（ⅳ）中国語版ホームページを新設した。

　（ⅴ）遺伝子材料 173,574株を提供した。

　（ⅵ）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。

（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引き続き行った。

　（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の高品質

の cDNAクローン化ライブラリーである（http://

lgsun.grc.nia.nih.gov/）。

　（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の阿部訓也チームリーダーより寄

遠心機の操作
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託された（平均サイズ 150-300kbのゲノム BAC

クローン 約 20万株）。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）ゲノムの大型 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

つ。

（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す

る。寄託組換えウイルス株の多くは札幌医科大学 濱田

洋文教授の研究室で作製された。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 

斎藤泉教授から指導を受け、さらに、CA、CAG プロモー

ターの利用は大阪大学の宮崎純一教授からの許可を得

た。最近は東京大学 菅野純夫教授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 501株を登録した。2）

これらの組換えウイルスベクターの整備を行い、公開し

た。

（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 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

は当開発室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

ンシリーズは、愛知県がんセンター研究所 赤塚美樹

室長より寄託された（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PCR増幅器の操作

塩基配列確認作業
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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

実験動物開発室の協力を得てプロモーター Cre マウスの

作出を行った。Cre-Zooプロジェクトは本年度をもって

完了し、今後は p53関連等遺伝子プロモーターを収集し

てゆく。

（6）微生物 DNAの調製とバンキング（生物多様性バン

ク）

　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（2008年 7月現在 32株）。

（7）分裂酵母 S. pombe ORFeome クローン化ライブラ
リー

　理研基幹研究所 吉田稔主任研究員より、分裂酵母

(Schizosaccharomyces pombe)の全 ORFの 9割を網羅する

発現ライブラリー 14,436株が寄託された。本リソース

は検出に有用な「YFP」タグと「His」タグを 5´と 3´に

付与されており、可視化と発現タンパク質の定量が可能

であるため、タンパク質間相互作用、タンパク質の翻

訳後修飾解析、タンパク質の局在化探索に利用され、将

来の薬剤探索研究に大いに有用である。 (http://www.brc.

riken.jp/lab/dna/ja/yoshidayeast_3ja.html) 。

（8）高度好熱菌タンパク質発現ライブラリー

　理研放射光科学総合研究センター及び大阪大学の倉光

成紀グループディレクターより、高度好熱菌（Thermus 

thermophilus HB8）の「高度好熱菌丸ごと一匹プロジェ

クト」から産み出された構造解析用タンパク質発現用プ

ラスミドおよび遺伝子破壊株用プラスミドのライブラ

リー総計 2,753株が寄託された。これらのライブラリー

は、タンパク質の高次構造研究及び、遺伝子の機能解析

に有用である。ひとつの生物全体の生命現象を物理化

学のレベルで理解することができる (http://www.thermus.

org/j_index.htm) 。

（9）NBRP Xenopus laevis, tropicalis  EST clones
　基礎生物研究所 上野直人教授、東京大学 平良眞規准

教授、広島大学 矢尾板芳郎教授からXenopus tropicalis 

およびX. laevis の ESTクローン化ライブラリー 44,544

株、および 40,320株が寄託された。発生再生形態形成

研究に有用である。

　　NBRP ニホンザル BACクローン化ライブラリー

　岡崎国立共同研究機構、生理学研究所にて開発された

（10）

ニホンザル (Macaca fuscata)のゲノム BACライブラリー

200,064株が寄託された。霊長類のゲノム解析に有用で

ある。ヒトとの比較生物学及び前臨床学的研究に大切な

資源といえる。

　　NBRP ラット BAC クローン化ライブラリー

　京都大学 芦川忠夫教授から、ラットの BACクローン

498,048株が寄託された。ラットゲノム解析、SNP情報

の網羅的な探索プロジェクトに活用され大いに貢献し

た。生理学的、解剖学的、行動学的解析に期待がかかる。

　　NRCD ヒト完全長 cDNAクローン化ライブラリー

　国立身体障害者リハビリテーションセンター (NRCD) 

