
誌上開催・要旨集



 

第 84回日本生化学会中部支部例会・シンポジウムの開催にあたって 

 

日本生化学会中部支部例会・シンポジウムは中部地域（愛知・岐阜・長野・三重・静

岡）の日本生化学会会員および関連研究者の交流の場として年 1 回行われ、今回で 84

回目を数える伝統ある学術集会です。特に大学院生、若手研究者の研究成果発表の場と

して、地域の生化学研究の中核を担ってきました。 

 本年度はシンポジウムタイトルを「シン・セイカガク～世界を変えろ！生化学～」と

銘打ち、第一線で活躍されている 3名のシンポジストをお招きして、名古屋大学東山キ

ャンパスにて開催予定でおりましたが、新型コロナウイルス流行の影響を鑑み、大変残

念ではありますが、Web（誌上）での開催を試みた次第です。 

 皆様のご協力により、例年以上の一般演題の応募をいただきました。また 3名のシン

ポジストの先生方からもご寄稿いただき、Web（誌上）開催という初めての挑戦であり

ましたが、ここに無事に開催できる運びとなり、大変ありがたく思います。 

 新型コロナウイルスの流行は、生化学など基礎科学の重要性をあらためて痛感させる

ものでした。皆様のご活躍と中部地域での基礎科学研究の一層の発展を願って挨拶に代

えさせていただきます。 

 

                第 84回日本生化学会例会・シンポジウム 

                     例会長 門松 健治 

 

 

 

 



 

 

   シンポジウム 

   「シン・セイカガク～世界を変えろ！生化学～」 

 

 

特別寄稿 1 

非コード RNAによる細胞内相分離の誘導機構とその意義 

大阪大学生命機能研究科/北海道大学遺伝子病制御研究所・教授・廣瀬哲郎先生 

 

 

特別寄稿 2 

Poly(ethylene terephthalate)分解菌の代謝メカニズムとその利用 

奈良先端科学技術大学院大学・特任准教授・吉田昭介先生 

 

 

特別寄稿 3 

腸内代謝物と食事による腸管免疫系の制御 

慶應義塾大学薬学部・教授・長谷耕二先生 

 



  特別寄稿 1 

 

非コード RNAによる細胞内相分離の誘導機構とその意義 

大阪大学生命機能研究科/北海道大学遺伝子病制御研究所・教授・廣瀬哲郎 

 

1995 年 理学博士（名古屋大学） 

1995〜1999 年 名古屋大学遺伝子実験施設・助手 

1999〜2004 年 米国 Yale 大学・HFSP 長期フェローポスドク 

2004 年 東京医科歯科大学・特任准教授 

2004〜2007 年 JST さきがけ研究員 

2005〜2013 年 産業技術総合研究所・研究チーム長および 

    グループ長 

2013 年〜 北海道大学遺伝子病制御研究所・教授 

2020 年〜 大阪大学生命機能研究科・教授 

 

 

近年、膜を利用しない細胞内区画化機構に注目が集まっている。この機構で形成され

る非膜性構造体は、相分離した液滴やゲルの性質を示し、特異的生化学反応場、特異的

因子の係留、核内構造ハブとして働くことが提唱されている。我々は、RNA 分子を骨

格として構築される非膜性構造体を発見した。この骨格 RNA は、ポストゲノム解析で

見出された非コード RNA の一種で、我々は architectural RNA (arcRNA)と命名した。

arcRNA は、天然変性領域(IDR)を持つ多くの RNA 結合タンパク質（RBP）を集約し IDR

を介して相分離が誘発し巨大構造体を形成する。さらに熱ストレス誘導性の arcRNA を

骨格とした nSB 構造体では、温度変化を感知して特異的プロテインキナーゼを取り込

み、そこに集約していた RBP をリン酸化して、標的遺伝子群の発現を制御しているこ

とが明らかになった。一方、arcRNA 特有の抽出しづらい性質を利用した NGS 解析で、

ヒトゲノム由来の arcRNA 候補を多数同定した。以上のことから arcRNA による相分離

誘導は、核内構造構築の基盤を担っている可能性が浮上した。 

 

1. Yamazaki T, Nakagawa S, *Hirose T. Architectural RNAs for membraneless nuclear 

body formation. Cold Spring Harb Symp Quant Biol pii: 039404 (2020). 

