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ポスターセッション

低用量脱メチル化剤治療により正常化するがん関連パスウェイは細胞ごとに異なる

AID system revealed UHRF1/ DNMT1 specific functions in colorectal cancer cells 

for cell cycle and epigenetics state maintenance.

食道胃接合部がんの起源組織を予測するDNAメチル化マーカーの開発

細胞種ごとのDNAメチル化変動を推定する統計手法

根治的化学放射線療法治療時のFGF5遺伝子の発現上昇は、食道扁平上皮がんの治療抵

抗性に関与する

CRISPR/Cas9ゲノム編集を応用したTET1とVP64による特定遺伝子の相乗的発現誘導法

の開発

慢性炎症によるDNAメチル化異常の標的領域は加齢によるものと明らかに異なる

IGF2-DMR0はDNAメチル化依存的なIGF2 P0プロモーター特異的エンハンサーである

―ソトス症候群のインプリントＤＭＲのＤNAメチル化解析から―

幹細胞の多能性維持に関与するヒストンリーダーCdyl2の同定

創薬評価に向けた化学物質の新規in vitro DNAメチル化影響レポーターシステムの開発

クロマチンリモデリング酵素HELLSとCDCA7タンパク質との機能的相互作用

マウス初期胚発生におけるDNMT1の新規メチル化活性が持つ機能

マウスES細胞におけるDNMT1とDNMT3sによる協調的DNAメチル化制御

組換え維持型メチル化酵素(Dnmt1)の機能評価

古細菌由来のメチル化酵素APE_0872.1の特性評価
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シロイヌナズナの脱メチル化酵素DMEは耐病性に必要である

一卵性双生児のペア間におけるDNAメチル化率差の経年変化

畳み込みニューラルネットワークを用いるCGメチル化に関わるエピジェネティックのクロス

トークを推測する

一卵性双生児ペア内のDNAメチル化レベル差の網羅的解析

エピゲノム編集したES 細胞からの疾患モデルマウスの作製

PM2.5高濃度地区の妊婦臍帯血ゲノムにおけるレトロトランスポゾンのメチル化解析

マウス妊娠期ヒ素曝露によって誘導される仔精子のLINEおよびLTRレトロトランスポゾン

のDNAメチル化変化

細胞周期依存的なSer298のリン酸化によるUHRF1の相互作用因子の制御機構

マウスIG-DMRの母方アレルにおけるインプリント制御領域のスクリーニング

DNAの質の低下がDNAメチル化解析に与える影響についての検討

トランスポゾンにコードされる抗抑制因子の生化学的特性

神経活性化による新規DNAメチル化を介した遺伝子エンハンサー活性制御は興奮性シナ

プス形成に寄与する

CRISPRを改変した技術を用いたDNA損傷によるエピジェネティックな変化と細胞老化の

関係の解明

転移性膵癌におけるHOXA遺伝子座のlncRNA発現異常の解析

膵臓がんはLncRNA  TUG1によるmiR376b-DPYDの発現制御を介して5-FUの抵抗性を獲得する
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長鎖非コードRNA TUG1はDNAポリメラーゼηを調節することにより卵巣癌のシスプラチン

抵抗性を促進する

がん進展におけるmicroRNAを介したSrcシグナルの制御

RNAとクロマチンの相互作用を網羅的に検出する系を用いたRNA局在の解析

ヒト神経幹細胞のアストロサイト分化におけるインプリント遺伝子H19の機能解析

植物の生殖制御を担う多彩なnon-coding RNA

慢性胃炎および胃がんに関連する長鎖non-coding RNA結合タンパク質の探索

RNAスイッチを用いた活性miRNAの検出とその応用

口腔扁平上皮がんにおける長鎖非コードRNA DLEU1のがん遺伝子的機能の解析

scATAC-seq解析を用いた乳癌の多様性評価の試み

モデルマウスを用いたクリーフストラ症候群発症機構の解析

エピジェネティックな発現制御に注目した網膜血管新生機構の解明

in-silico解析を用いたケロイド関連遺伝子の探索

子宮内膜線維芽細胞のエピゲノム制御が子宮内膜症の病因である

EZH2とG9aの共阻害はインターフェロンシグナルに影響を与え多発性骨髄腫の増殖を抑制する

神経芽腫における分化関連遺伝子のエピジェネティックな発現抑制メカニズムの解明

KDM5C選択的阻害剤の同定とその抗うつ作用

エピゲノム異常を誘導し悪性性質に関与するびまん性正中部神経膠腫の染色体構造異常
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ヒストンメチル化酵素EZH2過剰発現細胞における新規複合体の同定

