


～私たちの未来を支えるバイオリソース～

1 2

A会場

14:00～14:30  
iPS細胞高次特性解析開発チーム
チームリーダー  林　洋平

難病研究、薬の開発に向けた
疾患特異的 iPS 細胞バンクの活用
iPS細胞が発明され、基礎研究はもちろん、再生医療や薬などの治療法の開
発に幅広く貢献しています。今回は、私が山中伸弥先生の研究室在籍時代か
ら携わってきた、難病患者さんから作られたiPS細胞を使った研究についてお
話しします。さらに理化学研究所に寄託されている様々な疾患の患者さんの
細胞由来の「疾患特異的iPS細胞バンク」についてご紹介します。

３

15:00～15:30  
植物-微生物共生研究開発チーム
チームリーダー  市橋 泰範

最新の解析技術を用いて
農業を科学する
近年、有機農業は世界的な食料および環境問題解決に関して注目されています。
今回は、有機農法の一つである太陽熱処理について最新の解析技術である
全代謝物解析および微生物プロファイル解析による研究成果を発表します。
また、私たちのチームが今後目指す新しい農業に貢献する研究についても紹
介します。

４

11:00～11:30  
眞貝細胞記憶研究室
研究政策審議役  石井 俊輔

「獲得形質の遺伝」の再検討
現在の教科書には、遺伝はDNAが伝達される現象であり、メンデルの法則に
従うと記載されています。一方ラマルクによって提唱された「獲得形質の遺
伝」は、首の長いキリンの絵で有名ですが、歴史的に否定されて来ました。しか
し「獲得形質の遺伝」に似た現象が、最近明らかになりつつあり、研究の現状を
紹介します。

１

13:00～13:30  
マウス表現型解析開発チーム
チームリーダー  田村　勝

見えないものを“見える化”へ
ー理研バイオリソース研究センター
（BRC）の最新CT検査技術ー
CT検査は、病院で患者さんの病状把握や工業製品の品質検査などに活用され
ています。この技術は、非破壊的に内部構造を観察できるなど非常に優れていま
すが、幾つかの欠点がありました。この講演では、理研BRCでマウスを調べる為
に開発、問題であった「欠点」を克服した最新 CT検査技術について解説します。

２

会講演 サイエンスレクチャー

AED

AED設置場所AED

理研グッズ販売（2F）

喫煙所

講演会会場総合受付

お客様駐車場

※一般公開される施設はA会場・B会場・C会場となっております。それ以外の施設への立ち入りはご遠慮くださいますようお願い致します。
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1
情報システム室

白衣を着て記念撮影をして
みませんか？その場で写真
入りのオリジナルカレン
ダーが作成できます。

2F

研究者になってみよう！ 2
マウス表現型解析開発チーム

マウスクリニックのクイズに答えて、景品をもらお
う！さらに、かんたんな実験でDNAをみてみよう！ 
小学生も大歓迎♪
自由研究の参考にもどうぞ♪
#実験 #景品 #もらえる #自由研究

マウスクリニックって病院じゃないの？
―マウスからヒトがみえる―
ジュースからDNAを抽出してみよう
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B会場案内図
一般公開

バイオ
リソース棟

3
バイオリソース品質管理支援ユニット

初等教育向けの工作教材を使った作業を通して、品
質管理（QC）の本質は問題の発見・解決の哲学であ
り、目標を軸に仮説検
証サイクルを自律的に
繰り返すものであるこ
とを一緒に学びたい、
と思います。

ものつくり 愉しく語ろう ３６５日

4
統合情報開発室

ぬりえの中のいろんなマ
ウスにいろんな色を塗って
みよう！小学生以下を対象
にコンテストも実施中。ぬ
りえの中の文章（マウスの
ミニ知識）も読んでね。

マウスぬりえコンテスト
（世界で一つだけのマウスを描こう！）

5
眞貝細胞記憶研究室

生命科学の発展に大き
く貢献してきたモデル
生物のひとつであるキ
イロショウジョウバエに
ついてご紹介致します。

ショウジョウバエってどんなハエ？

6
遺伝子材料開発室

DNAはどんな生きものも持っている“設計図”とも
いえるとても大切なものです。DNAって何？どん
なもの？設計図っていっ
た い ど ー 言 うこと？
DNAってどうやって調べ
るの？などなど、いろいろ
お答えいたします。DNA
の世界を見に来てね。

覗いてみよう！ DNAの世界

B会場
～私たちの未来を支えるバイオリソース～

10
実験動物開発室
人の健康を理解し病気を克服する
ための研究に役立つマウス

マウスはヒトの健康を理解し病気を克服するため
の研究に必要不可欠なモデル動物です。BRCには
遺伝子のはたらきや病気を治すため
の研究に役立ついろいろなモデルマ
ウスがいます。どんなマウスがいる
か見に来てください。

7
疾患ゲノム動態解析技術開発チーム

我々の研究室では、次世代シークエン
サーを用いて塩基配列を解読し、様々な
生命現象の解明を目指しています。例えば、マウスの初
期発生段階において、数百の細胞で構成された組織の
中で、個々の細胞にどのような変化が起こったかを調べ
ています。今回、その一端をお見せできたらと思います。

「生命の設計図」
ゲノムDNAを観よう!!

    

    

8
遺伝工学基盤技術室
生命の起源、卵子・精子を
観察しよう

“命”のもとである卵子や精子は、どの
ような形をしているのか、顕微鏡を
使って実際に観察し、体外受精や顕微授精の仕組みを
学んでみませんか。実験機器のデモ操作や受精の仕組
みがわかるダーツの体験コーナーもお楽しみください。

11
実験植物開発室
ミュータントをさがせ！

いっぱいある植物のなかから、
ミュータント植物を探そう！君は、
発見できるかな？　元気に育っている植物の中から、
形や色が他と違う植物を虫眼鏡など使って探し出そ
う。見つけ出せた方には、素敵な記念品をプレゼント。

12
機能開発研究グループ
植物も頑張っている

大きな動きを見せない植物も
生きるために一生懸命頑張っ
ています。乾燥が続いても耐
える植物、塩水でも生き抜く
植物の強さの一端を、顕微鏡
やカメラを使って紹介します。

    

9
微生物材料開発室 / 事業推進ユニット
もっと知ってみよう、微生物たち

微生物は私たちの身近から思いがけない場所ま
で様々のところに生息しています。そして私たちは
微生物を利用しながらより良
い生活を実現してきました。そ
んな微生物のこと、もうちょっ
と詳しく知ってみませんか。

    

入口

AED

自販機

トイレ

AED
設置場所AED
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13

今年から、新たに加わった研究内容について紹介します。

●iPS創薬基盤開発チーム  ●iPS細胞高次特性解析開発チーム  
●植物-微生物共生研究開発チーム  ●次世代ヒト疾患モデル研究開発チーム
チーム紹介
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