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1
中止となりました
 染色体ダイナミクスの分子機構

 平野　達也  理化学研究所・主任研究員  細胞生物学 中止 中止

2 エピジェネティクス創薬の基盤となるクロマチン構造研究 胡桃坂　仁志 東京大学定量生命科学研究所・教授 病態代謝解析学

3
中止となりました
 コラーゲンの分泌機構

 齋藤　康太  秋田大学医学部・教授  神経機能形態学 中止 中止

4
講師の都合により中止となりました
 Inferior olive: new views　下オリーブ核：新しい考察

 マリルカ　ヨ
 エ・ウーシ
 サーリ

 沖縄科学技術大学院大学 (OIST)
 システム神経生理学

 2021年3月23日（火）
 16：00～18:00

 ZOOMによる講義

5 中止となりました　 ニューロ分子技術  浜地 格
 京都大学 大学院工学研究科 合成・生物化学専攻・教
 授

 分子神経科学 中止 中止

6 IoTとAI技術の臨床・ヘルスケア応用 山川　俊貴 熊本大学 大学院先端科学研究部・准教授 脳神経機能外科学
2020年12月8日（火）
18：00～20：00

ZOOMによる講義

7
ビッグデータ解析としてのPolygenic Risk Scoringの有用性
と限界（仮）

岡田　随象 大阪大学大学院　遺伝統計学・教授 先進倫理医科学
2021年2月9日（水）
17：00～19：00

ZOOMによる講義

8 環境変化への人類の適応 梅崎　昌裕 東京大学・教授 国際保健医療事業開発学
021年3月25日（木）
14：00～16：00

ZOOMによる講義

9 FIB/SEM tomographyによる3次元微細構造解析 中村　桂一郎 久留米大学医学部・解剖学講座・教授 病態細胞生物学
2021年1月21日（木）
16：00～18：00

ZOOMによる講義

10
「腫瘍・免疫・炎症を観る技術」
 バイオイメージングからみるライフサイエンス（仮）

宮脇　敦史
理研CBS 細胞機能探索技術研究チーム・チームリー
ダー

発生発達病態学
2021年1月26日（火）
17：00～19：00

ZOOMによる講義

11 神経幹細胞の制御機構の解明と制御技術の開発 影山　龍一郎
京都大学
ウイルス・再生医科学研究所 増殖制御システム分野
・教授

幹細胞制御
2020年11月16日（月）
17：00～19：00

ZOOMによる講義

12 肺気腫における血管内皮細胞とセラミド 小池　建吾 川口総合医療センター呼吸器内科・部長 統合呼吸器病学

13
リプログラミングによるヒト肺上皮様細胞の直接誘導法の開
発とインフルエンザ感染

石井　誠 慶応義塾大学　呼吸器内科・准教授 統合呼吸器病学
2021年1月28日（木）
17：00～19：00

ZOOMによる講義
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14 RNAネットワーク制御による肥満・代謝性疾患治療への可能性 中村　能久
東北大学加齢医学研究所
生体代謝制御学分野 准教授

腎臓内科学

15 膵立体構築における細胞間相互作用 川口 義弥 京都大学・教授 システム発生・再生医学
2020年11月19日（木）
16：00～18：00

ZOOMによる講義

16
中止となりました
 胚発生に関わる子宮内の力学的環境

 松尾 勲
 地方独立行政法人
 大阪府立病院機構大阪母子医療センター

 疾患モデル動物解析学 中止 中止

17 成体外における造血幹細胞の効率的な増殖方法の確立（仮） 山崎 聡
医科学研究所　附属幹細胞治療研究センター
特任准教授

器官発生・創生学

18
Global Health
Population aging I 菖蒲川　由郷

新潟大学大学院医歯学総合研究科
十日町いきいきエイジング講座　特任教授

国際健康推進医学

19
Global Health
Population aging II 菖蒲川　由郷

新潟大学大学院医歯学総合研究科
十日町いきいきエイジング講座　特任教授

国際健康推進医学

20
Canceled  Behavioral Sciences
Social Networks and Social Support I  高橋　由光  京都大学大学院医学研究科　准教授  国際健康推進医学 Canceled Canceled

21
Canceled  Behavioral Sciences
Social Networks and Social Support II  本庄　かおり  大阪医科大学　心理学・行動科学教室　教授  国際健康推進医学 Canceled Canceled

22
Behavioral Sciences
Health policy to change behavior I 林　英恵 （株）マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパン 国際健康推進医学

23
Behavioral Sciences
Health policy to change behavior II 林　英恵 （株）マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパン 国際健康推進医学

24
Environmental Health
Nutrition, toxicology and child development I 仲井　邦彦 東北大学大学院医学系研究科 国際健康推進医学

25
Environmental Health
Nutrition, toxicology and child development II 仲井　邦彦 東北大学大学院医学系研究科 国際健康推進医学

26
Environmental Health
Air pollution in Asia - from evaluation to interpretaion of its impacts
on health I

大西　一成
聖路加国際大学公衆衛生大学院
准教授

国際健康推進医学
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27
Environmental Health
Air pollution in Asia - from evaluation to interpretaion of its impacts
on health II

大西　一成
聖路加国際大学公衆衛生大学院
准教授

国際健康推進医学