加藤誠志障害工学研究部長から、ベクターキャップ法に

より取得したヒト完全長 cDNA ４ライブラリー 307,200

株が寄託された。精巣ならびに神経分化誘導可能な NT2

細胞のライブラリーは、ヒト幹細胞研究に有用である。

　　実中研マーモセット cDNAクローン化ライブラリー

　（財）実験動物中央研究所（実中研）他からコモンマー

モセット ES細胞、精巣、肝臓、脳脊髄ならびに脾臓の

cDNAライブラリー 353,664株が寄託された。コモンマー

モセットはヒトと遺伝子が類似し薬効評価試験などで

用いられる実験動物である。ES細胞の応用研究として、

これらの cDNAクローンセットは有用である。

　　徳島大学マウス cDNAクローン化ライブラリー

　徳島大学 野地澄晴教授から、脳、肝臓、すい臓、大

腿四頭筋、胚頭部から成るクローン化ライブラリー

374,208株が寄託された。発生学研究分野に有効なクロー

ンセットである。

　　徳島大学フタホシコオロギ cDNA クローン化ライ

ブラリー

　徳島大学 野地澄晴教授から、フタホシコオロギの

cDNAクローン 60,288株が寄託された。本クローンセッ

トは、昆虫の初期発生研究、再生研究ならびに神経発生

研究に有用である。

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

MTAの管理作業
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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、超低温冷凍庫へ保存した。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）遺伝子材料の発現能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。

　（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、中国上海市・上海大学、及

び川研ファインケミカル (株 )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-ドライバーの構

築と、その Tgマウスの作製、ならびにリソー

ス特性解析に関する技術開発を実施した。

（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、台湾中央研究院分子生物学研究所（科学院）、

国立台湾大学、国立成功大学、国立中山大学、高雄医学

大学との共同研究として行った。

3. NBRP 基盤技術整備プログラム「遺伝子資源
の長期保存に関する基盤整備技術の開発」
　実験植物開発室と連携し、実施している。当室は「遺

伝子材料を保持した大腸菌の長期保存技術の開発」を担

当している。これまでに、消費電力が削減できる一般の

冷凍庫を提供業務用株の保存に適用するため、凍結融解

に対して菌体を保護する薬剤を検討した。過去の報告に

基づいて選定した 26種類の候補化合物について、それ

ぞれの化合物存在下で大腸菌を冷凍庫に保存し、融解・

凍結を繰り返した後に菌体の生存率、ならびに保持して

いる遺伝子材料の品質について評価を行い、保護効果を

評価した。その結果、保護剤として有望な化合物を絞り

込んだ。

4. 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

及び 34名の聴講生を受け入れ指導した。

有用プロモーターDNA材料の開発及びその利用

（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）
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Liu B., Yamasaki T., Noguchi M., Murata T., Wang P., 

Yokoyama K.: “Gene silencing and histone modifi cation 

by JDP2, a AP-1 repressor during the differentiation of 

embryonic stem cells.” Current Topics in Genetics 1, 

1-17 (2006).*

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).*

Lu Y-C., Song J., Cho H-Y., Fan G., Yokoyama K., Chiu 

R.: “Cyclophilin a protects peg3 from hypermethylation 

and inactive histone modifi cation.” J. Biol. Chem. 281, 

39081-39087 (2006).*

Wakayama M., Abei M., Seo E., Fukuda K., Todoroki 
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E1B double-restricted adenovirus with RGD-Fiber 

modification exhibits enhanced oncolysis for CAR-

defi cient biliary cancers.” Clinical Cancer Research. 13, 

3043-3050 (2007).*
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gene expression.” Current Topics in Biochemical 

Research  9, 27-44 (2007). *
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会 2006フォーラム「分子生物学の未来」, 名古屋 , 

12月 (2006).

