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第 21 回 ⽇本 RNA 学会年会 

(The 21st Annual Meeting of the RNA Society of Japan) 

 

【会期】2019 年 7 ⽉ 17 ⽇(⽔)〜19 ⽇(⾦) 

【会場】伊藤国際学術センター 伊藤謝恩ホール 

【主催】⽇本 RNA 学会 

【参加費】 

 ⽇本 RNA 学会会員 ⼀般：13,000 円  学⽣：4,000 円 

 ⽇本 RNA 学会⾮会員 ⼀般：18,000 円  学⽣：6,000 円 

 ※当⽇参加登録料は 2,000 円加算されます。 

【総会】 7 ⽉ 18 ⽇ (⽊) 17:30~ (於：伊藤国際学術センター 伊藤謝恩ホール) 

【懇親会】7 ⽉ 18 ⽇ (⽊) 18:30~ (於：伊藤国際学術研究センター 多⽬的スペース) 

【企業展⽰】 

 ⽇時：2019 年 7 ⽉ 17 ⽇(⽔)〜19 ⽇(⾦)  

 会場：伊藤国際学術研究センター ホワイエ(B2F) 

 ***** 出展企業(五⼗⾳順) ***** 

 ・味の素バイオファーマサービス: 株式会社ジーンデザイン 

 ・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 

・コスモ・バイオ株式会社 

・株式会社ダイアジェノード 

・ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社 

・株式会社リバネス 
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【プログラム委員(五⼗⾳順、敬称略)】 

秋光 信佳 （東京⼤学）  鈴⽊ 健夫 （東京⼤学） 

浅原 弘嗣 （東京医科⻭科⼤学） 鈴⽊ 勉  （東京⼤学） 

井川 善也 （富⼭⼤学)  ⽵内 理  （京都⼤学） 

池内 与志穂 （東京⼤学）  ⽵本 千重 （理化学研究所） 

伊藤 拓宏 （理化学研究所）  ⾕ 時雄  （熊本⼤学） 

稲⽥ 利⽂ （東北⼤学）  千葉 由佳⼦ （北海道⼤学） 

井上 邦夫 （神⼾⼤学）  程 久美⼦ （東京⼤学） 

今⾼ 寛晃 （兵庫県⽴⼤学）  泊 幸秀  （東京⼤学） 

岩崎 信太郎 （理化学研究所）  富⽥ 耕造 （東京⼤学） 

⽜⽥ 千⾥ （弘前⼤学）  富⽥ 野乃 （東京⼤学） 

甲斐⽥ ⼤輔 （富⼭⼤学）  朝⻑ 啓造 （京都⼤学） 

⽚岡 直⾏ （東京⼤学）  中川 真⼀ （北海道⼤学） 

影⼭ 裕⼆ （神⼾⼤学）  中村 輝  （熊本⼤学） 

加藤 敬⾏ （東京⼤学)  ⻄増 弘志 （東京⼤学） 

⾦井 昭夫 （慶應義塾⼤学）  廣瀬 哲郎 （北海道⼤学） 

河合 剛太 （千葉⼯業⼤学)  藤原 俊伸 （近畿⼤学） 

河原 ⾏郎 （⼤阪⼤学）  星野 真⼀ （名古屋市⽴⼤学） 

⿊柳 秀⼈ （東京医科⻭科⼤学) 堀 弘幸  （愛媛⼤学） 

齋藤 都暁  (国⽴遺伝研)  三嶋 雄⼀郎 （京都産業⼤学） 

⿑藤 博英 （京都⼤学）  宮川 さとみ （⼤阪⼤学） 

櫻井 雅之 （東京理科⼤）  ⼭下 暁朗 （横浜市⽴⼤学） 

佐渡 敬  （近畿⼤学）  ⽶⼭ 光俊 （千葉⼤学） 

塩⾒ 春彦 （慶應義塾⼤学）  吉川 学 （農業・⾷品産業技術総合研究機構） 

塩⾒ 美喜⼦ （東京⼤学）  吉久 徹  （兵庫県⽴⼤学） 
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【事務局担当者】 年会世話⼈代表・ 年会⻑： 富⽥ 耕造(東京⼤学 新領域創成科学研究科) 

      世話⼈： 富⽥ 野乃(東京⼤学 新領域創成科学研究科)  

     ⼭下 征輔(東京⼤学 新領域創成科学研究科) 

     ⼋代 悠歌(東京⼤学 新領域創成科学研究科) 