2. Ninomiya K, Adachi S, Natsume T, Iwakiri J, Terai G, Asai K, *Hirose T. LncRNA-

dependent nuclear stress bodies promote intron retention through SR protein 

phosphorylation. EMBO J 39: e102729 (2020). 

3. Yamazaki T, Souquere S, Chujo T, Kobelke S, Chong YS, Fox AH, Bond CS, 

Nakagawa S, Pierron G, *Hirose T. Functional domains of NEAT1 architectural 

lncRNA induce paraspeckle assembly through phase separation. Mol Cell 70: 

1038-1053 (2018). 

 

 



  特別寄稿 2 

 

Poly(ethylene terephthalate)分解菌の代謝メカニズムとその利用 

奈良先端科学技術大学院大学・特任准教授・吉田昭介 

 

1977 年 大阪府大阪市生まれ 

2001 年 京都工芸繊維大学繊維学部応用生物学科卒業 

2007 年 京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻 

   博士後期課程単位認定退学 

2008 年 イリノイ大学 Energy Biosciences Institute 

   博士研究員 

2011 年 慶應義塾大学理工学部生命情報学科助教（有期） 

2014 年 京都大学 JST-ERATO 秋吉バイオナノトランス 

   ポータープロジェクト博士研究員 

2016 年 京都大学白眉センター特定准教授 

2017 年 奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構研究 
推進部門／先端科学技術研究科 
バイオサイエンス領域特任准教授、文部科学省卓越 
研究員 現在に至る 

研究室ホームページ：https://bsw3.naist.jp/ssk-yoshida/index.html  

 

現在のプラスチック経済は石油を原資とした非循環型です。また、プラスチックは微

生物による分解を受けないため、環境に蓄積します。わたしたちは最近、ペットボトル

や衣類等に用いられる poly(ethylene terephthalate) (PET)を分解・代謝する細菌

Ideonella sakaiensis を分離しました。さらに、PET 加水分解酵素 PETase、PETase に

より PET から遊離する mono(2-hydroxyethyl) terephthalate (MHET)を加水分解する酵

素 MHETase を同定したことで、本菌は、この二つの酵素により得られた PET モノマ

ーをさらに代謝することで、増殖することがわかりました。わたしたちの研究室では、

I. sakaiensis の効率の良い PET 代謝の全容解明のため、PET 分解に関与する因子の探

索と機能同定を進めています。また、I. sakaiensis を代謝工学的に改良し、PET から有

用化合物を発酵生産する株の育種に挑戦しています。 

 

1. A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate). Yoshida, S., 

Hiraga, K., Takehana, T., Taniguchi, I., Yamaji, H., Maeda, Y., Toyohara, K., Miyamoto, 

K., Kimura, Y., Oda, K., Science 351 (2016), 1196-1199. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bsw3.naist.jp/ssk-yoshida/index.html


  特別寄稿 3 

 

腸内代謝物と食事による腸管免疫系の制御 

慶應義塾大学薬学部・教授・長谷耕二 

 
1994 年  富山医科薬科大学大学院・薬学研究科修士課程 修了 

1994 年 山之内製薬株式会社 研究員 

2000 年 カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部 

博士研究員 

2002 年 金沢大学・がん研究所・分子薬理分野 助手 

2004 年 独立行政法人理化学研究所・免疫アレルギー科学 

総合研究センター・免疫系構築研究チーム 研究員 

2012 年 東京大学 医科学研究所 国際粘膜ワクチン開発 

センター特任教授 

2014 年 慶應義塾大学薬学部生化学講座 教授 

 

 

腸管免疫系は、感染性微生物に対する生体防御応答を素早く発動する一方で、宿主に

とって無害な細菌や食物抗原には免疫寛容により応答を抑制する。しかし、その絶妙な

調節機構については不明な点が多い。そこで我々は、腸内細菌・食事因子と宿主細胞と

の相互作用という視点から、腸管免疫系の制御機構の解明に取り組んできた。その結果、

腸内細菌由来の酪酸が、大腸リンパ組織であるコロニックパッチの胚中心において、濾

胞制御性 T（Tfr）細胞を誘導することで自己抗体の産生を抑制することを見出した。こ

の作用により、酪酸は自己免疫性関節炎の発症を抑制することが判明した。また未治療

の関節リウマチ患者では酪酸産生菌および便中酪酸濃度の有意な減少が観察されたこ

とから、酪酸産生の低下が病態の発症に関わっている可能性が示された。 

つづいて、短期的絶食モデルを用いて、栄養シグナルによる腸管免疫系の制御につ

いても解析を行ったところ、絶食時には小腸のパイエル板の B 細胞が一過性に骨髄に

移行し、粘膜免疫応答が著しく減弱する事実を見出した。これより、経口的な栄養摂取

がパイエル板における免疫応答の維持に重要であることが明らかとなった。その一方で、

大腸ではこのような絶食に伴うダイナミックな変化は見られなかった。以上の知見から、

小腸の免疫応答は主として食事因子の影響が大きく、大腸の免疫応答は腸内細菌の影響

が大きいことが示唆される。 

 