横山 和尚 , 中出 浩司 , 潘 建治 , 山崎 孝仁 , 野口 道

也 , 井鍋 久美子 , 益崎 智子 , 木村 誠 , 村田 武英： 

“Modulation of histone acetylation by transcirpiton factor 

JDP2 during cell differentiation.”, 第 40回日本発生生

物学会・第 59回日本細胞生物学会 合同大会 , 福岡 , 

5月 (2007).

村田 武英 , 潘 建治 , 井鍋 久美子 , 廣瀬 めぐみ , 久

次米 夕佳里 , 益崎 智子 , 寺島 美保 , 山本 美幸 , 山

岡 早苗 , 山崎 孝仁 , 木村 誠 , 小幡 裕一 , 横山 和尚： 

“Viral Vector Resources for gene transduction in DNA 

Bank, RIKEN BioResource Center.”, 第 40回日本発生

生物学会・第59回日本細胞生物学会 合同大会 , 福岡 , 

5月 (2007).

潘 建治 , 村田 武英 , 中出 浩司 , 吉木 淳 , 糸原 重

美 , 横山 和尚： “The role of JDP2, a transcriptional 

repressor of AP-1 family in cell cycle regulation.”第 40

回日本発生生物学会・第 59回日本細胞生物学会 合

同大会 , 福岡 , 5月 (2007).

横山 和尚： “日本より発信できるバイオリソースの

整備と世界への貢献 ”, 第 13回日本遺伝子治療学会

学術集会「教育セミナー」, 愛知 , 6月 (2007).

村田 武英 , 潘 建治 , 井鍋 久美子 , 廣瀬 めぐみ , 久

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



遺伝子材料開発室
Gene Engineering Division

RIKEN BRC Annual Report 2006～ 2007

― 81 ―

次米 夕佳里 , 益崎 智子 , 寺島 美保 , 山本 美幸 , 山

岡 早苗 , 山崎 孝仁 , 木村 誠 , 小幡 裕一 , 横山 和尚： 

“BIOLOGICAL RESOURCES FOR GENE THERAPY 

AND BASIC RESEARCH IN DNA BANK, RIKEN 

BIORESOURCE CENTER.”, 第 13回日本遺伝子治療

学会学術集会 , 愛知 , 6月 (2007).

横山 和尚 , 村田 武英 , 潘 建治 , 山崎 孝仁 , 中出 浩

司：  “AP-1 repressor JDP2 regulates differentiation 

of embryonal carcinoma cells by modulating histone 

acetylation.”, 第 66回日本癌学学術会総会 , 横浜 , 10

月 (2007).

小幡 裕一 , 吉木 淳 , 中村 幸夫 , 横山 和尚： “理化学

研究所バイオリソースセンターの利用法 ”, 第 66回

日本癌学学術会総会 , 横浜 , 10月 (2007).

横山 和尚 , 中出 浩司 , 山崎 孝仁 , 野口 道也 , 木村 

誠 , 潘 建治 , 村田 武英： “転写因子 JDP2のヒスト

ンシャペロン活性と細胞分化 ”, 第 30回日本分子生

物学会年会・第 80回日本生化学会大会（BMB2007）, 

横浜 , 12月 (2007).

村田 武英 , 潘 建治 , 中出 浩司 , 野口 道也 , 山崎 孝

仁 , 横山 和尚： “マウス JDP2のリン酸化蛋白質の

大腸菌での産生 ”, 第 30回日本分子生物学会年会・

第 80回日本生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 12

月 (2007).

潘 建治 , 村田 武英 , 中出 浩司 , 吉木 淳 , 糸原 重美 , 

横山 和尚： “転写因子 JDP２による細胞増殖抑制

の分子機構 ”, 第 30回日本分子生物学会年会・第 80

回日本生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007).

木村 誠 , 山崎 孝仁 , 野口 道也 , 中出 浩司 , 潘 建

治 , 村田 武英 , 横山 和尚： “ATF2による転写活性

化を抑制する JDP2結合蛋白質の分離 ”, 第 30回日

本分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会 

（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007).

