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第 19回日本 RNA学会年会 
（19th RNA meeting in Toyama） 

 

 

  【会期】     2017 年 7月 19日（水）～21日（金） 
 
  【会場】     富山国際会議場大手町フォーラム 
               〒930-0084 
           富山県富山市大手町 1番 2号 
               TEL: 076-424-5931   FAX: 076-493-7170 
 
 

  【主催】     日本 RNA学会   

 
 
  【参加費】   日本 RNA学会会員   一般：12,000 円 学生：4,000 円 
          日本 RNA学会非会員  一般：17,000 円 学生：6,000 円 
          ※ 当日参加登録は 2,000 円加算されます。 
 
 
  【総会】     2017 年 7月 20日（木） 
           会場：富山国際会議場大手町フォーラム 
 
 
  【懇親会】   2017 年 7月 20日（木）19:00～21:00 
          会場：富山国際会議場大手町フォーラム 2階 
          会費：一般 6,500 円 学生 3,500 円 
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【企業展示】日時 2017 年 7月 19日（水）～21日（金） 
      会場 富山国際会議場大手町フォーラム 3 階ホワイエ 
 
      ***** 出展企業（五十音順） ***** 
      エスケーバイオ・インターナショナル株式会社 
      エディットフォース株式会社 
      株式会社医学生物学研究所 
      株式会社ジーンデザイン 
      株式会社ダナフォーム 
      平野純薬株式会社 
 

 

【プログラム委員兼ポスター委員（五十音順、敬称略）】 
浅井 潔 (東京大学) 鈴木 勉 (東京大学) 
浅原 弘嗣 (東京医科歯科大学) 谷 時雄 (熊本大学) 
稲田 利文 (東北大学) 竹内 理 (京都大学) 
井上 邦夫 (神戸大学) 泊 幸秀 (東京大学) 
今高 寛晃 (兵庫県立大学) 富田 野乃 (東京大学) 
甲斐田 大輔 (富山大学) 富田 耕造 (東京大学) 
影山 裕二 (神戸大学) 内藤 哲 (北海道大学) 
片岡 直行 (東京大学) 中村 輝 (熊本大学) 
金井 昭夫 (慶應義塾大学) 中川 真一 (北海道大学) 
河合 剛太 (千葉工業大学) 廣瀬 哲郎 (北海道大学) 
河原 行郎 (大阪大学) 姫野 俵太 (弘前大学) 
黒柳 秀人 (東京医科歯科大学) 藤原 俊伸 (近畿大学) 
齋藤 博英 (京都大学) 星野 真一 (名古屋市立大学) 
佐渡 敬 (近畿大学) 堀 弘幸 (愛媛大学) 
塩見 春彦 (慶應義塾大学) 宮川 さとみ (大阪大学) 
斉藤 都暁 (国立遺伝学研究所) 吉久 徹 (兵庫県立大学) 
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【事務局担当者】 
 世話人 

  井川 善也（富山大学 理工学研究部（理学）・教授・年会長） 
   甲斐田 大輔（富山大学 医学薬学研究部（医学）・准教授） 
   廣瀬 豊（富山大学 医学薬学研究部（薬学）・准教授） 
   松村 茂祥（富山大学 理工学研究部（理学）・助教） 
 
【連絡先】 
 第 19回日本RNA学会年会事務局 
 〒930-8555 富山県富山市五福 3190 

富山大学理学部化学科 B408 号室 
年会長 井川 善也 
TEL：076-445-6599  FAX：076-445-6549 
RNA2017 Toyama ホームページ  
    https://www.rnaj.org/rna2017 

 年会専用メールアドレス rna2017@rnaj.org 
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日  程  表  
 7/19(水) 7/20(木) 7/21(金)  

8:30 
参加登録受付 8:30~17:00 
ポスター貼付 8:30~11:30 
企業展示 10:00~17:30 

参加登録受付 8:30~17:00 
企業展示 10:00~17:30 

参加登録受付 8:30~13:00 
ポスター撤去 12:10~13:00 
企業展示 10:00~15:00 

8:30 

    