 

1. Kimura I and Hase K et al., Maternal gut microbiota in pregnancy influences offspring 
metabolic phenotype. Science, 367: eaaw8429, 2020. 

2. Nagai M and Hase K et al., Fasting-refeeding impacts immune cell dynamics and 
mucosal immune responses. Cell 178: 1072-1087, 2019. 

3. Furusawa Y and Hase K et al., Commensal microbe-derived butyrate induces colonic 
regulatory T cells. Nature 504: 446-450, 2013. 

 



 

 

 

 

 

一般演題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CRISPR/Cas9 を用いた複製ドメイン形成に関わるシスエレメントの探索  

鈴木 梨乃 三重大院･生物資源 

 

2. ゲニステインによる脂質形成抑制に関わる標的タンパク質の同定とその機

能の解明             池田 貴弘 信州大院・総合理工科学 

 

3. Analysis of CASK heterozygous knockout mice as models for MICPCH 

syndrome                                    Wen Qiu 信州大・医 

 

4. 環境要因としてのシアル酸投与と脳領域特異的ポリシアル酸発現の解析  

高橋 佑佳 名大院・生命農 

 

5. RNA 3’ポリアデニル化を制御する RNA 結合タンパク質の標的 miRNA の網

羅的探索                  都島 大知 名市大院・薬 

 

6. 10 量体 c リングへのヘテロ変異導入と分子シミュレーションによる FoF1-

ATP 合成酵素のプロトン駆動の回転機構の解析  三留 規誉 常葉大学 

 

7. 配位ケモジェネティクスによる代謝型グルタミン酸受容体 1 のアロステリ

ック阻害                   三浦 裕太 名大院・工 

 

8. Regulation of transport of Delta-like1 homolog from endoplasmic reticulum 

mediated by O-glycans             田嶌 優子 名大院・医 

 

9. Lewis X 修飾をもたらす暗号がキャリアタンパク質のアミノ酸配列にコード

されている                   齋藤 泰輝 名市大院・薬 

  

10. 流行性耳下腺炎の予防をめざした食品成分の探索 

谷 和雅    静岡県立大・薬 

 

11. 筋分化過程における GM3 上のシアル酸とセラミド構造の変化の分子機構の

解明              郷 詩織 名大・生物機能センター 

 

12. シナプス形成におけるリーリン機能とその制御機構の解析  

石塚 拓巳 名市大院・薬 

 



13. Sphingobacterium 属細菌由来新奇シアル酸ピルビン酸リアーゼ (SPL)の発

見と性質の解析         中川 貴博 名大・生物機能センター 

 

14. mRNA3’末端ポリ A 鎖の長さは翻訳活性と正に相関する  

大石 結香 名市大院・薬 

 

15. マイクロビーズ担持脂質 2 分子膜を場とする抗原抗体反応の画像解析 

倉本 大樹 三重大院・工 

 

16. 白色脂肪細胞を褐色様脂肪細胞へと分化転換する天然由来化合物の探索 

田中 瑛美 信州大院・総合理工科学 

 

17. 配位ケモジェネティクスによる GABAB受容体 のアロステリック活性化 

曽我 恭平 名大院・工 

 

18. マイクロビーズ担持リポソームに再構成した組換え膜タンパク質の評価 

西尾 征和 三重大院・工 

 

19. O-グルコース糖鎖キシロシル化の Notch 品質管理とシグナル伝達における

役割                                            浦田 悠輔  名大院・医 

 

20. 活性酸素による皮膚細胞間バリアの破壊とプロポリスの保護効果  

小林 真緒  岐阜薬大・生命薬学 

 

21. Behavioral analysis of the autistic mutation R704C knocked-in neuroligin-3 

mouse model                            Bo Pang     信州大・医 

 

22. グリア細胞による変性神経の除去に食餌制限が及ぼす影響の検討 

山城 梨沙 名市大院・薬 

 

