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In human, Embryonic Genome Activation (EGA) occurs during days 2-3 after fertilization, at 4-8 cell stages, when the combined genes 
from the egg and sperm cells first start to be transcribed. EGA coincides with the reprogramming of the oocyte transcriptome to the 
totipotent cell phenotype of the 4-8 cell stage cells. We have earlier studied human EGA by single-cell RNA sequencing of oocytes, zygotes, 
and single cells from 4- and 8-cell stage embryos, altogether 348 cells (Töhönen & al. 2015). This study allowed us to list 32 genes activated 
at 4-cell stage compared to oocytes (minor EGA), 129 genes activated at 8-cell stage compared to 4-cell stage (major EGA), and thousands 
of specifically degraded mRNAs until the 4-cell stage, corresponding to ≈75% of oocyte mRNA content. We cloned new paired-like (PRDL) 
homeobox family genes not detected earlier active in any human tissues (Töhönen & al. 2015; Madissoon & al. 2016). Among the new 
genes, we found especially one, LEUTX, with a strong transcription activating function (Jouhilahti & al. 2016;). Recently, we have continued 
to characterize the roles of key genes, such as DUX4, the first transcript upregulated in the human zygote and rapidly degraded (Vuoristo & 
al. 2022). Our results implicated DUX4 functions to include chromatin modification, enhancer activation, transcriptional activation, and 
regulation of oocyte mRNA degradation. We also characterized the protein-protein interaction network of DUX4. However, work to 
understand human EGA in detail has been hampered not only by technical aspects, such as the requirement of highly sensitive methods to 
work with single cells, also by the rule that work destroying human embryos is not allowed by, e.g., the European Union funding schemes. 
Therefore, cell models to study human EGA and the genes involved in it are badly needed. Toward this aim, we succeeded in 
reprogramming human embryonic stem cells (hESCs) to 8-cell-like cells (8CLC, called by us as induced blastomeres, iBM) by a brief pulse of 
DUX4 expression (Yoshihara & al. 2022). Human 8CLCs had recently been derived also by chemical induction (Mazid & al. 2022). These two 
models will now allow the characterization of the differences resulting from chemical induction or reprogramming by gene activation. 
The cell models now also open up new routes to study human EGA without harming human embryos, allowing manipulations such as 
inactivation of selected genes, studying effects of chemical compounds and biochemical changes, and drawing the complete landscape of 
human EGA. 

第1部 14：00〜14：50 （講演40分 質疑10分）

「A Cell Model to Study Embryonic 
Genome Activation」

Dr. Juha Kere
Professor Biosciences and Nutrition, Karolinska Instituted （Sweden）

Juha Kere, MD, PhD, Professor of Molecular Genetics at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, has broad experience in the 
molecular analysis of single-gene and complex disorders, and most recently, in embryo research and cellular reprogramming 
approaches. His laboratory recently reported the reprogramming of embryonic stem cells to the early 8-cell stage blastomere 
phenotype. Dr. Kere lived in Japan in 2017-2018 as a JSPS Senior Fellow and has served in Advisory Council tasks at RIKEN.

第2部 14：50〜15：40 （講演40分 質疑10分）

「ヒトゲノムの機能解明に向けたゲノム
解析技術開発」

村川 泰裕 先生
京都大学高等研究院 ヒト医科学・ゲノミクス・システム生物学 教授

京都大学医学部を平成20年卒業。京都大学医学部付属病院にて研修医。平成22年よりマックスデルブリュック分子医学
研究所にてヒトゲノム研究に従事。平成26年ベルリン自由大学にてPhDを取得。平成27年より理化学研究所予防医療・
診断技術開発プログラムマネージャー、平成28年よりイノベーション推進センターユニットリーダー、平成30年より生
命医科学研究センターチームリーダー兼ミラノがん研究所IFOMのグループリーダー。令和2年より京都大学ヒト生物学
高等研究拠点（ASHBi）教授。

ヒトの基本設計図とも言われるヒトゲノムの最初のドラフトが発表されてから約20年になる。ヒトゲノムの解読、そ
の作動原理の解明には、絶えず新しい手法論や革新的技術の開発が求められてきた。ヒトゲノムには機能未知領域が大
量に残っており、 ヒトゲノムの大半が未だに理解されていない。ヒトゲノムの機能の理解には、ゲノムから転写される
RNA分子を網羅的に解析することが有用である。

新しいゲノム解析技術を開発することで分かってきたヒトゲノム構造と医学応用への最近の取り組みを紹介する。



第3部 15：40〜16：30 （講演40分 質疑10分）

「Muscles-specific Transcribed Regulatory    
Elements in the Human Genome」

Dr. Oleg Gusev
順天堂大学大学院 医学研究科 遺伝子転写制御医学講座 特任先任准教授

Oleg Gusev got his PhD in 2007 at Okayama University Graduate  School of Science and then in 2008-2012 served as JSPS Posdoctoral
Fellow and then Researcher at the National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, focusing on adaptational biology of 
extremophile organisms. In 2012 he was invited to JAXA, where he managed several international projects in gene expression analysis 
in space biology. From 2014 to 2020 Dr. Gusev acted as a Translational Genomics Unit Leader at RIKEN. Since 2021 Dr. Gusev is a 
Senior Associate Professor at the Intractable Disease Research Center, Juntendo University School of Medicine, leading research in 
complex gene expression analysis of cardiovascular and skeletal muscle systems.

