
11月3日（祝・水）（1日目）日程表

チャンネル

チャンネル1 人生100年時代の「老い」を考える
佐田 亜衣子・森 英一朗 Phillip A. Sharp

次世代を担う若手研究者が集う
疾患糖鎖研究のフロンティア
平田 哲也・羽根 正弥

多領域に拡がる糖鎖の
網羅的生物機能研究の最前線
栂谷内 晶・佐藤 ちひろ

チャンネル2
代謝動態学

~代謝物の時空間情報を取得する
バイオイメージングの技術と実践~

西川 恵三・山本 正道

神秘の生命物質ポリアミンから探る
生命現象と健康への応用
植村 武史・照井 祐介

さきがけ「生体における微粒子の
機能と制御」成果報告会

~微粒子を追う、捕まえる、操る~
中野 明彦・佐藤 健

チャンネル3
マルチファセット・プロテインズ:
拡大し変容するタンパク質の世界

田口 英樹・永井 義隆
学会長挨拶/学会賞授賞式・受賞講演 躍動するユビキチンコード研究

大竹 史明・深井 周也

チャンネル4 疾患における生命金属動態の破綻と創薬
石原 慶一・豊國 伸哉

動物モデルによる先端がん研究
鈴木 聡・平尾 敦

腎臓の疾患と治療から再考する細胞機能
淺沼 克彦・古市 賢吾

チャンネル5
「核とミトコンドリア研究」から
視えてきた疾患病態の先端生化学

田中 知明・井上 聡
呼吸器疾患研究 －最近の進展－

粕谷 善俊・巽 浩一郎
健康長寿社会に向けた和漢薬研究の新展開

中川 嘉・早川 芳弘

チャンネル6
哺乳類の代謝変動による環境適応と

その異常
木村 航・有馬 勇一郎

細胞外膜小胞による細胞応答 
～微生物からヒトまで～
野村 暢彦・華山 力成

学際的研究から切り拓く
pH生物学のフロンティア
船戸 洋佑・栗原 晴子

チャンネル7 核小体の構造と機能の新たな発見
奥脇 暢・木村 圭志

シリア-中心体系のダイナミズムと
多様な生命現象の制御機構
中山 和久・北川 大樹

膜輸送体研究の方法 
~巨人の肩に立ち、輸送体の囁きを聴く~

永森 收志・阿部 一啓

チャンネル8
先端技術を用いた食事・栄養成分
を介した免疫-代謝ネットワークの

理解と応用
國澤 純・長谷 耕二

生体を造り、支え、
そして歪ませる造血システム

幸谷 愛・片山 義雄
遺伝子改変技術の新展開
高橋 智・水野 聖哉

チャンネル9
認知症発症のリスクとメカニズム

の多様性:アルツハイマー病の高精度診断法
と治療法開発に向けて
飯島 浩一・道川 誠

創薬を志向したケミカルバイオロジー
北 将樹・鈴木 智大

分子・細胞研究者が挑戦する
医療イノベーション
高木 淳一・保仙 直毅

チャンネル10
免疫における転写および
転写後調節ネットワーク
酒井 真志人・吉田 英行

新興感染症:新型コロナウイルスに
即応する生化学

~診断・治療・疫学への越境
城戸 康年・中釜 悠

SARS-CoV-2の感染・病態における
ウイルス

―宿主間相互作用
久場 敬司・神谷 亘

チャンネル11
レドックス生物学における

アダクトエクスポソームの重要性
熊谷 嘉人・上原 孝

超硫黄が切り拓く革新的オミックス
研究とレドックスバイオロジー

澤 智裕・有澤 美枝子
レドックス環境下のオルガネラ対応戦略

藤木 幸夫・潮田 亮

チャンネル12
造血細胞分化応答:

転写因子ネットワークと代謝による
制御と新技術の応用
五十嵐 和彦・伊藤 亜里

クロマチン構造による遺伝子発現制御機構
胡桃坂 仁志・立和名 博昭

ゲノムの構造・機能・安定性に
関する研究の新視点
保川 清・上原  了

チャンネル13 糖質生物学 -I
相川 京子・木下 タロウ

酵素・代謝 -I
西野 武士・三原 久明

新領域・新技術 -I
安田 純・末次 志郎

チャンネル14 脂質生物学 -I
田中 保・瀬川 勝盛

細胞の構造と機能 -I
山田 雅己・浅野 真司

疾患生物学 -I
山本 靖彦・安永 晋一郎

チャンネル15 タンパク質 -I
薬師 寿治・伊藤 英晃

シグナル伝達 -I
神沼 修・芦高 恵美子

先端医療イノベーション -I
伊東 祐二・加藤 晃一

ポスター・Web展示 ポスター・Web展示 ポスター・Web展示
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＜使用言語＞　 J ：日本語　 E ：英語　 J/E：日本語・英語混合 ＜プログラム記号＞　  PL：特別講演　S：シンポジウム　T：一般口頭発表　P：ポスター　 
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