23. アンドロゲン作用を示す 11-ケトアンドロゲンの還元酵素の同定 

工藤 優大 岐阜薬大・生命薬学 

 

24. PC12 細胞のマンガン誘導性アポトーシスにおけるプロテインキナーゼ R の

活性化                    柳生 和耶  岐阜大院・連合創薬医療情報 

 



25. 生体内での核酸代謝のイメージングを目指した糖部重水素標識デオキシヌ

クレオシドの合成                          加納 昂弥 愛工大院・工 

 

26. 海洋性ビブリオ菌の極べん毛遺伝子群マスターレギュレーターFlaK の機能

解析                                 小早川 友哉 名大院・理 

 

27. p53 タンパク質を膜発現させた新規組換え細胞の作製 

田中 基博 三重大院・工 

 

28. Synaptic and behavioral deficits in mice with an epilepsy-associated mutation 

of salt induced kinase 1               Moataz Badawi      信州大・医 

 

29. Analysis of IQSEC3 knockout mice as models for temporal lobe epilepsy 

Qi Guo  信州大・医 

 

30. 酵母Alixファミリータンパク質とその標的タンパク質との特異的相互作用の

解析                       浅川 琴美 静岡大院・総合科学技術 

 

31. AP-1 ファミリー転写因子 Jun-BATF による AID 遺伝子発現調節 

佐藤 克哉 岐阜大院・医 

 

32. RNA 結合タンパク質 LARP4 はミトコンドリア周辺に局在する 

中島 朋香 名市大院・薬 

 

33. アルギニンメチル化酵素 PRMT1 による脳内アミノ酸代謝制御の解明 

濱中 康平 岐阜大院・自然科学技術 

 

34. Analysis of X-linked gene IQSEC2 as a major player in the synaptic crosstalk 

Anuradha Mehta 信州大・医 

 

35. アルギニンメチル化酵素 PRMT1 欠損が大脳皮質形成に及ぼす影響  

石川 康平 岐阜大院・自然科学技術 

 

36. マグネシウム欠乏による肺がん細胞の治療抵抗性獲得機構の解明 

尾沼 才綺 岐阜薬大・生命薬学 

 



37. マウスおよびラットの各臓器におけるヒアルロニダーゼ 4 の発現解析 

興津 貴斗 名城大・薬 

 

38. N-glycans on EGF domain-specific O-GlcNAc transferase facilitate protein 

maturation and peripheral endoplasmic reticulum localization 

Sayad Md. Didarul Alam 名大院・医 

 

39. 天然生理活性成分による小胞体ストレス応答の制御機序解明 

德川 宗成 名市大院・薬 

 

40. 光架橋法を用いた細菌べん毛モーターの回転に必要な固定子-回転子間相互

作用の解析                                  寺島 浩行 名大院・理 

 

41. 一酸化窒素の産生を介する紫外線による皮膚クローディン-1 の局在異常と

バリア機能の低下                        周 暁鵠  岐阜薬大・生命薬学 

 

42. 前立腺がん細胞における FABP5-DDX5 を介した遺伝子発現制御機構の解析

遺伝子発現制御機構の解析         岡村 真優 信州大院・総合理工科学 

 

43. α2,6-シアル酸転移酵素欠損メダカの樹立と生化学的表現型の解析 

大本 敬之 名大院・生命農学 

 

44. 糖鎖科学を基盤とした低血糖副作用を回避する新規糖尿病治療薬の開発 

藤田 優香 静岡県大学・薬 

 

45. 新規分子標的治療薬への応用を目ざしたモノクローナル抗体の作製 

磯﨑 勇志 三重大院・工 

 

46. LARP4 は呼吸鎖複合体構成因子の mRNA ポリ A 鎖伸長を制御する 

中村 亮太 名市大院・薬 

 

47. Notch 受容体上の O-結合型糖鎖修飾の質量分析計を用いた網羅的解析 

塚本 庸平 名大院・医 

 

48. ゼブラフィッシュに対する白斑誘発性化合物の影響 

早﨑 真純 岐阜大院・自然科学 



49. A viral-based treatment of synaptic and behavioral deficits of the mouse with 

an autism-associated mutation of neuroligin-3.  Xuesha Cao 信州大・医 

 

50. 摂食亢進 GPCR を介したヒストン脱アセチル化酵素の制御  

濱本 明恵 岐阜大・工 

 