9:00 9:00 

セッション 4 
9:00~10:20 
「RNA分解」 

セッション 7 
9:00~10:50 
「翻訳」 

  開会挨拶  9:30~9:35   

10:00 セッション 1 
9:35~10:55 

「長鎖非コード RNA」 

10:00  
  

  セッション 5 
10:35~11:40 

「RNAプロセシングと輸送-Ⅰ」 

  
    
11:00 

セッション 8 
11:05~12:10 

「RNAプロセシングと輸送-Ⅱ」 

11:00 

セッション 2 
11:10~12:15 
「RNAと疾患」 

    
  ランチョン弁当配布 

11:40~12:00 
  

12:00 12:00 

ランチョンセミナー 
昼食 12:00~13:00   

昼食 12:15~13:15 昼食 12:10~13:00   
    
13:00 13:00 

ポスターセッション (2) 
13:00~14:30 
偶数番号発表 

セッション 9 
13:00~14:20 
「RNA構造」 

  ポスターセッション (1) 
13:15~14:45 
奇数番号発表 

  
    
14:00 14:00 

    
  セッション 6 

14:30~15:35 
「RNA修飾」 

セッション 10 
14:35~15:55 
「低分子 RNA」 

  
15:00 特別講演 1 

14:45~15:45 
15:00 

    
  

日本 RNA学会総会 
15:35~16:35 

  
16:00 

特別講演 2 
15:50~16:50 

閉会挨拶  15:55~16:00 16:00 

  

    
  青葉賞・育志賞受賞者講演・ 

表彰式  
16:50~17:50 

  
17:00 17:00 

セッション 3 
17:05~18:55 

「RNAテクノロジー」 

    
    
18:00 18:00 

特別講演 3 
17:50~18:50     

    
19:00 19:00 

  

懇親会 
19:00~21:00 
２F 多目的会議室 

    
    
20:00 20:00 

    
    
21:00 21:00 

      
    
22:00 22:00 
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～第 4回男女共同参画ランチョンセミナーのご案内～ 	

	 今回の男女共同参画ランチョンセミナーはキャリアパスに焦点をあてた内容にした

いと思います。近年、若手研究者に早いうちから PI（Principal	Investigator）とし

て独立の機会を与え、ラボ運営を任せるという試みが日本でも増えています。実際に

日本 RNA 学会においても、現在若手 PI として活躍されている方や、若手 PI 時代を経

て成功されている方が沢山いらっしゃいます。こうした新たなキャリアパスが現れつ

つある一方で、若いうちに独立するということからイメージされるのはポジティブな

部分ばかりでもなく、正直不安や困難を感じる方もいらっしゃるのではないかとも思

います。そこで、若手 PI の皆様が実際にどういったことを経験され、またどういった

思いで様々な選択をされてきたのかを知りたいという率直な興味から、この企画を提

案させて頂きました。今回は、まず、若手 PI として理化学研究所で独立された後、北

海道大学で教授となられた中川真一さんに、ご自身の経験を踏まえてお話を伺いたい

と思います。さらに後半は、理化学研究所の岩崎信太郎さん、東京大学の川島茂裕さ

ん、基礎生物学研究所の坪内知美さん、早稲田大学の浜田道昭さんにパネリストとし

て参加頂き、若手 PI のホンネに近い部分を議論して頂きたいと考えています。若手

PI を目指す方々はもちろん、若手 PI と一緒に研究してみたいと思っている方、そう

いった経歴の若手研究者がどんなことを考えているのかというシンプルな興味をお持

ちの方や、何か一歩踏み出す勇気が欲しいと思っている方にご参加頂ければと思って

います。	 	 	

	 事前にランチョンセミナー参加登録頂いた方には、日本 RNA 学会よりお弁当を提供

いたします。皆様ふるってご参加ください（※要事前登録）。	

（男女共同参画担当幹事：岩崎由香）	

 

第 19 回日本 RNA 学会	 男女共同参画企画：ランチョンセミナー（第 4回） 

				若手 PI のリアルに迫る！	

日時：2017 年 7 月 20 日 12:00-13:00	

会場：富山国際会議場-メインホール	

講演者：中川	真一さん（北海道大学：教授）	

パネリスト：岩崎	信太郎さん（理化学研究所：主任研究員）	

川島	茂裕さん（東京大学：特任講師）	

坪内	知美さん（基礎生物学研究所：准教授）	

浜田	道昭さん（早稲田大学：准教授）	




