
●2019.3.23 

群馬大学・佐藤浩央先生と執筆した論文「Novel approaches to improve the efficacy of 

immuno-radiotherapy（REVIEW ARTICLE）」が Frontiers in Oncology誌に掲載され

ました。DNA損傷と PD-L1の関係性について、1) ATR/Chk1, 2) cGAS/STING, 3) 

Neoantigen、それぞれの経路を介した PD-L1発現調節機構をまとめた総説です。

（Facebookはこちら） 

https://www.frontiersin.org/…/10.3…/fonc.2019.00156/abstract 

 

●2019.3.18 

サンジータさんが大学院発表会において、柴田研の研究内容について発表し、学部長賞

（Dean’s Award）を受賞しました。サンジータさん、おめでとうございます。

（Facebookはこちら） 

 

●2019.3.14 

放医研にて、「DNA二本鎖切断修復の経路選択性とその変化に伴う細胞運命決定の研究」

というタイトルで発表を行いました。今回のセミナーを企画していただいた中島菜花子先

生有難うございました。 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1285131271644780&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAeRJfNQKqioo6rHysW0OuTY3Ulwd_1XCGqaRIFz5AxJihoILC2HQvRekVNQRgmxC0tzeCW6YU6Nv9foHVm3rOZZXPNIZXw76uda1wetEr98YwfHlX76xgTFImkxkM2krnTVQOre8YMy533SXIFOjY2bC5x92pNET9srPFesvBR1TTRAzBD0bUjqlJCmUekchl8p0avQmhTYwQb_l0qgEob1wgxDM9cJxVt0wHEd6n6Sk_zShQhMmbzPcymwv-guQwT4_iLpukncXrN55JL9ORNmpO3igIvlaS_Fin7L0zcjXlz9G2YAc5HTh5UsHpJTDdK&__tn__=-R-R
https://www.frontiersin.org/%E2%80%A6/10.3%E2%80%A6/fonc.2019.00156/abstract
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502/1281715158653058/?type=3&theater


●2019.3.7 

3月 4日にがん研究所・吉田富三記念講堂にて柴田が下記のセミナーを行いました。 

「DNA二本鎖切断修復の経路選択性とその変化に伴うシグナル伝達の研究：DNA損傷か

ら免疫治療標的分子 PD-L1発現制御機構まで」 

この度、発表の機会を設けていただきました高橋暁子先生、誠にありがとうございまし

た。新しい発見に向けて共同研究を進められればと思っています。（Facebookはこち

ら） 

 

●2019.2.28 

3月 9日に「【地域とつながる群馬大学】研究者に質問を投げかける日～日本一敷居の低

い研究紹介～」として群馬大学の公開イベントが行われます。 

各学部から選出された約 30名の研究者が、それぞれの専門分野を一般向けに分かりやす

く解説します。 

お茶を飲みながら研究者とおしゃべりができる空間もあります。柴田もポスター発表で参

加予定ですので、ぜひ足をお運びください。 

【イベント概要】 

日時：平成３１年３月９日（土） １２：３０～１６：００ 

場所：群馬大学荒牧キャンパス 大学会館２階 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1273502242807683&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAyUIFhKLfQx6jX1OIFK_QJA3XHXy8kNI6txeuJyWa74Z-XQpHKuMlZV_jhZ9mYEa0sXwg3vnLWTme-rI8a_Ny9jTl-_0hqn-hMR4J4eAlgIlFJYMzmkP5P7Z6AkfqGsyVwYz6qZ72_oK8DruCmQ_d4I_YiCBJbmlkvKt5i0WhG_wOehYQrs0GQuNQ52H_tkKdZk9NPxDTKxGbG30CS3LYt9LBinxgYiD2P01xghVunVe1DLfc-pFrhg9MblIJimxVRXn6LtGLjLghGIkqrBa6BTsOosmOgTUVqT-X6j9MJCZzw9PngHLLx8YN6O2cuskpggUuzo2k9Rg1fMmmMCOwdcQ&__tn__=-R


対象：どなたでも 

参加：参加費は無料、また申し込みも不要ですので直接ご来場ください。（Facebookは

こちら） 

http://www.rimc.gunma-u.ac.jp/…/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8… 

 

●2019.2.20 

茨城大学理学部公開シンポジウム ・ 第 12 回 Quantum Medicine 研究会に参加し、萩

原さんがファーストオーサーとして行っている「超高解像度蛍光顕微鏡を使った 重粒子

線誘発 DNA 二本鎖切断修復機構の解析」について柴田が発表しました。田内先生、今年

も発表の機会を頂き有難うございました。また、横谷先生、藤井さん、クラスター損傷に

ついてのディスカッション有難うございました。（Facebookはこちら） 

 

●2019.2.19 

国立遺伝学研究所 研究集会に参加し、「G1 期細胞における 転写共役型 DNA二本鎖切

断修復経路選択機構」について柴田が発表しました。古谷さん、村山さん、発表の機会を

いただき誠に有難うございました。（Facebookはこちら） 

 

●2019.2.18 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1269585579866016&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARACDO33SZtBxwGm4QDC3kFoEuUnw0NkwvCq_uNFXKCT9GxR24OUmCNqwwEcE6hvCpzCRExYJM9vw2-CZqax9YIp7L5OAKdxylew5dmsnNJGreCpOUgSbbcRrLfsT8VwdExhWsid4NOgi0k9efZ-6BRZhYX5v0pyNxSEpAbpa-xN0xMQvLlqvcmWK5-7VoRj9Ot7c6t1kvsAn9t6gZSNhayyOZSCy1OTP3FJW_h9Sbm0OlcyMK1xjE6AbCZNmrnHy-MC88qLiUKMoKwX7bdKzM--q2OeEozK7gwSpZ0lqwuMNa9XfxCd0iBLG7Zs9s3QoGtyAUpO-dIpUAYv5IQmQkvuPg&__tn__=-R
http://www.rimc.gunma-u.ac.jp/ryomo-alliance/wp-content/uploads/2019/02/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%8B%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B720190309.pdf?fbclid=IwAR2zjFlURr9tVNSkWjGopTjCr9URvnSRTQx8li46YZAMdHgWrPLilb6QxMY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1264290763728831&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARALgDEvNqTNDErz2C9Gq6EqbuwasMsgxH_9uP7M7jUhWX9Zpxl_Gng8qZd1Uhc6EG4gWv81rpYqLMLRUhZFuRxXzjrkEGZPewUS8DY5CCU5O_Y50qK2-B-xIemwIbP1onnlqpNLlW6V-QBmeEwjFESAecNSmNkkUaYvoZ8Tb-au4sY5JktdFne7QlAG3ybT7alE0j6U9YUnRmZ4PNbdCTceZ_j26K9xEyNP1T4k1Nm83JDm3GU0XntDJqnn5_pBLzOPGSFVfLgZlbg0AzF_0QDLqpXPRxAIREq5CL6znyb1US2MhmoNNP4TNR-BrFL9WLPtU1TQrzePuS9WO5CfKj1U8Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1264280500396524&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAe-vnvjqvvBpypTM872g2uipg5AO9K_OkeLu8DGLOkZbj3-MHTzkZayYLqaebBuakZVHWk7ghYNNo-ngy4A9qBP5SON5b0x_tX95w6mYmqnxT_86Y-mpl3cjLpF9lD1FPfb5sxHtBNbet9qIOu4La64MOlebbcH-R6ao-a-lKAnwylRm5tu80MOimm53Sy0moKs9rpss0h6hAUxn__bM1iuMiEn8wAyEyBfG4L_9g3pxDFpewzgmiiGQfY1pHJ415xxbt_wL1bMQKu6gYOE3p7fjT6krjvDqWKaBitfYGU4ILwx_CxR1HgULfYqbvFhhZv6aim_ZRdOAXtVTSEdcue_mcbGkVhuw&__tn__=-R


マヤンさんがファーストオーサーの論文「Base excision repair regulates PD-L1 

expression in cancer cells」が Oncogene誌に掲載されました。がん細胞の中で生じる

酸化ストレス、その DNA修復機構である塩基除去修復、そして免疫活性を抑制する PD-

L1の関係性を明らかにした論文です。 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30755733 

＊柴田が corresponding author（Facebookはこちら） 

 

●2019.2.5 

奈良で行われた第 21回 菅原・大西記念 癌治療増感シンポジウムに参加し、「がん治療

時の免疫応答に関わる DNA損傷依存的 PD-L1発現調節機構の研究」というタイトルで講

演を行いました。 

初めてお会いする先生方のトークを聞いたりお話しすることができ、自分自身のアイディ

アも活性化されました。大会長の小泉雅彦先生、ならびに関係者の先生方、この度はご招

待いただき誠に有難うございました。（Facebookはこちら） 

 