A deeper knowledge of the dynamic transcriptional activity of promoters and enhancers is needed to improve mechanistic 
understanding of the pathogenesis of muscle and cardiovascular diseases. In my talk, I will give an introduction and the first 
milestone of the international research initiative MUSLE FANTOM which uses cap analysis of gene expression (CAGE) to identify 
and quantify the activity of transcribed regulatory elements (TREs) in skeletal muscle and hearts. Our ultimate goal is to elucidate 
the genetic and transcriptional background of heterogeneity of resistance of different muscles to age-associated changes, 
dystrophy, and disuse-induced atrophy. As a first milestone of the project, we recently showed that there are thousands of heart-
specific TRE and that these regulatory elements are alternatively transcribed in different heart regions, in healthy versus failing 
hearts, and in ischemic versus non-ischemic heart failure samples. Cardiac-disease-related single-nucleotide polymorphisms 
(SNP) appeared to be enriched in TREs, potentially affecting the allele-specific transcription factor binding. An open-source CAGE 
atlas will serve the cardiovascular community in improving the understanding of the role of the cardiac gene regulatory networks
in cardiovascular disease and therapy.

第4部 16：30〜16：45 （講演10分 質疑5分）

「超高速ゲノム解析システム
AAS-G1の開発」

戎崎 俊一 先生
理化学研究所 戎崎計算宇宙物理研究室

1958年山口県生まれ。大阪大学理学部物理学科を卒業後、東京大学理学系研究科に進学。NASA研究員、神⼾大学助手、
東京大学助手、同助教授を経て、1995年に理化学研究所主任研究員となり、現在に至る。
専門は天体物理学、計算科学。

近年、次世代シーケンサーの登場により生物の設計情報であるゲノムのシーケンシングにかかるコストが大幅に下落し
たため、ゲノム情報が爆発的に増加し、その解析にかかる時間を短縮することが重要になってきています。神⼾大学の牧
野淳⼀郎教授は先端加速システムズ株式会社（姫野龍太郎社⻑）とともに、超高速ゲノム解析システムAAS-G1を開発し
ました。これは、GPUやFPGAなどの高価なハードウエアを用いないデスクトップPCで構成されています。 AAS-G1は、
ヒト全ゲノム解析（x30）を約25分で実行し、従来システムの3倍以上のコスト性能比を実現しています。
次世代シーケンサーから出力されたデータからのゲノムの再構築には、従来はBWT-MEMというバローズ・ホイーラー
変換を用いた計算手法を用いられてきました。牧野教授はこれよりはるかに高速に検索できる索引データ構造（特許出願
中）を発明し、BWA-MEM に対して数十倍以上の高速化を実現しました。精度もBWA-MEMの結果を凌駕していること
が確認されています。

この度、先端加速システムズ（株）は、ゲノム解析に価格破壊を実現するため、AAS-G1の販売を開始しました。購入
を前提としたテスト使用に応じるそうです。また、がん細胞の全ゲノム解析へ適用を実現し、がん治療の効率化を可能と
するとのことです。



お申込み方法

• セミナーはZoomを用いて、ウェビナー形式で実施いたします。
• 下記URLかQRコードにアクセスいただき、参加フォームに必要事項をご入力の上、

お申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8S-
3_SZMRAe9SuZPWpHNvA

• お申し込み完了後、メールにてウェビナーのURLをお送りいたします。当日までメールを
大切に保管してください。

• 当日は、お送りしたURLにアクセスしてご視聴ください。
• ご質問は、質疑応答の時間に受け付けます。
• 定員は先着500名様までです。定員になり次第、受付終了となります。

注意事項
• 登録メールが届かない場合は、ご登録いただいたメールアドレスが誤っている、弊社から

のメールが迷惑メールとなっているなどが考えられますので、ご確認ください。
• 初めてZoomを使用される場合、自動的にソフトウェアのダウンロードが開始されますの

で、インストールをお願いします。
• パソコンなど大きな画面で閲覧することをお勧めいたします。
• お問い合わせはseminar＠dnaform.jpまでメールにてご連絡ください。

株式会社ダナフォーム
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 2-6-29
アスク・サンシンビル 3F
URL : http://dnaform.jp/ja/

※ 商品写真はイメージです。実際の商品の外見・仕様とは異なる場合があります。

新商品紹介 Coming soon

SmartDilution

Real time PCRの検量線作製用の
サンプル希釈液です。
低濃度までの正確な希釈が可能です。

AmpliconSlayer

コンタミネーションの元になるDNA、
RNAを分解します。
PCR由来の核酸汚染の除去などに！