野口 道也 , 山崎 孝仁 , 村田 武英 , 塩田 邦郎 , 横山 

和尚： “転写因子 JDP2（Jun Dimerization Protein 2）

におけるアラニンスキャニング変異体を用いたクロ

マチン構造変換機構の解析 ”, 第 30回日本分子生物

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

学会年会・第 80回日本生化学会大会（BMB2007）, 

横浜 , 12月 (2007).

山崎 孝仁 , 野口 道也 , 潘 建治 , 木村 誠 , 村田 武英 , 

塩田 邦郎 , 横山 和尚： “転写因子 Jun Dimerization 

Protein 2（JDP2）の転写調節機構の解析 ”, 第 30回

日本分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会 

(BMB2007) , 横浜 , 12月 (2007).

中出 浩司 , 潘 建治 , 村田 武英 , 横山 和尚： “Jun 

dimerization protein 2 (JDP2) is a regulator of cell 

proliferation and senescence.” , 第 30回日本分子生物

学会年会・第 80回日本生化学会大会（BMB2007）, 

横浜 , 12月 (2007).

廣瀬 めぐみ , 井鍋 久美子 , 久次米 夕佳里 , 益崎 智

子 , 山岡 早苗 , 山崎 孝仁 , 山本 美幸 , 大藤 玲子 , 潘 

建治 , 木村 誠 , 村田 武英 , 横山 和尚： “プロモー

ター・レポーターバイオリソースの整備と提供及び

関連情報の公開 ” , 第 30回日本分子生物学会年会・

第 80回日本生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 12

月 (2007).

益崎 智子 , 井鍋 久美子 , 大藤 玲子 , 久次米 夕佳

里 , 廣瀬 めぐみ , 山岡 早苗 , 山崎 孝仁 , 山本 美幸 , 

潘 建治 , 木村 誠 , 村田 武英 , 横山 和尚： “大腸菌

内リン酸化蛋白質産生プラットフォームを用いた

JDP2ならびにヒストン H3のリン酸化 ”, 第 30回

日本分子生物学会年会・第 80回日本生化学会大会

（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007).

山本 美幸 , 井鍋 久美子 , 大藤 玲子 , 久次米 夕佳里 , 

廣瀬 めぐみ , 益崎 智子 , 山岡 早苗 , 山崎 孝仁 , 潘 

建治 , 木村 誠 , 村田 武英 , 横山 和尚： “転写因子遺

伝子群の網羅的収集を目的とした遺伝子セット化バ

ンクの構築 ” 第 30回日本分子生物学会年会・第 80

回日本生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007).

山岡 早苗 , 井鍋 久美子 , 大藤 玲子 , 久次米 夕佳

里 , 廣瀬 めぐみ , 益崎 智子 , 山本 美幸 , 山崎 孝仁 , 

潘 建治 , 木村 誠 , 村田 武英 , 横山 和尚： “Gene Set 

Bank利用のためのリソースデーターベースの構

築 ”, 第 30回日本分子生物学会年会・第 80回日本

生化学会大会（BMB2007）, 横浜 , 12月 (2007).

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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野口 道也 , 田中 智 , 横山 和尚 , 塩田 邦郎： “細胞増

殖関連因子 PAL31の核内機能の解明 ”, 第 2回日本

エピジェネティクス研究会年会 , 三島 , 5月 (2008).

横山 和尚 , 中出 浩司 , 山崎 孝仁 , 潘 建治 , 村田 武

英： “AP-1 リプレッサー Jun Dimerization Protein 

2(JDP2)の増殖と脂肪細胞分化制御機構の解析 ”, 日

本分子生物学会第 8回春季シンポジウム , 札幌 , 5

月 (2008).

川島 玲 , 安部井 誠人 , 福田 邦明 , 中村 公則 , 若山  

真理子 , 村田 武英 , 兵頭 一之介 , 濱田 洋文 , 横山 和

尚 “Selective Gene Delivery to Hepato-Biliary Cancers 

Using Z33 Fiber Modifi ed Adenovirus Vector and Tumor 

Specifi c Antibodies.”, 第 14回日本遺伝子治療学会学

総会 , 札幌 , 6月 (2008).