●2019.2.5 

萩原さんが学位審査を通過したので、ラボメンバーでお祝いしました。 

萩原さん、おめでとうございます！ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30755733
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1264290763728831&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARALgDEvNqTNDErz2C9Gq6EqbuwasMsgxH_9uP7M7jUhWX9Zpxl_Gng8qZd1Uhc6EG4gWv81rpYqLMLRUhZFuRxXzjrkEGZPewUS8DY5CCU5O_Y50qK2-B-xIemwIbP1onnlqpNLlW6V-QBmeEwjFESAecNSmNkkUaYvoZ8Tb-au4sY5JktdFne7QlAG3ybT7alE0j6U9YUnRmZ4PNbdCTceZ_j26K9xEyNP1T4k1Nm83JDm3GU0XntDJqnn5_pBLzOPGSFVfLgZlbg0AzF_0QDLqpXPRxAIREq5CL6znyb1US2MhmoNNP4TNR-BrFL9WLPtU1TQrzePuS9WO5CfKj1U8Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1254688304689077&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARCcBS2qwuQFUamqkqghlyQqdkkIv_L4uhafC3GDPwVMXXkw5_lVRzCIhPnUMfHAhDxGD727QD1x3cMPCEo2WCzMzXj954p6-t8n2uTMBZeCpBQAP4rFC0LS9rQLO4wNT3SSGw0D7U0wymt3AijFobwz5vKQxzEKXjCUN0kpsGjc1XGeWL8N5O0aR4aGC7I9jPpIN6hQJTm2DJ5JhYm1nM-fKcM4bLdSsm9AifsCXd5f6rAny1dgpy2UAdbLFs7Znef9Gj07NlOGmK5hTKBe1z50CN_6cFZ1H0mzNb8fqmkqtWokiAup8vObuT_-cs-BtSpmzJWulhuSkBsxmh7xix49TK3wpTH1VA&__tn__=-R


ケーキを食べながら、今後の抱負を述べてもらいました。（Facebookはこちら） 

 

●2019.1.28 

アメリカ・マサチューセッツ総合病院（Massachusetts General Hospital: MGH Cancer 

Center） にて、「Regulation of transcription-associated DNA double strand break 

repair pathway choice 」というタイトルで発表を行いました。 

今回のセミナーを企画していただいた Lee Zou先生、安原崇哲先生、有難うございまし

た。（セミナー概要）（Facebookはこちら） 

 

●2019.1.27 

アメリカで開催された Keystone Symposia: DNA Replication and Genome 

Instability: From Mechanism to Disease にて、「RAP80 suppresses Artemis-

dependent deleterious rejoining during transcription-associated DNA double-

strand break repair in the G1 phase」のタイトルでポスター発表をしてきました。

（Facebookはこちら） 

 

●2019.1.17 

柴田研究室が行った、酸化ストレスによって発生する塩基損傷と PD-L1発現解析の論文

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1254688981355676&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAGya1zMQocmD9urSZU2uXh2LJhsyieJopQz_hAnhoDKRwjqpqWDJ-J2hDtBG03ol0PZ1ex7ED8aZgKwZ_yD321-Z1N4dhiXqVPGa_bF33DfQVQ5mI2f82VG2VKZlTpkVRFAFrhX7TE9CYy3_4Zo91uM79A_k9TMlWcE1CYHtXEoWe54si9sUfcZJoQIXEqVmds0KgvmWzsy3MPWmAuvKNPxAkwWc_mYc79F4Pcx-Cr3wqa7I_wq4Ulw_i3uUsrtQwLEdDsirUK_U_VjeiWZkVuq8yTbpzO7pDh_PQlD203HgBSxw7ZFN8padEcM6yOr3djFzO_OvREp_mPrqzUw8Dxvg&__tn__=-R
http://shibatalab.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/Shibata_Atsushi_CCR_Seminar.01.22.19.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1248935565264351&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARDPEUQaCGMIRuZ5u46hgrwgtFkL6TzHAW7111gB5AcvbBx0uu14oh0awShoU0VD9RIbKEjGzlivTXJr7VM_86Et6iJFSlkD5kgM4B8hBnruysPiDodphxtjXCNwUTf54pAnCseZyEM6wlQ3yNqIW9GEs9LAZFAAJg7MyoE_y9tb4YY-DKjQ-VI6bqk9p6PC799FMwci-uH4NA-nb4dnWMLShBbXJrLSo9uNJfDnSglG36TUb6qmcOj4lRvp4m2ZGQJATUpMIaQZ6ElvBMqBqfkakHnvPE-Mw7_j2BUJzeiJEZtDZrR9XlupVQD_4vswMZ3dU_8nE-kqHfcm97qoDIAIFA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1248393158651925&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARCmuZCDYvIYUki7rkQxPd2ZNVyWotbc0LvSSLoxWz3-C9azcih7LMbCMOHabX3HMN_WOAbd4OzzWhhpRkdQZqVLzxqM4vxWQFrmn5TzfGKB4-TGvZfBkoU62Dv4lGD2bgf1TYjtIyFiyMsO4fMPnoVBJU7bgYFik-GKsQUOx2u_i15xgxdLT9VMlELIwgZLwqYE5rSDxsC_3IqfQeKVYdzayX15k1jG6K_yyCslomnpl4Jxo9MfQWT0UJOcU60mKZaO0ceDuH6JTmz7RKGPyNjpxc4zwsGG0WmkD8RcRpWxGkLyn_pwBlfMGJ8bHFSjmSCnlAM3H1jcz2k_1hZmtrz_WQ&__tn__=-R


が、Oncogene誌にアクセプトされました。ファーストオーサーのマヤンさん、おめでと

うございます！  

＊柴田が corresponding author 

内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。（Facebookはこちら） 

 

●2019.1.11 

柴田と Jeggoが共同執筆した総説が International Journal of Radiation Biologyに掲載

されました。 

DNA二本鎖切断の視点でみた放射線生物学の歴史から、最新の分子生物学的知見までをま

とめた総説です。 

ぜひご一読ください。 

タイトルは「A historical reflection on our understanding of radiation-induced DNA 

double strand break repair in somatic mammalian cells; interfacing the past with 

the present」 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2018.1564083?journal

Code=irab20 

（Facebookはこちら）  

 

https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502/1241677662656808/?type=3&theater
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2018.1564083?journalCode=irab20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2018.1564083?journalCode=irab20
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1237495909741650&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAKuA3WOVhaWsTHDDSiMzPPYMyXQj5Pmdl6_peMdmgX_BteuGCaRsyb8nlY3ILoZ-_vLHh4asrK2FwWfQ2p0xnN5aZYjSBPw21A8teVeH7jJNu_ITbEJHD0aIX6GbXQ1zkV3HvYrivlU74Ddxg4-qcjxGumEVEhzpFADBe8xGVtLzW7-zA9X0GNaSHrqIfBRK3UaUTBNkjqF5qdVNqaYY4VYm6lzoUAIX21CbE5-cl-W4inPg78u363uELNvq43Bbwgcovw_mrvawssnWHxbfXzf44iINeR-NjqV88iA8TUc6aX_6P5u7fa-WvIKer4bw1rnYnZX7WHB8PSFdoGY4KCPA&__tn__=-R


●2019.1.10 

第７回 AAA（Academy of Aging and CArdiovascular-Diabetes Research）研究会

（田辺三菱製薬共催）に参加し、「DNA損傷応答により誘導される PD-L1発現制御機構

（指定演題）」というタイトルで講演を行いました。 

内科の先生を中心とした活発な研究討論が行われ、非常に勉強になる研究会で有意義な時

間を過ごすことができました。ご招待いただき誠に有難うございました。（Facebookは

こちら） 

 

●2019.1.8 

新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

今年は、１）DNA修復経路選択の研究（特に、転写共役型 DNA修復）、２）DNA損傷

に伴う統合的免疫応答（特に、PD-L1、HLA発現）を軸に研究を進めていこうと思ってい

ます。 

また、去年 12月 21日に行われた柴田ラボ忘年会の時の様子をアップしました。

（Facebookはこちら） 

 

●2018.11.30 

群馬大学の研究・産学連携推進機構が発行する研究活動報「水源」第３号に、柴田の PD‐

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1235426689948572&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAl1YGtjPXRSITjcxAPZTu0gNuI2OVm_dnRaTw7_bkFf399-sq2cTNeEJ4kk6ZHrgn8F5ZqqmHr8lMerndbmgf_bqAUapxRjRGgcnOZ6wYhrAK41w-Aee1U_H942id1U0jai2mHre15yPVvjA9T1_rUYZ9zOUXxDKqQw0g7LFyFkn12NOsLlhadj9UGed4CRB60cKQUGly1U-TGPrBrjz-4Cc_-upqwdRiMxXUVNaT41J4rcE95FFQAKxVsMXAQzxLYzWFhCFJs4hvT7q-aHK3pTGGzHSS4svC6CdS_iOGIY6ZTEaWSgrx0LpUKlB_81CWF5sEnx-qrCaY0I7lnk8VHyw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1235425136615394&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARBg-cA_uSR1SQdMOZo9rVvctUMfiM7CNOO-S2EBKeiSMsY8wfSB8qxmOWxCslWlu48_l-iaLPHkEGSLupRJaRqRD04OAiSt6o01efrp_stQKavuh2Gs3AJXIZ9q4c37kP9uUUCKn_vNnRPTnQfuDAZiJWzP5U-aARJ0PBfMqi7xTlDoGL80JNiIeE6xQpheeE6DtXM3NngJeuIUhcFdob2HbnC3v7CzRDDrq8sXO0oafw3eT0Ex9Lz6qE3be92EqwhGMcMBEdYRLln3rqBNfFEK4VFK26g8k5sGeWUkyilBQ0JyzuXWTOFr3VCZ-jECmhiGVpMk0hx1k-NA6i67Q2DkxQ&__tn__=-R