RNA polymerase IIによる転写とヒストン修飾の安定性制御

HP1αクロモドメインを用いたFRET型蛍光プローブによる細胞分裂中のヒストン修飾動態の観察

Between H3K9 and DNA methylations ‒ the crosstalk in two main gene silencing 

pathways

コンバージェント転写遺伝子のクロマチン制御

ヒトNAP1のC末端酸性領域における2つのH2A-H2B結合モチーフの違い

ATAC-seq法およびCUT&TAG法を用いたヒト精子エピゲノムプロフィールの解析

分裂酵母における胞子クロマチン動態の分子制御機構の解析

マウスのヒストンH3バリアントH3mm18を含むヌクレオソームの生化学的解析

Kmt2b依存的な幹細胞エピゲノムが制御する精子形成機構

ヒストン脱メチル化酵素KDM7Aによるマクロファージの極性化制御機構

マウス初期胚におけるヒストンH3.3の動態

192億塩基対をもつドイツトウヒの胚性カルスにおけるH3K27me3修飾のプロファイル

Epstein-Barrウイルス感染によるエンハンサー異常活性化の誘導因子の探索

機械学習で判別するH3K4me制御の二形態; 転写の上流と下流

シロイヌナズナにおける遺伝子内H3K4メチル化の制御機構
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森 秀世 (東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻)
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修飾ヒストンの効率的化学合成法とヒストン動態解析

H3K9メチル化を介した遺伝子発現抑制機構の解明

タンパク質ヒスチジンπ-メチル化酵素METTL9の機能解析

FACTによるクロマチンリモデリングで鍵となるヒストンH3テイルの動的挙動

SWI/SNF複合体構成因子Smarce1のノックアウトマウスES細胞では不安定なクロマチン

構造が誘導される

クロマチンリモデリングと染色体の安定性～ICF症候群の原因遺伝子の機能解析から見え

てきたこと～

ケミカルマップに基づくヌクレオソームDNAの相性予測

パイオニア転写因子OCT4のヌクレオソームへの結合メカニズムの解明

GTP に依存したヘテロクロマチン領域変動メカニズムの解析

テトラヒメナのDNA削減を誘導するヘテロクロマチンの形成機構

 X染色体不活性化におけるSmcHD1の役割

分裂酵母ヒストンメチル化酵素複合体CLRCの機能解析

反復配列に引き起こされる哺乳類異所的高次クロマチン形成系の構築と解析

細胞老化における特異的ヘテロクロマチン領域からの遺伝子発現誘導

Compartment-dependent regulation of heterochromatin formation in mouse 

embryonic stem cells

リボソームタンパク質RPL5 によるリボソームDNA3次元構造と核小体の物性制御
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癌ウイルス-ホスト間クロマチン相互癌ウイルス-ホスト間クロマチン相互作用によるヘテロ

クロマチンドメイン構造変化はエンハンサー異常活性化を誘導する

CRISPR/Cas9を用いた複製ドメイン形成に関わるシスエレメントの探索

DNA複製時期レポーターシステムを用いた核内コンパートメント制御因子の網羅的同定

DNA/RNAヘリケースSETXはマウス減数分裂前期パキテン期の転写制御において中心的

役割を持つ

生殖細胞特異的ZFP541複合体は減数分裂前期脱出の転写制御に働く

Ctbp1/2の発現消失を起点とした胚性ゲノム活性化機構の解明

Paused iPS細胞を用いたKLF4量依存的エピジェネティクス制御機構の解析

肝細胞誘導転写因子のダイナミクス解析

膵島細胞の増殖制御機構の理解と再生医療への応用

コヒーシンローダーNipblは幼若脳の経験依存的な抑制性ニューロン発達に必要である

ネズミ上科特異的シス配列の改変によるヒト化マウス胚作製の試み

ネズミ上科特異的シス配列の挿入による多能性ネットワークの進化的変容

エピジェネティック制御因子UHRF1の卵母細胞と着床前胚の細胞質における新機能
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