51. グルクロン酸転移酵素-I およびウリジン二リン酸ヌクレオチダーゼの変異に

よる偽性捻曲性骨異形成症            水本 秀二 名城大・薬 

 

52. マクロファージの炎症応答におけるセリン代謝の意義 

白川 伊吹 名大・環境医学研究所 

 

53. 細胞内シグナル制御のための改良型 SNAP-tag 局在移行システム 

田原 海 名工大院・工 

 

54. Constructing the in-vitro glycosylation reaction system for high-throughput 

screening toward developing Notch glycosyltransferase inhibitors 

Chenyu Ma 名大院・医 

 

55. システインを導入した新規両親媒性タンパク質のカプセル形成能評価 

西山 泰貴 名工大院・工 

 

56. T 細胞依存的な好塩基球の IgE 抗体反応性増強作用  

北野 拓真 名市大院・薬 

 

57. 温度変化によるアミロイド β タンパク産生の調節機構 

鄒 鶤 名市大院・医 

 

58. 去勢抵抗性前立腺癌治療薬アパルタミドの耐性克服に向けた新規治療戦略

の開発                瀬川 仁 岐阜薬大・生命薬学 

 

59. リボソームリサイクル因子 ABCE1 は外来性 RNA 分解を正に制御する 

尾上 耕一 名市大院・薬 

 

60. Comparison of recombinant protein quantities with mRNA and plasmid under 

zebrafish expression system   Koshiro OBATA  三重大院 ・生物資源 



61. 新規死細胞センサーMincle による急性腎障害の慢性化機構の解明 

越智 梢 名大・環境医学研究所 

 

62. Protrudin-PDZD8 複合体によるエンドソーム成熟は神経細胞の健常性維持に

寄与する                    森田 敬子 名市大・薬 

  

63. ミクロバイオケミカルリアクターをめざした水性ミクロ相分離の分散安定

性の検討                  藤瀬 優介 三重大院・工 

 

64. 酵母ツーハイブリッド法を用いたフィラグリンとケラチン 1 の tail ドメイン

の相互作用解析               佐藤 知樹 名城大院・農 

 

65. Single-cell transcriptomic analysis reveals early separation of neuroblastoma 

fate in Th-MYCN mice          Shoma Tsubota 名大院・医 

" 

66. 細胞内のタンパク質を隔離・放出する人工相分離コンパートメント 

吉川 優 名工大院・工 

 

67. 新規 DDS 開発のためのメラニン合成制御剤の探索 

渡邉 実夢 岐阜大院・自然科学 

 

68. エキソ型アルギン酸リアーゼ PL15 と PL17 の生成物の特徴と触媒機構 

前原 伸哉 三重大院 ・生物資源 

 

69. 結腸の食塩吸収におけるアンジオテンシン II の作用メカニズムの解明 

廣田 智恵子 岐阜薬大・生命薬学 

 

70. 新規オートファジー特異的阻害剤の創製と前立腺癌治療への応用  

藤田 芽衣 岐阜薬大・生命薬学 

 

71. パスポート配列の付加による糖タンパク質の α2,3-シアリル化亢進のメカニ

ズム                   山田 梨乃 名市大院・薬 

 

72. 精神疾患における炎症関連遺伝子の動態解析 

金高 陸人 名市大・薬 

 



73. 酸化ストレスに対する防御機構におけるアルドケト還元酵素 1C3 の意義 

－グルタチオン代謝及びプロテアソーム機能との関連性－  

小林 美緒 岐阜薬大 

 

74. Searching for Midkine reactive neuroblastoma cell lines and identification of 

Midkine bona‐fide receptor         Yosuke Komata 名大院・医 

 

75. 翻訳終結因子 eRF3 による mRNA ポリ A 鎖分解開始のメカニズム 

宮原 彰太 名市大院・薬 

 

76. インターロイキンエンハンサー結合因子 ILF3 は細胞質において標的 mRNA

のポリ A 鎖を伸長する                   山口 奈都美  名市大院・薬 

 

77. P4 型フリッパーゼ ATP11C の構造機能解析 

中西 華代 名大・細胞生理学研究センター 

 

78. 11αOH カウレン酸における抗炎症作用機序の解析 

小林 卓広 岐阜大院・自然科学 

 

79. 食餌性肥満モデルゼブラフィッシュを用いた緑茶抽出物の抗肥満作用メカ

ニズムの解明             臧 黎清 三重大院・地域イノベーション 

 