L1研究に関するインタビュー記事が掲載されました。 

データ版は，以下の URLからご覧いただけます。 

http://research.opric.gunma-u.ac.jp/…/20…/11/SUIGEN.vol3.pdf 

（Facebookはこちら） 

 

●2018.11.27 

萩原さんがファーストオーサーで、重粒子線によって生じる DNA損傷とその修復機構に

ついての総説「Clustered DNA double-strand break formation and the repair 

pathway following heavy-ion irradiation」が Journal of Radiation Research誌に掲載

されました。 

オープンアクセスなのでどなたでもダウンロードすることが出来ます。 

https://academic.oup.com/jrr/advance-article/doi/10.1093/jrr/rry096/5196526 

＊柴田が corresponding author（Facebookはこちら） 

●2018.11.27 

柴田と Jeggoが共同執筆した総説が Targeting the DNA Damage Response for Anti-

Cancer Therapyに掲載されました。 

タイトルは「ATM: Its Recruitment, Activation, Signalling and Contribution to 

Tumour Suppression」 

http://research.opric.gunma-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/SUIGEN.vol3.pdf?fbclid=IwAR13mfVI-7doYAQepomDzaMe4jQS-evse7RMtKY--7V_JOoHy5NBNp8R_G8
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1167613056729936&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAirh2ByjQ2BM3_wN6YaM5Q12eP8NYbShShNiCWKdlPYmxYhmkcUeWAyAIZQ3CYNl3J2OMfTaq_pz3m541jYyAA3ftrNpVrXMpSpHo-xMuNN_URIug2DmvRKOjnLK5OEo8VEK-rGNShCxKyKJCgX2_Uq9vqIZCBJdd8xFdSGIKUnSHLG7YWxoBDktta6zytOYxmVmS_wmgewtIXh29dkYqer7hfBv_S4Vv2ms5PSZtF1XkhIUcWDBa6kN9xHphUQzyH1VqEl4mvBkgg7ZW4TfiBhwmZrWvfeuqphmrmRp1rQzTWU_sycpkeo92Dfy_lTYZtZyjWhoakpAt9tXrb0YxnVA&__tn__=-R
https://academic.oup.com/jrr/advance-article/doi/10.1093/jrr/rry096/5196526
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1165629370261638&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARBtsdlgcaSJee-_39oCh7ajqUETSS3JPNDK_W8qAHOxeGcHKKzfpwII_LvDLPlVqZ6V_D1V77U9o4pYjNaDIyFNfMibiliV8_GSva8jMXN2fg4R0ueX4AEzezleaPCV05VcwF0RPjo85LpwMSs_NC-tW8WoWkcjYxABUSAaT8KrCMZ-0JEYuND0THVDAmJwasY3Rn4B9MacWEbCwHZpmr_LvYgtwCM2la2-AKvQyOFm-UChC0ZsLB6kyJ-5WfHa10NKNOCN1_jS39DLslgy6Lx0losR4ivM_0RLjC5oOKdLWtDXj4yDA6p-l2Ej9ReFBVKYZgMGzNRactY7JkIqQscqww&__tn__=-R


https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75836-7_6 

（Facebookはこちら） 

 

●2018.11.15 

The 34th Radiation Biology Center International Symposium / The 2nd 

International Symposium on Radiation Therapeutics and Biology”Molecular Targets 

and Precision Cancer Medicine: From basic research toward translation”にて、柴

田、萩原さんが下記の発表を行いました。 

柴田（シンポジウム講演）「Elucidation of the molecular mechanism underlying PD-

L1 expression in response to DNA damage」 

萩原（ポスター発表）「Apurinic/apyrimidinic (AP) endonuclease 1 promotes DNA 

end resection at clustered DNA double-strand breaks after carbon ion particle 

irradiation」(Facebookはこちら） 

 

●2018.11.14 

日本放射線影響学会ー第６１回大会に萩原さん・サンジータさんが参加し下記の発表をし

ました。 

萩原「重粒子線誘発 DSBクラスター領域での DNA end resection促進機構の解明」 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75836-7_6
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1165412333616675&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARBoQ3d9ZY4JzDzRsVpHMH2P8VmGX8jDeBaZd52MMD4H7MUN9BzjBqEu6YXvcWLhLgjZuM8s7xkCsmhO0Lhn4fUPQmxOLA9SjOn6SOWAVtodMXw4s0RRTto0q07AKr8ZK3hhq3f32uEQ9hvYw00H7sS6rrHcwGomg5MFbszmDftJhqyJ4A4IoEw0hDGax2bsdkJQ7uSyV-sSvCdC8iyxdzuK06E6fMVEmKcPIcTt2-mphD9R8RTax6ZrS7TjIBkASEh3PnUCYVwMSsZhe00g2CsgC_UNjGw_Y9B9c7fFxH5sFB0pOlHvA5kgmu4TMhsd692K6CsdoNrg3YCPeeqYtLSong&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1156379637853278&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARABszcaMNfeybl5m5dMnm_md4Dr8aaPrOqg8gPWvuVpGLDMot1KzINJFKk5YRfY4dBXSTd809GZvGlarAIxkUDGDultNJfXQqZyLXQWqfKNYny6FyxWesrkO7RiYh1dzOrlLe3PNXBVLOl8lYZmjljFRJux88cIHZP3TE0iC38OaKFtdiMgdRXiIZDQrRdUUWNFa2OJH68T4dtNy_2xmLfEI7nbJGE7RqJ7HWtP7sIj1tdIV0qpJRNieXbZW6jepkXjTI9hmSjFKpLc7fJKn6R77-yAhVTOvMaruGsiMKysBjHdpWb3a5soIPba--ZSyP-gzxEW-3RaJedvCAZIM82PDQ&__tn__=-R


サンジータ「High LET particle irradiation effectively induces nucleolar 

fragmentation in cancer cells.」(Facebookはこちら） 

 

●2018.11.13 

基礎生物研究所にて、新学術領域研「植物多能性幹細胞」・梅田班のグループミーティン

グに動物・アドバイザーとして参加し、下記の発表を行いました。 

「DNA二本鎖切断修復の経路選択性とそ yの変化に伴うがん細胞内シグナル応答の研究」

(Facebookはこちら） 

 

●2018.10.30 

柴田研究室にて学内共同研究を行っているサンジータさん（腫瘍放射線科・中野隆史研究

室所属）が、The 6th International Symposium of Gunma University Program for 

Cultivating Global Leaders in Heavy Ion Therapeutics and Engineeringにて Best 

Presentation Awardを受賞しました。 

おめでとうございます。(Facebookはこちら） 

 

●2018.10.2 

安原さんの Cellに掲載された論文が、Nature Reviews – Molecular Cell Biologyと

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1156305391194036&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAZ2ZhvbKyDYBXdyqq9ECUkYz96mKKTnEo52WXjXhlm3KKxT8AjZ0_i4U8vjI_3zuIvfaZd2Lc4lzT2gzvejN7tvTFPjd73cmf45CrFYcQuyszjMDsAAQO433gfp4WSGCHj-GBz5CMH7NrbutBovUuxWb53j9lDBeFFjZYIVQQevpn02HsXRmWyfS2xglqSKanzSi3mcaudHiZkC48ugtbkr0LZQFtPcfGn1ObmPBPtG96r8mRHTo-UO9sGaoRO0W0EtGeLg-ufXGto7fRUgmFhfgOIuelsrk8W04BEHALMICIP-YlDZvMyueCvc2BrLDWfp2NRhHNGlgbTL5i6S6QAPQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1156324144525494&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARBVjdg4iMl4sizVK7a_1-CtqmuTprN-B_mrMhyfUkv727jyAMF-2b5UnFiVTRVa-AegoEk1R35E1_3Xq8q6_riSZ5wfl6qFnzAyjiBZQ5wBa0_OBC-JLAIJkt8lsqRQimcd6DJ_l62pV1CGUNRbq9Q1X0LyH3CmHPadyiefhjaTnTezZV8lXvnojS9meDCGDN-mqzRQWcmV413x_h2qpw0U_Xa-LnMqPsKBu2WsbRYe0UQrVqmM4eLu5RRx0wxH2PcOQhC5P9FlL13gTqRaOLDsOQ2MvnxfFba0xMs9bAjjRtksl_C-LlqEL-mb81bxhzyoNg4ZigiFMKZ5XYsUAIuVbg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1152470381577537&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARCreuUe8ou8pMGxWVL_EEh4MOQBNKvR5s6wr2bOdRXsZxhHPf67lUrPGIch7EfmpP7TQDiH1bgBelToPION4MNXkdUdu5vZw0cV8eM0dvytG3WdMq8hOjndyWuVSZiJ56-92qv70DQ64r_3s_KjPu81krz3iOJ8B8zK9zRz4CMvv4ApBietHZz_9HkGPjLKiy70rK5QK3I5urVy9JKmz8Gr8TE&__tn__=-R


