第 34 回日本分子生物学会年会プログラム集 訂正・変更一覧
List of Corrections and Changes for Program Booklets
【日程表】
●誤植 (Misprint)

(P.8)

12 月 14 日（水）（第 2 日目）
誤 (wrong) （第 1 会場） 2SpⅠ

→

正 (correct)

2Sp1Ⅰ

誤 (wrong) （第 2 会場） 2SpⅠ

→

正 (correct)

2Sp2Ⅰ

【一般講演日程表】
●座長の変更 (Change of Chair)

(P.27)

3T6a

変更前 (before)

滝澤

変更後 (after)

久保田 弓子

温彦

●誤植 (Misprint)

(P.27~28)

3T11a, 3T10pⅡ, 4T9a, 4T14a, 4T14pⅠ, 4T14pⅡ

誤 (wrong)

タンパク室

→

正 (correct) タンパク質

【バイオテクノロジーセミナー日程表】
●セミナーの追加 (Addition to seminars)

(P.30)

12 月 16 日（金）第 15 会場

4BT15 カールツァイスマイクロスコピー㈱

【Early Bird セミナー】
●誤植 (Misprint)

(P.34)

誤 (wrong)

1EB →

正 (correct)

1EB1

【特別企画「ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）」】
●誤植 (Misprint)

(P.43)

誤 (wrong) 3.CARD「マウスバンク」：冷凍精子からの大量産子の作出
竹尾 透, 土山 修治 （熊本大・生命資源研究・支援センター・CARD）
正 (correct)

3.CARD「マウスバンク」：冷凍精子からの大量産子の作出
竹尾 透, 土山 修治, 中潟 直己 （熊本大・生命資源研究・支援センター・CARD）

(P.44)

誤 (wrong) 22.NBRP「カタユウレボヤ」≪ゲノム情報等整備プログラム≫：～
正 (correct) 22.NBRP「カタユウレイボヤ」≪ゲノム情報等整備プログラム≫：～

(P.45)

誤 (wrong)

31.NBRP「トマト」：果実研究のモデル植物トマト変異体集団の基盤整備
斎藤 岳士 1, 有泉 亨 1, 新沼 協 1, 浅水 恵理香 1, 溝口 剛 1, 福田 直也 1, 松倉 千昭 1,
鈴木 秀幸 2,

青木 考 2, 江面 浩 1（1 筑波大・院生命環境科学, 2 かずさ DNA 研究所）

正 (correct) 31.NBRP「トマト」
：果実研究のモデル植物トマト変異体集団の基盤整備
斎藤 岳士 1, 有泉 亨 1, 新沼 協 1, 浅水 恵理香 1, 溝口 剛 1, 福田 直也 1, 松倉 千昭 1,
鈴木 秀幸 2,

青木 考 2, 3, 江面 浩 1（1 筑波大・院生命環境科学, 2 かずさ DNA 研究所,

3 大阪府大・生命環境）

【特別企画「使ってみようバイオデータベース －つながるデータ、広がる世界」】
●誤植 (Misprint)

(P.49)

誤 (wrong)

13～

内山

郁 →

正 (correct)

13～ 内山

郁夫

【フォーラム (Forum)】
●誤植 (Misprint)

(P.53)

(P.53)

誤 (wrong)

～できるのです。（細胞工学・2001 年 5 月号「生命科学の明日はどっちだ」より。）

正 (correct)

～できるのです。（細胞工学・2011 年 5 月号「生命科学の明日はどっちだ」より。）

誤 (wrong)

小原 雄治（分子生物学会筆頭理事）

→

正 (correct)

小原 雄治（分子生物学会理事長）

【シンポジウム (Symposium)】
●演者の変更 (Change of Presenter)

(P.67)
(P.68)

3S17pII-5 変更前 (before)

4S16pI-6

Michel R. Lieber

変更後 (after)

Noriko Shimazaki

変更前 (before)

John S. Mattick

変更後 (after)

Marcel Dinger

●共著者の追加 (Addition to Co-author)

(P.69) 4S1pII-2 Ken Higashimoto1，Hitomi Miyazaki1,7，Yukari Yada2，Toshiharu Komori2,3，Masashi Matsuda4，
Yoko Koseki4，Manabu Nakayama5，Hidenobu Soejima1，Hiroshi Handa3，Haruhiko Koseki4,6，
Susumu Hirose2，○Kenichi Nishioka1,2,7

【ワークショップ (Workshop)】
●演者の変更 (Change of Presenter)

(P.81)

2W5pII-3 変更前 (before)
変更後 (after)

Masayoshi Nakasako
Yasumasa Joti

【一般講演 (Talk)】
●会場変更 (Change of Presentation room)

(P.104)

変更前 (before) 1T7pⅠ-10

変更後 (after) 1T12pⅠ-11

●名前の訂正(Correction)

(P.106)

1T10pI-8 (1P-0295)

誤 (wrong) Hideaki Kato

→

正 (correct)

Hidenori Kato

(P.108)

1T13pI-7(1P-0618)

誤 (wrong)

→

正 (correct)

Yu

(P.165)

4T11a-6(4P-0591)

誤 (wrong)

→

正 (correct) Kazuhisa Ichikawa

(P.169)

4T6pI-4 (3P-0155)