本田 新 , 廣瀬 美智子 , 井上 貴美子 , 越後貫 成美 , 三

木 洋美 , 下澤津 浩 , 羽鳥 真功 , 清水 なつみ , 村田 

武英 , 廣瀬 めぐみ , 形山 和史 , 脇阪 紀子 , 三好 浩之 , 

横山 和尚 , 山海 直 , 小倉 淳郎： “ウサギ ES細胞の

効率的な樹立とその維持 ”, 第 3回ウサギフォーラ

ム , 神戸 , 7月 (2008).

横山 和尚 , 山崎 孝仁 , 中出 浩司 , 潘 建治 , 村田 武

英： “JDP2 regulates differentiation of adipocytes and 

senescence of mouse embryonic fi broblasts.”, 第 67回日

本癌学学術会総会 , 名古屋 , 10月 (2008).

村田 武英 , 潘 建治 , 中出 浩司 , 山崎 孝仁 , 横山 和

尚： “Phosphorylation of ATF-2 in E. coli prevents its 

interaction with JDP2.”, 第 67回日本癌学学術会総会 , 

名古屋 , 10月 (2008).

潘 建治 , 吉木 淳 , 村田 武英 , 横山 和尚： “Generation 

and characterization of Nur77/TR3, JDP2 promoter-

driven tissue-restricted Cre transgenic mice.”, 第 67 回

日本癌学学術会総会 , 名古屋 , 10月 (2008).

中出 浩司 , 潘 建治 , 村田 武英 , 横山 和尚： “The 

chromatin remodeling factor, Jun dimerization protein 2, 

regulates replicative senescence”, 第 67回日本癌学会

学術総会 , 名古屋 , 10月 (2008).

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

山崎 孝仁 , 潘 建治 , 村田 武英 , 横山 和尚： 

“Development of promoter-reporter collection.”, 第 67

回日本癌学会学術総会 , 名古屋 , 10月 (2008).

横山 和尚 , 中出 浩司 , 潘 建治 , 山崎 孝仁 , 野口 道

也 , 村田 武英： “転写因子 JDP2による脂肪細胞

分化と細胞の不死化誘導機構の解析 ”, 第 31回日

本分子生物学会年会・第 81回日本生化学会大会

（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

村田 武英 , 廣瀬 めぐみ , 井鍋 久美子 , 久次米 夕佳

里 , 栗原 千登勢 , 草 由香 , 益﨑 智子 , 中野 友莉 , 山

崎 孝仁 , 潘 建治 , 横山 和尚： “大腸菌内修飾蛋白

質産生プラットフォームを用いた ATF2ならびに

JDP2のリン酸化と分子会合 ”, 第 31回日本分子生

物学会年会・第 81回日本生化学会大会（BMB2008）, 

神戸 , 12月 (2008).

潘 建治 , 廣瀬 めぐみ , 草 由香 , 山岡 早苗 , 門田 雅

世 , 中田 初美 , 吉木 淳 , 橋本 光広 , 木村 誠 , 村田 武

英 , 小幡 裕一 , 横山 和尚： “JDP2プロモーターによ

るトランスジェニックマウスでの小脳特異的な Cre

発現 ”第 31回日本分子生物学会年会・第 81回日本

生化学会大会（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

中出 浩司 , 潘 建治 , 山崎 孝仁 , 村田 武英 , 横山 

和尚： “細胞老化を制御する AP1転写因子 , Jun 

Dimerization Protein 2”, 第 31回日本分子生物学会年

会・第 81回日本生化学会大会（BMB2008）, 神戸 , 

12月 (2008).