Cancer Discoveryで紹介されました。(Facebookはこちら） 

Transcriptionally tailored break repair 

Nature Reviews – Molecular Cell Biology 

https://www.nature.com/articles/s41580-018-0069-z 

RAD52 Promotes Transcription-Associated Homologous Recombination Repair 

Cancer Discovery 

http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2018/09/27/2159-

8290.CD-RW2018-165 

 

●2018.10.1 

第 77回日本癌学会学術総会に参加し、下記の内容で招待講演を行いました。 

「Investigating the molecular mechanism underlying PD-L1 expression after DNA 

damage for precision radioimmunotherapy」(Facebookはこちら） 

 

●2018.10.1 

日本遺伝学会 第 90回大会に参加し、柴田が「転写活性領域に生じた DNA二本鎖切断に

対するゲノム安定維持機構」という内容で招待講演を行いました。(Facebookはこちら） 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1130810733743502&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARDdmrYCsGC1JtZQ8VbWLv78l1qZF5YpyeGlWF_mLSKnpCGiFQgMic5naYMPiFP-FR-ILEz88WC3-1J2adXzym-9q7YDkcWnGYoOoaMJgmaOH3vFkWP3FZ0vxNvz2Pm65g_8twsWY62c04AYj4vxD6BhaNCQtFokwnEf6wQQH7U0nCDIQxWbyQ&__tn__=-R
https://www.nature.com/articles/s41580-018-0069-z
http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2018/09/27/2159-8290.CD-RW2018-165
http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2018/09/27/2159-8290.CD-RW2018-165
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1130769093747666&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARC_iL5B53zdDoIN_CiEFjM27R4DYhzvb9fm-MW6C2HfOQ5x6SCYMB8ZC_7d3Q1qVVAm5h6ZSqlqJ7bHccZ9Q7NB60455EwsPRxpPuH42BtFBt15HsaMt86sLcp-ga-7gfndcNPrCdPkPV8P-qWW-u0Erw8MoNoB42UFauwyjoHBTShuS0V9iA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1127582017399707&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARBCb5VGcWGHSIxo6tmo-8kghB3nLtkiTHEDz4CsfUj9JIwa1mWv4h5822HhJpojAYBEtDz3-7s7se0E5CfcVK_PVFqnqVClOqaHI0PbOAirUUbvy63-7skWvhiQKYLKdO5AHlHJOFbds5CAC4MiiYtXPhJM8GxGvIhcfZ-xtrzJ_dsIsp_DYA&__tn__=-R


●2018.9.21 

安原さんの論文「Human Rad52 Promotes XPG-Mediated R-loop Processing to 

Initiate Transcription-Associated Homologous Recombination Repair」が Cell誌に掲

載されました。 

＊柴田が co-corresponding author  (Facebookはこちら） 

ヒト DNAの中で遺伝子をコードする重要な部分が放射線照射などによって切断された場

合、元通りに復元する必要があります。そこで細胞は相同組換えという方法を使って DNA

切断を修復します。この研究では、細胞がどのようにして相同組換えを導くかを明らかに

しました。人体がどのようにして DNAを安全に守っているか、つまりは「がんにならな

いようにしているか」という基本的生命原理を明らかにした、とても重要な研究です。 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31117-6 

 

●2018.9.19 

先日放射線科のマヤンさんの送別会を行いました。学位取得おめでとうございます。 

また、3年間日本での大学院生生活お疲れ様でした。(Facebookはこちら） 

 

●2018.9.12 

バリ島で開催された The 3rd FARO Meeting 2018にて、柴田、萩原さん、佐藤さんが発

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1124856664338909&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAeunFoZXKFZMnvBPnjlY8WQDLBtdnuH-J-pG99zUUf2-yC2-7yDcvjgDfhd7LR9rym8s1PUI492BU_OpOvOw8iTR-d1YVnNb3tsHaaNGtS_JnBlrQbx86Iwm9_q9or4MRFv9NiKIRESx9VeWq4vdmwK-PX0LwriyBVIKADY-ByAQpk0qpvxw&__tn__=-R
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31117-6
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1123822024442373&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARDbx4nKwiEO3dvSm87ohafwmVhHzVDgrHG1zZWGzn4mDx4N9OU5bdkBGvzKXMj_4hOyPV2TZEiFO6_0pKAEQuHxiVbfd42HIxMuuqEFP90NGUdDmq7_Evb7bicfreYI5COJysRvNJeGwxKuq_fNbydZWbfObXYx2sh0dJZNAiYVSTSzqc7M3Q&__tn__=-R


表を行いました。(Facebookはこちら） 

 

●2018.9.3 

柴田研究室と共同研究している群馬大学・腫瘍放射線科（中野隆史教授）の論文が

Oncotarget誌に掲載されました。 

「 Mutational analysis of uterine cervical cancer that survived multiple rounds of 

radiotherapy 」 

ボビーさん、尾池先生、おめでとうございます。 ＊尾池先生が corresponding author 

(Facebookはこちら） 

http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=vie

w&path%5B%5D=25982 

 

●2018.8.31 

先日行われた、ラボ納涼会の様子を Facebookにアップしました。 (Facebookはこち

ら）  

 

●2018.8.29 

柴田が、Jeggo、Lobrichらと執筆した DNA修復についての総説が DNA Repair誌に掲載

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119942914830284&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARChKICzggXIUso0boyB8-bQizKo3IrS9jQ7e2adclkzUtP6jTXGiAJBDAi18ANzoJ0U9JOb0sehDDkCS_qlzM1zy0761sy_-rgHBfJNBciWxQZQg9SVkTnfIuOhvDjKv2Wek0x4o2bFOr519Lo1nDsZieWCnARqoKSVnjIsd1H5xDLmUU_NDQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1114796325344943&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARC-1LF4sZ27Bq8co9UDXbYf9eOEpyegjehqihiZwB4rkUM3Ph787IXjb5hUxYBC1duyuwRzdh5eL3XjFQyHpexqkeXiiOHrd5JwNQVeg9Jj-XGtw9Tftl1c1RMYI1C-71GrP9swgUORuOEMCSAP6aF5MybcLGtdfS3K-TY2oRIeyz4Ao9MiAQ&__tn__=-R
http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=25982
http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=25982
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1112943958863513&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARDFdJQzkzK1uqbIwlcU-DUHzdfo7PO5LG1tJjNLMl9TEd33nzFOuVCnRWQw9NRiHaUK6V_9vBuvKXp8nUbRXPYXid3l1daND7AAGwa-T-CVDRPWtfEvWq5df8XBuggdhFqsY3Uh3sp_Y2iSUy_zTfcUFYCTE-SRGZ3DUCSMT7UXwTcbpnp2jw&__tn__=-R


されました。 

*柴田が first author (Facebookはこちら） 

「The pendulum of the Ku-Ku clock」 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156878641830185X 

 

●2018.8.27 

[NEW!! ]安原崇哲先生（東大・宮川清研究室）と柴田研究室が共同で行った「G2期細胞

における転写共役型 HR修復」に関する研究成果が Cell誌にアクセプトされました。安原

さん、おめでとうございます！ 

*柴田が co-corresponding author 

内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。(Facebookはこちら） 

 

2018.7.30 

香港で開催された Gordon Research Conference Genomic Instability,Chromosome 

Replication, Repair and Architectureにて、「RAP80 regulates transcription-

associated DNA end resection in G1」のタイトルでポスター発表をしてきました。

（Facebookはこちら） 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1111892738968635&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAM9ipzPp4Hy_7J4K5Pd-jl5oUY0x23jb8_i26otzUGN4tcSCqil1Z6sOCQ_ki1ubGp3EpQJhGyUB6E5Enb0ugKMAlYKrklyL73ZohZxVSBoMlZRMnMuZ6dl9VXzKC1_GbbMzQ&__tn__=-R
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156878641830185X
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1110720389085870&id=374216429402940&__xts__%5b0%5d=68.ARAKJmBPa-6q74PDnKwUIMRzyhQn_Y1jS7WHKIjIYTUC2raVYBCPbNqLCW5XL87MhewNKMpCJXMoDb5m2JqodhOxQQeHRh4Vc8MwpnDNPLDY6OQ-Rx5Eix750Y3epLz1WqX8TUI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1062892400535336&id=374216429402940


●2018.7.19 

第 56回 生物部会学術大会・第 47回 放射線による制癌シンポジウムにて、柴田が「転写

活性領域における DNA二本鎖切断修復とその修復経路選択機構」というタイトルで要望

演題発表を行いました。 

また今年度の日本放射線腫瘍学会生物部会学術大会において、佐藤浩央先生が生物部会賞

(臨床系）に選ばれました。おめでとうございます！（Facebookはこちら） 

 

●2018.7.18 

放生研ニュース No.161にも記載されておりますが、京都大学大学院生命科学研究科附属

放射線生物研究センター・客員准教授に任命していただきました。今後とも放射線生物学

の発展に貢献できるよう、一つ一つ研究成果を発表していきたいと思います。

（Facebookはこちら） 

 

●2018.7.17 

「放生研ニュース No.161 JUL 6,2018」に柴田が執筆したミニレビュー「DNA損傷シ

グナルによって制御されるがん免疫治療標的分子 PD-L1の発現調節機構」が掲載されまし

た。（Facebookはこちら） 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034555596702350&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1036190499872193&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034548473369729&id=374216429402940