【連絡先】第 21 回⽇本 RNA 学会年会事務局 

  〒277-8562 千葉県柏市柏の葉 5-1-5 

東京⼤学⼤学院新領域⽣命棟 N702 

年会⻑ 富⽥ 耕造 

RNA 2019 in Tokyo 年会ホームページ：https://www.rnaj.org/rna2019/ 

 年会専⽤ e-mail：rna2019@rnaj.org 
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⽇程表 

  

7/17(⽔) 7/18(⽊) 7/19(⾦)

セッション10
11:15〜12:25

RNAプロセス・動態 2

昼⾷
12:25〜13:30

セッション11
13:30〜15:15

RNAプロセス・動態 3

閉会挨拶  15:15〜15:20

ポスター発表(1)
13:50〜14:50
奇数番号発表

参加登録受付　9:10〜17:00
企業展⽰　10:00〜17:30

参加登録受付　9:10〜12:00
ポスター撤去　11:00〜13:30
企業展⽰　10:00〜14:00

開会挨拶　9:50〜10:00

参加登録受付　9:10〜17:00
ポスター貼付　09:10〜11:40
企業展⽰　10:00〜17:30

昼⾷
12:55〜13:50

昼⾷
12:45〜13:50

コーヒーブレーク コーヒーブレーク

セッション1
10:00〜11:20

RNA修飾・機能 1

セッション5
9:30〜11:15

non-coding RNA 1

セッション9
9:30〜11:00

RNAプロセス・動態 1

17:00

18:00

19:00

20:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

⽇本RNA学会総会
17:30〜18:30

懇親会
18:30〜20:30

⻘葉賞・育志賞 受賞者講演
17:20〜18:00

セッション4
16:30〜17:20

RNA構造・機能 2

セッション8
16:25〜17:25

翻訳制御 2

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

セッション2
11:40〜12:45

RNA修飾・機能 2

セッション6
11:30〜12:55

non-coding RNA 2

セッション7
15:00〜16:05

翻訳制御 1

セッション3
15:00〜16:10

RNA構造・機能 1

コーヒーブレークコーヒーブレーク

ポスター発表(2)
13:50〜14:50
偶数番号発表
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会場のご案内 
    

 伊藤国際学術研究センター 

フロアマップ 
拡⼤図: B1F(上)および B2F(下) 
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発表者へのご案内 
【⼝頭発表】 

発表については⽇本語・英語を問いませんが、講演データ（スライド）は英語での作成
をお願いいたします。本年度の発表時間は以下のとおりです。⼀般会員と学⽣会員の発表
時間はそれぞれ、15 分、10 分となります。 

⼀般演題 (⼀般会員)：発表 12 分／質疑応答 2.5 分／予備 0.5 分の合計 15 分間 

⼀般演題 (学⽣会員)：発表 8 分／質疑応答 1.5 分／予備 0.5 分の合計 10 分間 

ベルで発表終了２分前（１鈴）、発表終了時（２鈴）、質疑応答終了時（３鈴）に合図
致します。タイトなスケジュールですので、時間厳守でお願い致します。また、ご⾃⾝の
発表の⼀つ前になりましたら、必ず次演者席にお越しください。 

 

＜ご発表について＞ 

原則として、事務局で⽤意する PC でのご発表となります。USB フラッシュメモリーに
てデータ（原則として PowerPoint）をお持ちいただき、事務局で⽤意している PC にコピ
ーしてご使⽤いただきます。ファイル名は、演題番号（発表者名）（例：O-01（富⽥））
でお願いいたします。OS やソフト環境によって、フォントや図が適切に表⽰されない、
動画が使⽤できないなどの不具合の発⽣が⾒込まれる場合にはご⾃⾝の PC をお持ち込み
ください。年会事務局で準備する PC の動作環境は以下のとおりです。 

 

Macintosh MacBook Air macOS Mojave  

Microsoft Office PowerPoint for Mac 

Windows    HP 15-db0000 Windows 10 Home （64bit） 

  Microsoft Office PowerPoint 2016 
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＜発表受付および試写＞ 

発表受付は会場内のオペレーター席にて⾏います。会場内 PC オペレーター席（スクリ
ーンに向かって左前⽅）までお越しください。スタッフと共に接続の確認と試写をお願い
致します。 

 

できる限り、早めの受付・試写をお願い致します。特に 18 ⽇と 19 ⽇の午前中のセッショ
ンでの発表の⽅は、前⽇の午後にも受け付けておりますので、よろしくお願い致します。 

 