久次米 夕佳里 , 井鍋 久美子 , 草 由香 , 栗原 千登勢 , 

廣瀬 めぐみ , 中野 友莉 , 益﨑 智子 , 山崎 孝仁 , 湯原 

直美 , 本庄 恵 , 岩瀬 秀 , 深海 薫 , 村田 武英 , 潘 建治 , 

横山 和尚： “遺伝子リソースの収集・保存・提供

事業の管理 , 特性情報等の公開を目的とした多目的

データベースの構築とその利用法の紹介 ”, 第 31回

日本分子生物学会年会・第 81回日本生化学会大会

（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

廣瀬 めぐみ , 潘 建治 , 北浦 靖之 , 中田 初美 , 村上 

亜弓 , 門田 雅世 , 草 由香 , 山岡 早苗 , 木村 誠 , 村田 

武英 , 吉木 淳 , 小幡 裕一 , 横山 和尚： “NR4A1-Cre

トランスジェニックマウスの作製及びその発現解

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
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析 ”第 31回日本分子生物学会年会・第 81回日本生

化学会大会（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

山崎 孝仁 , 野口 道也 , 潘 建治 , 村田 武英 , 塩田 邦

郎 , 横山 和尚： “転写因子 Jun Dimerization Protein 

2 （JDP2）の転写調節機構の解析 ”, 第 31回日本

分子生物学会年会・第 81回日本生化学会大会

（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

益﨑 智子 , 廣瀬 めぐみ , 井鍋 久美子 , 久次米 夕佳

里 , 栗原 千登勢 , 草 由香 , 中野 友莉 , 山崎 孝仁 , 潘 

建治 , 村田 武英 , 横山 和尚： “遺伝子機能解析に有

用な遺伝子材料の活用 ”, 第 31回日本分子生物学会

年会・第 81回日本生化学会大会（BMB2008）, 神戸 , 

12月 (2008).

Carlo Dante T. Natividad, 比 嘉 淳 , 潘 建 治 , 村

田 武 英 , 横 山 和 尚： “Transcriptional Regulation 

of Jun Dimerization Protein 2 (JDP2) on Human 

Cytomegalovirus (hCMV) Promoter.”, 第 31 回 日 本

分子生物学会年会・第 81回日本生化学会大会 

（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

大久保 将人 , 山岡 早苗 , 山本 美幸 , 横山 和尚 , 村田 

武英： “組換え大腸菌の長期冷凍保存技術の開発 ”, 

第 31回日本分子生物学会年会・第 81回日本生化学

会大会（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

栗原 千登勢 , 廣瀬 めぐみ , 井鍋 久美子 , 久次米 夕

佳里 , 草 由香 , 益﨑 智子 , 中野 友莉 , 山崎 孝仁 , 村

田 武英 , 潘 建治 , 横山 和尚： “遺伝子機能解析用

ツールの基盤整備 ”, 第 31回日本分子生物学会年会・

第 81回日本生化学会大会（BMB2008）, 神戸 , 12

月 (2008).

草 由香 , 廣瀬 めぐみ , 潘 建治 , 益﨑 智子 , 井鍋 久

美子 , 久次米 夕佳里 , 山崎 孝仁 , 大久保 将人 , 栗

原 千登勢 , 中野 友莉 , 中出 浩司 , 木村 誠 , 村田 武

英 , 横山 和尚： “理研 DNAバンクにおけるプロモー

ター・レポーターリソースの拡充とシリーズ化につ

いて ”, 第 31回日本分子生物学会年会・第 81回日

本生化学会大会（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

中野 友莉 , 廣瀬 めぐみ , 井鍋 久美子 , 久次米 夕佳

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

里 , 栗原 千登勢 , 草 由香 , 益﨑 智子 , 山崎 孝仁 , 村

田 武英 , 潘 建治 , 横山 和尚： “組換えウイルスシャ

トルベクターの構築と遺伝子導入バンク ”, 第 31回

日本分子生物学会年会・第 81回日本生化学会大会

（BMB2008）, 神戸 , 12月 (2008).

野口 道也 , 王 勇 , 山崎 孝仁 , 潘 建治 , 村田 武英 , 

塩田 邦郎 , 横山 和尚： “転写因子 Jun Dimerization 

Protein 2の細胞内機構解析 ”, 第 31回日本分子生物

学会年会・第 81回日本生化学会大会（BMB2008）, 

神戸 , 12月 (2008).