●2018.7.3 

金沢医科大学にて、「DNA二本鎖切断修復の経路選択性とその変化に伴うがん細胞内シグ

ナル応答の研究」というタイトルで発表を行いました。 

今回のセミナーを企画していただいた岩脇隆夫先生、有難うございました。また岩淵研究

室の逆井先生には色々とお世話いただき有難うございました。（Facebookはこちら） 

 

●2018.6.8 

萩原さんの論文「Analysis of programmed death-ligand 1 expression in primary 

normal human dermal fibroblasts after DNA damage」が Human Immunology誌に

掲載されました。  

＊柴田が corresponding author （Facebookはこちら） 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198885918301587 

 

●2018.6.1 

柴田研究室が行った、ヒト正常皮膚繊維芽細胞における DNA損傷後の PD-L1発現解析の

論文が、Human Immunology誌にアクセプトされました。萩原さんの初の単独ファース

トオーサーの論文です。 

おめでとうございます！ ＊柴田が corresponding author 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1020125928145317&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=996859320471978&id=374216429402940
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198885918301587


内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。（Facebookはこちら） 

 

●2018.5.29 

サセックス大学・Genome Damage Stability Centreにて、「Regulation of 

transcription-associated DNA double strand break repair pathway choice」というタ

イトルで講演を行いました。（Facebookはこちら） 

 

●2018.5.28 

イギリス・ロンドンで開催された Abcam Conference “Mechanisms of 

Recombination”にて、「RAP80 regulates transcription-associated DNA end 

resection in G1」のポスター発表をしてきました。（Facebookはこちら） 

 

●2018.5.10 

「量子生命科学研究会第２回学術集会」に参加してきました。 

新しい量子技術について学ぶとともに、この分野の研究者の方々と交流することができ、

とても刺激になりました。(Facebookはこちら） 

http://www.qst.go.jp/information/qls2018.html 

 

https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/993160527508524/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=991073031050607&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=991071727717404&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982391741918736&id=374216429402940
http://www.qst.go.jp/information/qls2018.html


●2018.5.8 

第 12回群大 Genome Damage Discussion Group公開セミナーを開催し、東北大学の大

学保一先生に講演していただきました。(Facebookはこちら） 

演題タイトル「DNAポリメラーゼ機能から見るゲノム複製のフレキシビリティ」 

 

●2018.4.12 

今年も敷島公園でお花見をしてきました。(Facebookはこちら） 

●2018.3.27 

昨年末に発表した佐藤先生の PD-L1の論文（Nat Comm）が、British Journal of 

Cancer誌にハイライトとして紹介されました。(Facebookはこちら） 

Mouw&Konstantinopoulos「From checkpoint to checkpoint: DNA damage 

ATR/Chk1 checkpoint signalling elicits PD-L1 immune checkpoint activation」 

http://www.nature.com/articles/s41416-018-0017-x 

 

●2018.3.27 

未来先端研究機構の新美先生が３月末で群馬大学を退職されます。 

送別会の様子は Facebookをご覧ください。 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=982388605252383&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=966982136793030&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=958556427635601&id=374216429402940
http://www.nature.com/articles/s41416-018-0017-x
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=958550450969532&id=374216429402940


●2018.3.21 

イギリス・オックスフォードで開催された Radiation Break-through: from DNA 

damage responses to precision cancer therapyにて、柴田が「DNA double-strand 

break repair pathway regulates PD-L1 expression in cancer cells」というタイトルで

ポスター発表をしてきました。(Facebookはこちら） 

 

●2018.2.7 

「放射線と産業１４３号」に柴田が執筆した「重粒子線照射によって生じる DNA損傷の

可視化とがん治療への貢献」が掲載されました。私たちの研究内容を表紙にしていただき

ました。有難うございます。 

 また、昨年第６０回放射線影響学会にて行われた Jeggo教授による記念講演に関する報

告が、放影協ニュース 2018.1, No.94に掲載されました。量子研・今岡達彦先生と柴田

の共著となります。(Facebookはこちら） 

 

●2018.1.30 

1/28に行われた茨城大学理学部公開シンポジウム第 11回 Quantum medicine研究会に

柴田、萩原さんが参加し、柴田が「放射線・免疫治療併用を目指したがん免疫治療標的分

子 PD-L1発現調節機構の研究」という内容で発表を行いました。（Facebookはこちら） 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=954779784679932&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=931511920340052&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=927222124102365&id=374216429402940


 

●2018.1.12 

萩原さんの論文「3D-structured illumination microscopy reveals clustered DNA 

double-strand break formation in widespread γH2AX foci after 

high LET heavy-ion particle radiation」が Oncotarget誌に掲載されました。 

＊柴田が corresponding author 

http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=vie

w&path[]=22679&pubmed-linkout=1 

超高解像度顕微鏡を使って、重粒子線照射が誘発する DNA損傷の形状を「目で見てみよ

う」というプロジェクトです。重粒子線照射は、1マイクロ立法メートルという微小な空

間内に、複数の DNA二本鎖切断を生じさせることを私たちは世界で初めて可視化しまし

た。 

このような DNA損傷はがん細胞を殺傷しやすいと考えられることから、重粒子線治療の

高い治療効果の証明に繋がる研究だと考えています（Facebookはこちら） 

 

●2018.1.9 

新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

今年は、１）DNA修復経路選択の研究、２）PD-L1発現調節機構の研究、の二つを軸に

http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5b%5d=22679&pubmed-linkout=1
http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5b%5d=22679&pubmed-linkout=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=917354241755820&id=374216429402940


研究を進めていこうと思っています。 

忘年会の様子を Facebookにアップしました。 

 

●2017.12.22 

10月末に 1st International Symposium on Radiation Therapeutics and Biology

（isRTB-2017）（深セン、中国）にて、柴田が口頭発表を行いました。(Facebookはこ

ちら） 

演題タイトル「Regulation of DNA double strand break repair pathway choice after 

ionizing radiation」 

 

●2017.12.21 

柴田研究室と共同研究している群馬大学・腫瘍放射線科の尾池先生（現在 NIHに留学中）

が、日本放射線腫瘍学会（JASTRO）にて、「炭素イオン線治療を受けた腫瘍における複

雑な DNA二重鎖切断の画像化」という研究内容で梅垣賞を受賞致しました。おめでとう

ございます！(Facebookはこちら） 

 

●2017.12.18 

長崎大学 56回大学院セミナー・第 89回原研研究集会にて、「DNA損傷シグナルによ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=915925205232057&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=907067432784501&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906591762832068&id=374216429402940


る免疫チェックポイント標的分子 PD-L1の発現制御機構」というタイトルで発表を行いま

した。今回のセミナーを企画していただいた山内基弘先生、松田尚樹先生、有難うござい

ました。(Facebookはこちら） 

 

●2017.12.14 

2017年度 生命科学系学会合同年次大会（第４０回日本分子生物学会年会・第９０回日本

生化学会大会）にて、柴田、新美さん、萩原さんが下記の発表を行いました。(Facebook

はこちら） 

柴田「DNA二本鎖切断修復経路による免疫チェックポイント標的分子 PD-L1の発現制御

機構（ワークショップ（口頭）」 

新美「重粒子線に特異的な DNA損傷の可視化と細胞運命決定に与える影響の解析（ポス

ター）」 

萩原「炭素イオン線特異的な DSB end resectionの解析（ポスター）」 

＊柴田の発表はオンデマンド配信（学会参加者限定）で閲覧できますので、ぜひご視聴く

ださい。 

（「３ＰＷ０２－６」で検索できます）  

 

●2017.12.04 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905204756304102&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=903257959832115&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=903257959832115&id=374216429402940


第 24回 DNA複製・組換え・修復ワークショップにて、柴田、萩原さんが下記の発表を行

いました。 

柴田「DNA二本鎖切断修復経路による免疫チェックポイント標的分子 PD-L1の発現制御

機構（口頭）」 

萩原「炭素イオン線誘発 DNA二本鎖切断で引き起こされる早期 DSB end resectionの分

子機構（ポスター）」 

(Facebookはこちら） 

 

●2017.11.27 

佐藤さんの論文「DNA double-strand break repair pathway regulates PD-L1 

expression in cancer cells」が Nature Communications誌に掲載されました。 

＊柴田が corresponding author 

PD-1抗体を用いたがん免疫治療における重要な分子である PD-L1（PD-1に対するリガ

ンド）と DNA修復の関連性を示した論文です。DNA損傷によってがん細胞内の PD-L1

が誘導された時の、詳細な分子メカニズムを解明しました。 

免疫治療・放射線治療・化学療法剤を併用した集学的がん治療を行う上での重要な情報と

なる研究成果だと考えています。(Facebookはこちら） 

http://www.nature.com/articles/s41467-017-01883-9 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=898193973671847&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894654217359156&id=374216429402940
http://www.nature.com/articles/s41467-017-01883-9


 

●2017.11.20 

基礎生物学研究所にて、「DNA二本鎖切断修復の経路選択性とその変化に伴う細胞応答制

御」というタイトルで発表を行いました。今回のセミナーを企画していただいた坪内知美

先生、有難うございました。(Facebookはこちら） 

 