＜ノートパソコンを持ち込まれる際のご注意＞ 

1. バックアップデータ（USB フラッシュメモリー）を必ずご⽤意ください。ファイル名
は、「演題番号（発表者名）」（例：O-01（富⽥））としてください。 

2. 会場の液晶プロジェクターのスクリーン上で、写真や図が開かない等、不具合を避ける
ため、フォントやファイルの保存⽅法等にご注意ください。 

3. 画⾯接続は、D-sub15 ピンのコネクタ（⼀般的なモニタ端⼦）です。ご⾃⾝のパソコン
の映像出⼒端⼦がこれと異なる場合は、接続アダプターをご⾃⾝でご⽤意ください。 

4. 予め、スクリーンセーバー・省電⼒設定を解除しておいてください。 

5. 試写終了後、またはセッション前の休憩時間に接続準備を⾏いますため、ご使⽤の PC
を⼀時お預かりさせていただきます。セッション終了後に PC のお受け取りをお願い致し
ます。 

  

セッション 受付時間 備考
セッション1, 2 17⽇ 9:10 ~ 9:45
セッション3, 4 17⽇ 12:45 ~ 13:50
セッション5, 6 18⽇ 9:05 ~ 9:20 17⽇ 12:45 ~ 13:50も

受け付けております。
セッション7, 8 18⽇ 12:55 ~ 13:50

セッション9, 10 19⽇ 9:05 ~ 9:20 18⽇ 12:50 ~ 13:50も
受け付けております。

セッション11 19⽇ 12:00 ~ 13:00
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【ポスター発表】 

1. パネルの掲⽰サイズは 90 cm（横）× 240 cm（縦）です。パネルには左上に 20 cm × 
20 cm サイズの番号が貼っておりますので、所定のパネルにポスターをお貼りください。 

2. ポスターの形式は特に定めませんが、上部にタイトル、発表者名、所属（和⽂と英⽂）
を提⽰してください。 

3, ポスターの説明・発表については、⽇本語・英語を問いませんが、ポスターは英語での
作成をお願いいたします。 

4. ポスターの貼付および撤去時間は次のとおりです。 

ポスター貼付：7 ⽉ 17 ⽇（⽔）9:10~11:40 

ポスター撤去：7 ⽉ 19 ⽇（⾦）11:00~13:30 

 

 

＜発表スケジュール＞ 

発表時間は下記のとおり２回です。 

ポスターセッション（1）奇数番号発表：7 ⽉ 17 ⽇（⽔）午後 

ポスターセッション（2）偶数番号発表：7 ⽉ 18 ⽇（⽊）午後 

押しピンは各ポスター位置に配置しておりますのでそちらをご使⽤ください。 
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List of invited speakers 

 

 

Prof. Dr. Juan D. Alfonzo 

"Dynamic Interplay Between tRNA Transport, Processing and Modification in T. brucei" 

Session 1, July 17th, 12:25~12:45 

The Ohio State University 

http://alfonzolab.blogspot.com/ 

 

Prof. Dr. Thomas F. Duchaine 

“Oncogenic biogenesis of pri-miR-17~92 reveals hierarchy and competition amongst 
polycistronic microRNAs” 

Session 10, July 19th, 12:00~12:25 

McGill University 

https://thomasduchainelab.wordpress.com/ 

 

Dr. Ryuya Fukunaga 

“Post-transcriptional gene silencing in oocytes by RNA-binding protein MARF1” 

Session 5, July 18th, 10:55~11:15 

Johns Hopkins University School of Medicine 

https://sites.google.com/site/fukunagalabjhmi/home 

 

Dr. Yohei Kirino 

“Expression and function of cyclic phosphate-containing RNAs: a hidden layer of the 
transcriptome” 

Session 6, July 18th, 12:35~12:55 

Thomas Jefferson University 

https://www.jefferson.edu/university/research/researcher/researcher-faculty/kirino-
laboratory.html 

 

  



x 

 

Dr. Kotaro Nakanishi 

“Structure and Mechanism of Human Argonaute Paralogs” 

Session 3, July 17th, 15:50~16:10 

The Ohio State University 

https://u.osu.edu/nakanishilab/ 

 

Dr. Yunsun Nam 

“Structure and Function of RNA Methyltransferases” 

Session 4, July 17th, 16:55~17:20 

University of Texas Southwestern Medical Center 

http://www.ynamlab.org 

 

Dr. Mary Anne T. Rubio 

“Editing and modification by enzyme co-activation” 

Session 1, July 17th, 11:00~11:20  

The Ohio State University 

http://alfonzolab.blogspot.com/ 

 

Dr. Jinwei Zhang 

“Structural Basis of Transcription Attenuation Mediated by Higher-order tRNA-mRNA 
Interactions” 

Session 4, July 17th, 16:30~16:55 

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, USA 

https://www-mslmb.niddk.nih.gov/zhang/zhanglab.html 

 

(alphabetical order) 

 