誤 (wrong) Masaya Ohtu

→

正 (correct)

●演題取り消し (Cancel)

(P.114)

1T12pⅡ-7

(P.122)

2T13a-1

(P.139)

3T2a-4

(P.142)

3T9a-3

Wu
Kazutoshi Ichikawa

Masaya Ohtsu

【ポスター (Poster)】
●誤植 (Misprint)

(P.327)

誤 (wrong) 16:45~18:45

ポスター発表

説明・討論

(16:45～17:45 奇数番号、17:45～18:45 偶数番号)
正 (correct)

10:45~12:45

ポスター発表

説明・討論

(10:45～11:45 奇数番号、11:45～12:45 偶数番号)
●名前の訂正(Correction)

(P.199)

1P-0295 (1T10pI-8) 誤 (wrong)

(P.216)

1P-0618 (1T13pI-7)

誤 (wrong)

(P.297)

3P-0155 (4T6pI-4)

(P.358)

4P-0591 (4T11a-6)

Hideaki Kato

→

正 (correct)

Hidenori Kato

→

正 (correct)

Yu

誤 (wrong) Masaya Ohtu

→

正 (correct)

Masaya Ohtsu

誤 (wrong)

→

正 (correct) Kazuhisa Ichikawa

Wu

Kazutoshi Ichikawa

●共著者の追加 (Addition to Co-author)

(P.223)

1P-0750

○Shujie

Liu1、Vipul Gupta1、安藤

秀樹 1、加部

泰明 2、山口 雄輝 1、半田 宏 1,3

(1 東工大・院生命理工，2 慶大・医，3 東工大・ソリューション）

(P.226)
(P.232)

1P-0791

○浅田

2P-0003

○Kana

淳，青木 博則，栗田 弘史，安田 八郎，高島 和則，水野 彰
Iwasaki1，Shu Ishikawa2，Naotake Ogasawara2，Shinji Takenaka1，Ken-Ichi Yoshida1

(1Dept. of Agrobiosci., Grad. Sch. of Agr. Sci., Kobe Univ.、2Grad. Sch. Bio. Sci., NAIST)

(P.263)

2P-0570

○川口

竜、中川 優、三木 健輔、藤井 道彦、鮎沢 大

(横浜市立大学生命・ナノシステム科学研究科・ゲノムシステム科学専攻)

(P.263)

2P-0573

○溝渕

翔吾,

藤井 道彦,

(横浜市大・院

(P.294)

3P-0107

○舘山

鮎沢 大

生命ナノシステム科学)

浩紀 1、昇地 高雅 1、中原 舞 1、荒木 正健 2、荒木 喜美 1、山村 研一 1

(1Division of Developmental Genetics, Institute of Resource Development and Analysis,
Kumamoto University, 2Division of Bioinformatics, Institute of Resource Development and
Analysis, Kumamoto University)

(P.361 )

4P-0644

○中嶋

亘 1，中村 聡 1，好川 祐介 2，浅野 由ミ 1，田中 信之 1

(P.363 )

4P-0689

○西山

晴佳, 根岸 勇太, 新井 智幸, 小賀田 拓也, 松下 保彦

●共著者の追加・所属の変更 (Addition to Co-author and Change of Affiliation)

(P.260)

2P-0523

○月本

あつ子，鈴木 等，高久 洋

(千葉工大・大・生命環境学)

(P.276)

2P-0788

○Atsuko

Tamamoto1, Misato Takagi-Kimura1, Yoshihiro Maeyama2, Nobutaka Okamura2,

Tomoko Igarashi2, Haruki Okamura2, Nobuyuki Terada3, Masatoshi Tagawa4, Noriyuki
Kasahara5, Tomoko Hashimoto-Tamaoki1 and Shuji Kubo1
(1Department of Genetics, 2Laboratory of Tumor Immunology and Cell Therapy,
3Department

of Pathology, Hyogo College of Medicine, Nishinomiya, Japan and 4Division of

Pathology and Cell Therapy, Chiba Cancer Center Research Institute, Chiba, Japan,
5Department

of Medicine, David Geffen School of Medicine, University of California Los

Angeles, USA)
●共著者の表記順の変更 (Change of Co-author’s order)

(P.363)

4P-0678 木村 奏惠 1，竹谷 茂 1,2，片岡 孝夫 1

●発表日変更 (Change of Presentation date)

(P.253)

変更前 (before) 2P-0403

変更後 (after)

3P-0695

(P.337)

変更前 (before) 4P-0194

変更後 (after)

2P-0985

(P.340)

変更前 (before) 4P-0244

変更後 (after)

3P-0694

(P.346)

変更前 (before) 4P-0345

変更後 (after)

3P-0696

(P.359)

変更前 (before) 4P-0615

変更後 (after)

1P-0822

●演題取り消し (Cancel)

(P.212)

1P-0546

(P.224)

1P-0763

(P.271)

2P-0710

(P.290)

3P-0020

(P.344)

4P-0318

(P.354)

4P-0517

【索引 (Author Index)】
●名前の訂正 (Correction)

(P.437)

2P-0829 誤 (wrong)
正 (correct)

YMAMAMOTO, Masatatsu（山本 雅達）
YAMAMOTO, Masatatsu（山本 雅達）