●2017.11.13 

柴田研究室が行った、重粒子線照射後の DNA損傷を超高解像度蛍光顕微鏡により可視化

した論文が、Oncotarget誌にアクセプトされました。萩原さん、新美さん、おめでとう

ございます！  

＊萩原さんが first author、新美さんが co-first author、柴田が corresponding author  

内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。(Facebookはこちら） 

 

●2017.11.7 

第６０回放射線影響学会にて、柴田が日本放射線影響学会奨励賞を受賞致しました。皆様

方からのご支援・ご協力あっての受賞だと思っております。今後も DNA修復の面から、

放射線生物研究に貢献できるよう精進して参りたいと思います。 

第６０回放射線影響学会にて、柴田、新美さん、萩原さんが下記の発表を行いました。 

http://www.nature.com/articles/s41467-017-01883-9
http://www.nature.com/articles/s41467-017-01883-9
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=891157164375528&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=887883298036248&id=374216429402940


柴田「炭素イオン線が誘発する DNA二本鎖切断とその修復機構（シンポジウム：DNA修

復研究の最前線‐放射線生物応答の統合的理解へ向けて）」 

柴田「放射線照射により誘導される免疫チェックポイント標的分子 PD-L1の発現制御機構

（口頭発表）」が優秀演題発表賞に選ばれました。 

新美「超解像度顕微鏡による重粒子線誘発クラスターDNA二本鎖切断の空間分布解析（ポ

スター）」 

萩原「炭素イオン線特異的な DSB end resectionの解析（ポスター）」 

(Facebookはこちら） 

 

●2017.11.2 

柴田研究室と共同研究している群馬大学・腫瘍放射線科（中野隆史教授）の論文が

Journal of Visualized Experiments(JoVE)誌に掲載されました。 

「One-step Protocol for Evaluation of the Mode of Radiation-induced Clonogenic 

Cell Death by Fluorescence Microscopy」 

小林先生、尾池先生、おめでとうございます。(Facebookはこちら） 

https://www.jove.com/video/56338/one-step-protocol-for-evaluation-mode-

radiation-induced-clonogenic 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884918181666093&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=882415241916387&id=374216429402940
https://www.jove.com/video/56338/one-step-protocol-for-evaluation-mode-radiation-induced-clonogenic
https://www.jove.com/video/56338/one-step-protocol-for-evaluation-mode-radiation-induced-clonogenic


 

●2017.10.30 

10/21-10/24まで Prof. Penny Jeggoが群馬大学に来訪しました。週末には Pennyと一

緒に、群馬県立自然史博物館にラボ旅行に行きました。台風が来ていて外は大雨でした

が、化石を含めた数多くの展示物があり、充実したツアーになりました。 

またリーディング大学院生を含め、柴田研の研究について Pennyとディスカッションをし

ました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2017.10.27 

柴田研究室と共同研究している金沢医科大学・逆井良先生の論文が Scientific Reports誌

に掲載されました。逆井さん、おめでとうございます！（Facebookはこちら） 

「Aquarius is required for proper CtIP expression and homologous recombination 

repair」 

http://www.nature.com/articles/s41598-017-13695-4 

 

●2017.10.24 

柴田研究室と群馬大学・腫瘍放射線科（佐藤浩央助教、中野隆史教授）が共同で行った

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=881095852048326&id=374216429402940
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/879598268864751/?type=3&theater
http://www.nature.com/articles/s41598-017-13695-4


DNA損傷による PD-L1発現調整機構の論文が、Nature Communications誌にアクセプ

トされました。 

＊柴田が corresponding author  

内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。(Facebookはこちら） 

 

●2017.10.5 

国立遺伝学研究所・研究集会「染色体構築と安定化を担う分子機構」にて、発表をしてき

ました。 

原核生物遺伝研究室 仁木教授が遺伝研代表、柴田と高橋達郎先生（九州大学）が世話人

となり、全国から多数の研究者が参加し、研究成果の発表と議論が交わされました。

(Facebookはこちら） 

 

●2017.8.21 

先日行われたラボ納涼会の様子を Facebookにアップしました。 (Facebookはこちら） 

 

●2017.8.2 

柴田が執筆した DNA修復についての総説が Mutation Research誌に掲載されました。 

*柴田が first & corresponding author (Facebookはこちら） 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=878736358950942&id=374216429402940
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/869721369852441/?type=3&theater
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/pcb.849760225181889/849759181848660/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840845429406702&id=374216429402940&substory_index=0


「Regulation of repair pathway choice at two-ended DNA double-strand breaks」 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0027510717300611 

Reprintが必要な方は柴田（shibata.at@gunma-u.ac.jp）までご連絡ください。 

 

●2017.7.27 

第 11回群大 Genome Damage Discussion Group公開セミナー（柴田が世話人）を開催

し、基礎生物学研究所の坪内知美先生に講演していただきました。(Facebookはこちら） 

演題タイトル「多能性細胞におけるゲノム恒常性維持機構」 

坪内ラボの HP↓ 

http://www.nibb.ac.jp/stemcell/ 

 

●2017.7.6 

HPをリニューアルしました。集合写真を変更、Memberページに追加、Photoページを

開設しました。Photoページにはこれから少しずつ写真をアップしていく予定です。 

 

●2017.7.5 

柴田研究室と共同研究している放医研・中島菜花子先生の論文が Oncology Reports誌に

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0027510717300611
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838555256302386&id=374216429402940
http://www.nibb.ac.jp/stemcell/


掲載されました。中島さん、おめでとうございます！ 

*柴田が corresponding author (Facebookはこちら） 

「Inhibition of the HDAC/Suv39/G9a pathway restores the expression of DNA 

damage-dependent major histocompatibility complex class I-related chain A and B 

in cancer cells」 

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/or.2017.5773 

 

●2017.7.2 

日本ゲノム編集学会 第２回大会に参加してきました。 

サテライトシンポジウムにて、柴田が「Endogenous DNA Repair」の Expert役として

参加しました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2017.6.16 

柴田研究室と共同研究している群馬大学・腫瘍放射線科（中野隆史教授）の論文が

Journal of Visualized Experiments(JoVE)誌にアクセプトされました。小林先生、尾池

先生、おめでとうございます。(Facebookはこちら） 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825507970940448&id=374216429402940
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/or.2017.5773
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=824394434385135&id=374216429402940
https://www.facebook.com/Atsushi-LAB-374216429402940/


●2017.5.25 

6th US-Japan DNA Repair Meeting（バークレー、USA）にて、柴田が口頭発表を行い

ました。（Facebookはこちら） 

演題タイトル「Spatiotemporal regulation of DNA double strand break repair 

pathway choice in G2-phase」 

 

●2017.4.6 

放医研の中島菜花子先生と柴田研究室が共同で行った放射線照射後の NK細胞活性化メカ

ニズムに関わる研究成果が、Oncology Reports誌にアクセプトされました。 

中島先生、おめでとうございます! 

内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。(Facebookはこちら） 

 

●2017.4.4 

今年も敷島公園でお花見をしてきました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2017.4.1 

所属が変わりました。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=802391563252089&id=374216429402940
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/776266289197950/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=776263175864928&id=374216429402940


平成 29年度４月１日から、群馬大学 医学系研究科・大学院教育研究支援センター

（ERSC）に異動となり、 

研究講師として着任しました。＊住所やラボスペースは同じです。 

 

 

 

●2017.3.14 

3月 23日に蛋白研セミナー “Chromosome dynamics and genome stability in 

meiosis and mitosis”にて講演をさせていただきます。 

（ポスターはこちら、Facebookはこちら） 

 

●2017.2.22 

公益財団法人第一三共生命科学研究振興財団 平成 28年度研究助成に採択されました。 

（Publicationページを更新しました。Facebookはこちら） 

 

●2017.2.17 

The 7th International Society of Radiation Neurobiology(ISRN)にて、佐藤先生がポ

スター及び口頭発表を行い、Excellent Presentation Awardを受賞しました。佐藤先生、

おめでとうございます！（Facebookはこちら） 

http://shibatalab.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/IPR-seminar20170323.pdf
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/762444850580094/?type=3&theater
http://shibatalab.com/publication
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/751772071647372/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=748706485287264&id=374216429402940


演題タイトル「Molecular mechanism of PD-L1 expression induced by X-ray 

irradiation」 

 

●2017.2.8 

群馬大学を来訪した Prof. Penny Jeggoに、LphD学生を含めた研究会に参加してもら

い、DNA修復に関するたくさんのディスカッションを行いました。（Facebookはこち

ら） 

 

●2017.2.6 

柴田研究室と共同研究している長崎大学・山内基弘先生の論文が Scientific Reports誌に

掲載されました。山内さん、おめでとうございます！（Facebookはこちら） 

「Regulation of pairing between broken DNA-containing chromatin regions by 

Ku80, DNA-PKcs, ATM, and 53BP1」 

http://www.nature.com/articles/srep41812 

 

●2017.2.2 

博士研究員の磯野さんが１月末で群馬大学を退職しました。送別会の様子は Facebookを

ご覧ください。 

https://www.facebook.com/374216429402940/photos/pcb.743405705817342/743405255817387/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742288505929062&id=374216429402940
http://www.nature.com/articles/srep41812
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=740247272799852&id=374216429402940