80. 骨格筋特異的 RTK の逆行性シグナル伝達機構の解析 

森 秀一 信州大・医 

 

81. マウス海馬由来 HT22細胞における硫酸化の低下はオキシトーシスとフェロ

トーシスを増強する      長瀬 春奈   岐阜大院・連合創薬医療情報 

 

82. NAMPT は細胞内 NAD+量を増加することで脂肪細胞への分化を制御する 

三谷 塁一 信州大院・総合理工科学 

 

83. 各種脊椎動物由来ポリシアル酸転移酵素 ST8Sia2 が生合成するポリシアル

酸の解析                           村井 良 名大・生物機能センター 

 

84. Musashi によるポリ A 鎖伸長を介した赤芽球分化制御 

田中 幸嗣 名市大院・薬 



85. 細胞間接着分子クローディン-2 による肺腺癌スフェロイド細胞のグルコー

ス代謝機構の変化                     奈迫 遥華  岐阜薬大・生命薬学 

 

86. 肺腺がん細胞におけるクローディン 2発現阻害を介したケンフェリドによる

抗がん剤感受性の増強              江口 博晶 岐阜薬大・生命薬学 

 

87. mRNA 医薬の翻訳を効率化する技術の確立 

隠岐 興一 名市大院・薬 

 

88. ウイルス感染時の細胞内翻訳シャットダウン機構の解明 

石川 裕之 名市大院・薬 

 

89. 小胞体・エンドリソソーム間膜接触部位における TMEM55B の機能 

山本 敬太郎 名市大・薬 

 

90. 化学遺伝学アプローチによる細胞内在性タンパク質の操作 

鈴木 祥央 名工大院・工 

 

91. DNA 修復における 翻訳後修飾 タンパク 質 の蛍光イメージング 

深田 梨沙子 名大院・工 

 

92. O-グルコース糖鎖による Notch リガンド結合性の制御 

齊木 颯 名大院・医 

 

93. 脊髄小脳変性症原因因子 Ataxin-2 によるポリ A 鎖伸長複合体解析 

稲垣 佑都 名市大院・薬 

 

94. 細胞外に遊離した核酸 UDP は P2Y6 受容体を介してアレルギー喘息を抑制

する     Jun Nagai Department of Medicine, Harvard Medical School 

 

95. マウスメラノーマ細胞の性質に及ぼすオリゴシアル酸転移酵素 ST8Sia6 の

効果             畑中 理菜 名大・生物機能センター 

 

96. 脊髄小脳変性症原因因子 Ataxin-2 による細胞内顆粒 SGs 形成制御 

西井 由佳 名市大院・薬 

 



97. 癌抑制遺伝子産物 BTG3 による標的 mRNA のポリ A 鎖制御 

中北 侑希 名市大院・薬 

 

98.  脂肪細胞分化時に起こる DNA 複製制御に関する研究 

早川 琢也 三重大院･生物資源 

 

99.  mRNA の 3’末端ポリ A 鎖伸長を測定するアッセイ系の確立 

細田 直 名市大院・薬 

 

100. アジサイ科植物による食中毒の主要原因物質としてのフェブリフジン

の可能性検証                   岩佐 華 岐阜薬大 

 

101. 恒常的活性型 K-Ras 変異による肺発癌 modifier 候補遺伝子の解析 

齋藤 浩充 三重大・地域イノベーション 

 

102. 11αOH カウレン酸の標的検索を目的とした修飾法の開発 

前田 美和 岐阜大院・自然科学 

 

103. ピロガロール基を有するプロアントシアニジン類のがん細胞増殖抑制   

機構の解析                        山本 彩夏 信州大院・総合理工科学 

 

104. ヌマダイコンに含まれる抗炎症成分 11αOH カウレン酸と転写因子 NF-

κB との関係の解析               磯貝 亮介 岐阜大院・自然科学技術 

 

105. 細胞外O-GlcNAc修飾はEGFドメインの安定性とNotch1のトラフィッ

キングへの寄与する                  小川 光貴 名大院・医 

 

106. Heparan sulfate binds receptor tyrosine kinase ALK and promotes axon 

elongation                               Yuanhao Gong 名大院・医 

 

107. 哺乳類 UMOD の鳥類ホモログ ZPD の機能解析 

臼倉 智裕 名城大・農 

 

108. プロトルーディン複合体による膜接触部位を介した後期エンドソーム

成熟                                         和田 万理子 名市大・薬 