 

●2017.1.30 

「International Symposium on Immune Diversity and Cancer Therapy Kobe 

2017」の国際シンポジウム（神戸）にて、柴田がショートトーク（ポスターからの採択）

とポスター発表を行いました。 

演題タイトル「DNA repair pathway regulates PD-L1 expression in cancer 

cells」  (Facebookはこちら） 

 

●2017.1.30 

柴田研究室、ドイツ・Lobrich研究室、イギリス・Jeggo研究室の国際共同研究成果

「DNA Double-Strand Break Resection Occurs during Non-homologous End Joining 

in G1 but Is Distinct from Resection during Homologous Recombination」が

Molecular Cell誌に掲載されました。 

＊柴田が co-corresponding author   (Facebookはこちら） 

Mol Cell掲載 

http://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(16)30854-1 

プレスリリース 

http://www.gunma-u.ac.jp/information/23683 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738492496308663&id=374216429402940
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738487212975858&id=374216429402940
http://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(16)30854-1
http://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(16)30854-1
http://www.gunma-u.ac.jp/information/23683


 

●2017.1.18 

柴田研究室と共同研究している群馬大学・腫瘍放射線科（中野隆史教授）の論文が

Scientific Reports誌に掲載されました。小林先生、尾池先生、おめでとうございます。

(Facebookはこちら） 

「Mitotic catastrophe is a putative mechanism underlying the weak correlation 

between sensitivity to carbon ions and cisplatin」 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28091564 

 

●2017.1.17 

医療 NEWS QLifeProに柴田研究室が先日発表した BRCA1に関する論文が取り上げられ

ました。 

http://www.qlifepro.com/news/20170113/discover-a-new-function-of-hboc-

causative-gene-brca1.html 

(Facebookはこちら） 

 

●2017.1.16 

私たちの重粒子線研究の総説が、放射線生物研究第 51巻第 4号に掲載されました。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731630036994909&id=374216429402940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28091564
http://www.qlifepro.com/news/20170113/discover-a-new-function-of-hboc-causative-gene-brca1.html
http://www.qlifepro.com/news/20170113/discover-a-new-function-of-hboc-causative-gene-brca1.html
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


「重粒子線照射に特徴的な DNA 損傷形態の研究」についてまとめていますので、ぜひご

一読ください。 

http://rbrc.kenkyuukai.jp/information/ 

 

●2017.1.10 

磯野さんの論文「BRCA1 Directs the Repair Pathway to Homologous Recombination 

by Promoting 53BP1 Dephosphorylation」が Cell Reports誌に掲載されました。

(Facebookはこちら） 

http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(16)31747-8 

プレスリリース 

http://www.med.gunma-u.ac.jp/newsrelease/4230.html 

 

●2017.1.5  

長崎大学・山内基弘先生と柴田研究室が共同で行った DNA二本鎖切断後の染色体転座発

生に関わる研究成果が Scientific Reports誌にアクセプトされました。 

内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。(Facebookはこちら） 

 

●2017.1.5 

http://rbrc.kenkyuukai.jp/information/
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/728395890651657/?type=3&theater
http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(16)31747-8
http://www.med.gunma-u.ac.jp/newsrelease/4230.html
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/724561887701724/?type=3&theater


新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

忘年会の様子を Facebookにアップしました。 

 

●2016.12.21 

ドイツ Lobrich研究室、イギリス Jeggo研究室、柴田研究室が共同で行った G1期

resectionに関する研究成果が Molecular Cell誌にアクセプトされました。*柴田が co-

corresponding author  

内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.12.16 

柴田研究室の BRCA1に関する研究成果が Cell Reports誌にアクセプトされました。 

＊内容については掲載日以降、ＨＰにアップデートします。 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.12.7 

第３９回日本分子生物学会年会にて、柴田、新美さん、萩原さんが下記の発表を行いまし

た。 

https://www.facebook.com/374216429402940/photos/pcb.724561414368438/724560784368501/?type=3&theater
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/717254381765808/?type=3&theater
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/pcb.714693292021917/714693102021936/?type=3&theater


柴田「DNA二本鎖切断修復経路の選択性を担う時空間的制御機構（シンポジウム口頭）」 

新美「重粒子線照射により誘発される特異な DNA損傷形状の可視化（ポスター）」 

萩原「炭素イオン線誘発 DNA二本鎖切断の修復経路選択における線エネルギー付与の効

果（ポスター）」 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.11.22 

The 10th 3R Symposiumにて、磯野さんが Best Poster Award (concurrent division)

を受賞しました。(Facebookはこちら） 

 

●2016.11.22 

The 10th 3R Symposiumにて、新美さん、磯野さん、萩原さんが下記の発表を行いまし

た。 

新美「Analysis of DNA synthesis during homologous recombination in G2 cells 

after ionizing irradiation」 

磯野「BRCA1 directs the repair pathway to homologous recombination by 

promoting 53BP1 dephosphorylation」 

萩原「The effect of Linear Energy Transfer in DNA double strand break repair 

https://www.facebook.com/374216429402940/photos/pcb.708643085960271/708641815960398/?type=3&theater
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/pcb.698448550313058/698448376979742/?type=3&theater


pathway choice in G2 cells」 

 

●2016.11.17 

放射線医学総合研究の第２回放射線がん生物研究セミナーにて「重粒子線特異的な DNA 

損傷の可視化と修復経路への影響」というタイトルで発表を行いました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.11.17 

公益財団法人武田科学振興財団 助成金贈呈式に出席してきました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.11.10 

茨城大学大学院理工学部研究科の大学院生への講義（環境放射線特別講義 II 「DNA損

傷、修復、応答を介したゲノム安定性維持とがん治療への応用」）を行いました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.11.10 

茨城県にある量子科学技術研究開発機構にて、「放射線治療発展に向けた DNA修復研究

https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/695799687244611/?type=3&theater
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/695795027245077/?type=3&theater
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/692027284288518/?type=3&theater


からのアプローチ」というタイトルでセミナーを行いました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.11.9 

北海道大学にて学部３年生向けに講義を行いました。 

また「DNA二本鎖切断修復経路を最適化するための時空間制御システム」というタイトル

でセミナーを行いました。 

(Facebookはこちら） 

 

●2016.11.8 

11月 15日 16：00～放射線医学総合研究所にてセミナーを行います。詳しくはこちら。 

 

●2016.10.31 

日本放射線影響学会第 59回大会シンポジウム「多彩な細胞応答を制御する DNA 修復研

究の最先端」にて、座長を務めました。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/692024840955429/?type=3&theater
https://www.facebook.com/374216429402940/photos/a.375044142653502.1073741829.374216429402940/692021657622414/?type=3&theater
http://shibatalab.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/bcdbe390b58543a06f56a9f8aec54f20.jpg
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


●2016.10.31 

国立遺伝学研究所・研究集会「生物ゲノム安定維持の分子機構」にて、発表をしてきまし

た。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2016.10.17 

日本放射線影響学会第 59回大会の開会式終了後、同会場にてシンポジウム(S１) 

「多彩な細胞応答を制御する DNA 修復研究の最先端」を開催します。皆様ぜひご参加下

さい。 

2016年 10月 26日（水）9:00-11:00 A会場（2F 中ホール）  

※大会スケジュール詳細 http://jrrs59.jp/program/1.pdf 

 

●2016.9.12 

Facebookにラボ風景の「ラボツアー」をアップしました。 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940 

 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
http://jrrs59.jp/program/1.pdf
https://www.facebook.com/Atsushi-LAB-374216429402940/
https://www.facebook.com/Atsushi-LAB-374216429402940/


●2016.8.23 

Facebookにラボ納涼会の様子をアップしました。 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940 

●2016.8.18 

公益財団法人武田科学振興財団 2016年度 ビジョナリーリサーチ助成（スタート）に採

択されました。 

（Publicationページを更新しました） 

 

●2016.8.5 

Facebookに夏季休暇の様子をアップしました。 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940 

 

●2016.7.15 

第６回群大 Genome Damage Discussion Group公開セミナーを開催し、量子科学技術

研究開発機構の藤井健太郎先生にご講演いただきました。ポスターはこちら。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
http://shibatalab.com/publication
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
http://shibatalab.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/4d8265ab31331f877a612d60ec760f12.pdf
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


●2016.7.11 

Researchページをアップデートしました。 

柴田研究室 Research 

 

●2016.7.4 

国内学会情報をアップデートしました。 

http://shibatalab.com/504 

 

●2016.6.20 

「重粒子線照射を受けた細胞に生じる DNA損傷の新たな特徴を発見」に関する記事が、6

月 17日の上毛新聞に掲載されました。プレスリリースはこちら。 

 

●2016.6.1 

第５回群大 Genome Damage Discussion Group公開セミナーを開催し、東京大学の安

原崇哲先生にご講演いただきました。ポスターはこちら。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

http://shibatalab.com/research
http://shibatalab.com/504
http://www.gunma-u.ac.jp/information/14704
http://shibatalab.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/f1ad8255bdca7ca0fc20efc50bc13de3.pdf
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


●2016.5.23 

スペイン・アリカンテで開催された Abcam Conference “Mechanisms of 

Recombination”にて、「BRCA1 directs the repair pathway to homologous 

recombination by promoting 53BP1 dephosphorylation」のポスター発表をしてきま

した。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2016.4.27 

新美先生の重粒子線治療に関する研究が、Genes, Chromosomes and Cancer誌に掲載

されることになりました。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2016.4.15 

７月２７日(水)、８月８日（月）にオープンラボを開催します。※詳細はこちら 

 

●2016.4.1 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
http://shibatalab.com/459


磯野さんが柴田研究室のメンバーになりました。 

 

●2016.4.1 

お花見をしてきました。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

 

●2016.3.28 

メルボルンで開催された 14th International Workshop on Radiation Damage to DNA

にて、「Analysis of cluster and DNA double strand break after heavy ion 

irradiation using high resolution microscopy」のポスター発表をしてきました。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2016.3.14 

公益財団法人細胞科学研究財団の平成 28年度研究助成に採択されました。 

(Publicationページ更新しました) 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
http://shibatalab.com/publication


 

●2016.3.14 

茨城大学理学部公開シンポジウム  第 9回 Quantum Medicine 研究会にて、「DNA修復

研究からの放射線治療発展へのアプローチ」を発表しました。 

 

●2016.3.1 

群馬大学腫瘍放射線科との共同研究「Visualization of complex DNA double-strand 

breaks in a tumor treated with carbon ion radiotherapy」が Scientific Reports誌に

掲載されました。重粒子線治療に関する重要な知見の一つになる論文です。＊柴田が責任

著者 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925533 

 

●2016.2.27 

公益財団法人興和生命科学振興財団の平成 27年度研究助成に採択されました。 

(Publicationページ更新しました) 

 

●2016.2.8 

平成 28年 3月 13日（日）「茨城大学理学部公開シンポジウム (第 9回 Quantum 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925533
http://shibatalab.com/publication


Medicine 研究会) 」 にて、特別講演を行います。事前等緑不要、参加無料ですので、ぜ

ひご参加下さいますようご案内申し上げます。 

http://www.sci.ibaraki.ac.jp/events/2016/02/041012.html 

 

 

●2016.2.2 

公益財団法人住友財団の 2015年度基礎科学研究助成に採択されました。 

(Publicationページ更新しました) 

 

●2016.1.12 

国際学会情報をアップデートしました。(メルボルン追加) 

http://shibatalab.com/369 

 

●2015.12.2 

柴田ラボの忘年会が開催されました。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

http://www.sci.ibaraki.ac.jp/events/2016/02/041012.html
http://www.sci.ibaraki.ac.jp/events/2016/02/041012.html
http://shibatalab.com/publication
http://shibatalab.com/369
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


●2015.12.21 

放射線医学総合研究所・第７回次世代放射線治療研究セミナー「DNA修復の最先端」に

て、招待講演「DNA二本鎖切断修復経路を決定する時空間的制御機構の解明」を行いまし

た。詳細はコチラをご覧ください。 

 

●2015.12.3 

第 38回 日本分子生物学会年会にて、ワークショップ「多様な DNA損傷応答の統合制御

機構２０１５ ~ゲノム不安定性の病態解明研究~」の座長を務めました。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.12.1～4 

第３８回日本分子生物学会年会にて、新美先生、磯野さん、萩原さんが下記の発表を行い

ました。 

新美「高 LET重粒子線照射により誘発される２つの異なる染色体間にまたがるクラスター

DNA損傷の同定」 

磯野「BRCA1による DSB end resectionの時空間的制御」 

萩原「炭素イオン線特異的な DNA end resection機序の解析」 

http://shibatalab.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/00689a55c9a7b452108f5ba5c180a00f.pdf
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


 

●2015.11.19 

日本放射線腫瘍学会第２８回学術大会でのワークショップ「高精度放射線治療における放

射線生物学の新展開」にて、招待講演「Understanding the molecular mechanism for 

developing a novel treatment strategy in radiotherapy」を行いました。 

 

●2015.11.13 

柴田ラボでは博士研究員を募集しています。 

求人公募情報は、コチラからご覧ください。 

 

●2015.11.10 

公益財団法人武田科学振興財団から助成金を頂きました。 

(Publicationページ更新しました) 

 

●2015.10.28 

国際学会情報をアップデートしました。 

http://shibatalab.com/369 

 

https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=4&id=D115110465&ln_jor=0
http://shibatalab.com/publication
http://shibatalab.com/369


●2015.10.6 

グラスゴー大学McNeish研究室との共同研究「RAD51 and BRCA2 promote oncolytic 

adenovirus type 5 activity in ovarian cancer」が Molecular Cancre Research誌に受

理されました。  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26452665 

 

●2015.10.1～2 

国立遺伝学研究所・研究集会「染色体ＤＮＡの安定維持の分子メカニズム」にて、

「BRCA1 orchestrates timing of DNA-end resection with protein phosphatase 4」

というタイトルで研究発表を行ってきました。 

(Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.9.4 

柴田ラボの納涼会が開催されました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26452665
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


●2015.7.27 

サセックス大学 Jeggo研究室との共同研究「SETDB1, HP1 and SUV39 promote 

repositioning of 53BP1 to extend resection during homologous recombination in 

G2 cells」が Nucleic Acids Research誌に掲載されまし

た。 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26206670 

 

●2015.6.30 

第３回群大 Genome Damage Discussion Group公開セミナーを開催し、立命館大学の

西良太郎先生、京都大学の平明日香先生にご講演いただきました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.6.25 

第 38回 日本分子生物学会・第 88回日本生化学会 合同大会にて、12月 3日(木) 

14:00-16:30の日程でワークショップ「多様な DNA損傷応答の統合制御機構２０１５ ~

ゲノム不安定性の病態解明研究~」の開催（荻・柴田がオーガナイザー）が決定しました

ので、ぜひご参加ください。 

http://www.aeplan.co.jp/bmb2015/prowork2.html#3W2-p 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26206670
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
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●2015.6.16 

近々、Springer雑誌社から出版の教科書「Cancer Drug Discovery and Development」

内の「PARP Inhibitors for Cancer Therapy」に、柴田先生・沖田先生（佐々木研）が執

筆したチャプターが掲載されます。 

http://www.springer.com/series/7625 

 

●2015.6.15 

オープンラボを実施いたします。詳しくは左記 News!!欄をご覧ください。 

 

●2015.6.12 

腫瘍放射線科ナパパさんの論文「The EGFR mutation status affects the relative 

biological effectiveness of carbon-ion beams in non-small cell lung carcinoma 

cells」が Sci Repに掲載されました。 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26065573 

 

●2015.6.9 

ドイツ・マインツで行われた The 2015 IMB Conference「DNA repair and genome 

stability within chromatin environments」にて、ポスター発表をしてきました。 

http://www.springer.com/series/7625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26065573


（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.5.29 

尾池先生の送別会が行われました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.5.23 

Penny Jeggo教授と会食をしてきました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.5.21 

磯野さんの論文、タイトル「Carbon-ion beams effectively induce growth inhibition 

and apoptosis in human neural stem cells compared with glioblastoma A172 

cells」が Journal of Radiation Researchに受理されました。 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070322 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
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https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070322


 

●2015.5.15 

新しく集合写真を撮影しました。後日、HPにアップします。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.4.3 

敷島公園でお花見をしてきました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.4.1 

新メンバーに小見さんが加わりました。 

 

 

●2015.3.25 

柴田ラボの飲み会がありました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
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●2015.3.20 

NEWS‼ 部分に 2015年の DNA修復に関する国際学会情報をアップしました。 

（http://shibatalab.com/246） 

 

●2015.3.18 

Publicationポスター発表部分を追加しました。( http://shibatalab.com/publication) 

 

●2015.3.1～7 

「Keystone Symposia Genomic Instability and DNA Repair (X4)」にて、ポスター発

表をしてきました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.2.28 

タイトル「Pre-exposure to ionizing radiation stimulates DNA double strand break 

end resection, promoting the use of homologous recombination repair」という論文

が PLOS ONEに受理されました。 

http://shibatalab.com/246
http://shibatalab.com/publication
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25826455 

 

●2015.2.20～22 

放生研国際シンポジウムと小松賢志教授定年退職記念講演会に参加してきました。 

（Facebookアップしました https://www.facebook.com/pages/Atsushi-

LAB/374216429402940） 

 

●2015.1.7 

最先端 DNA修復研究を行う先生方をお招きし、セミナーを開催しました。 

 

●2014.11.25～27 

第 37回日本分子生物学会年会にて「多様な DNA損傷応答の統合制御機構」のワークショ

ップを行ってきました。 

 

●2014.11.6～7 

国立遺伝学研究所・研究集会「染色体ＤＮＡの安定維持の分子メカニズム」にて、研究発

表を行ってきました。 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25826455
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940
https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940


 

●2014.10.24 

Facebookページを開設しました。 

https://www.facebook.com/pages/Atsushi-LAB/374216429402940 

 

●2014.10.19 

敷島公園キャンプ場にて、BBQをしました。 

 

●2014.8.9～10 

京都大学原子炉実験所で開催された、人材育成事業第１回集中講義「放射線の生体効果：

発ガン誘導と抵抗性獲得メカニズム」にて、招待講演を行ってきました。 
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