
プ	 ロ	 グ	 ラ	 ム	 

  9:20～  9:55 中部支部例会参加登録

  9:55～10:00 　例会開会・例会長挨拶

10:00～10:45　 一般演題１分間スピーチ（前半：P01-P43）

 シンポジウム「“知の森”の創成と深化を目指して」

S01  性行動の神経機構ーショウジョウバエに問う“遺伝と環境”
山元　大輔（東北大学大学院生命科学研究科）

S02  iPS細胞と遺伝子改変霊長類を用いた神経疾患病態解明と創薬研究
岡野　栄之（慶應義塾大学医学部生理学教室)

11:55～13:00 昼食

シンポジウム「“知の森”の創成と深化を目指して」（座長：鈴木　龍雄）

S03  計算機、そして概念で1分子から階層を越えて生体システムにつなぐ 

15:10～15:30 一般演題１分間スピーチ（後半：P44-P62）

15:30～16:50 一般演題ポスター討論（16:40 までにポスター奨励賞投票）

15:30-15:55 ポスター発表　奇数番号
15:55-16:20 ポスター発表　偶数番号
16:20-16:50 ポスター発表　フリーディスカッション

柳田　敏雄（大阪大学大学院生命機能研究科、理化学研究所生命
　　　　　　システム研究センター、情報通信研究機構/大阪大学
　　　　　　脳情報通信融合研究センター）

（座長：鈴木　龍雄）

16:50～         日本生化学会中部支部例会・総会

11:00～11:55

13:00～13:55

13:55～14:05 　　　　　　　　～　休憩　～

14:05～15:00



P07 超好熱菌由来べん毛モーター固定子タンパク質の機能・複合体形成能の解析

竹川 宜宏（名大・院理・生命理学）

P08 Dopamine phosphorylates GEF-H1 through PKA to regulate GEF-H1 activity in striatum.
張 心健（名大・院医・神経情報薬理学）	 

P09 DNA アフィニティービーズを用いた新規 CREB 結合タンパク質の探索

P10 RhoA が樹状突起スパイン形態と行動に与える影響の解析.

P11 Rho-kinase/ROCK contributes to cardiac hypertrophy through the phosphorylation of cardiac
     ankyrin repeat protein CARP/ANKRD1

P12 髄鞘-軸索間相互作用破綻に応答して発現変化するニューロン遺伝子の解析および 脳機能に与える影響

矢木 真穂（自然科学研究機構・岡崎統合バイオ)

中西 航平（三重大・院工・分子生物工学)

P13 プロテインジスルフィドイソメラーゼの基質認識の構造基盤の解明

國澤 和生（総合研究大学院大学・生命科学)

P01 DEVELOPMENTAL EXPRESSION OF SIALIC ACID RESIDUES IN PRE-HATCHING EMBRYOS OF MEDAKA
Bo Fu（名大・生物機能セ）

P02 ウニ生殖巣における新奇ポリシアル酸含有糖タンパク質の発現と同定

土岐 沙也加（名大・生物機能セ）

P03 ストア作動性Ca2+流入負制御因子SARAFとカルシウム結合タンパク質ALG-2 の相互作用

張 維（名大院・生命農・応用分子生命）

P04 植物細胞独自のピロリン酸除去システム

瀬上 紹嗣（名古屋大学・生命農）

P05 植物細胞のピロリン酸ホメオスタシス機構の解明

巴山 貴晶（名古屋大学・生命農）

P06 海洋性ビブリオ菌のべん毛本数を負に制御する FlhG の生化学的性質：ATPase 活性と蛋白質凝集性
　　 について

小嶋 誠司（名大・院理・生命理学）

一般演題（ポスター）

P14 非酸性条件でのバキュロウイルス膜融合法による組換えプロテオ  リポソーム調製の検討

近藤 怜苑（名大・院医・神経情報薬理学）	 

織田 海秀（名大・院医・神経情報薬理学）	 

鈴木 航（名古屋大学・薬理）	 



P22 抗体遺伝子改変酵素 AID の発現制御機構の解析

金山 佳史（岐阜大院・医・分子病態）

P23 Transcriptional and post-transcriptional regulation of transmembrane protein 132A
大橋 憲太郎（岐阜大院・連合創薬）

P24 小胞体ストレス応答性因子 MANF ファミリーの分泌制御の解析

則定 純平（岐阜大院・連合創薬）

P25 大腸癌細胞におけるマイトマイシン C 代謝活性化へのアルドケト還元酵素 1C3 の関与

奥村 奈央子（岐阜薬科大・生化学）

P26 フルタミド耐性前立腺癌細胞におけるアルドケト還元酵素の発現上昇とその意義

加藤 美咲（岐阜薬大・生化学）

P27 消化器癌細胞のドキソルビシン耐性獲得機序の解明
　　　～オートファジーとアルドケト還元酵素の関与～

川畑 沙織（岐阜薬大・生化学）

P28 高浸透圧によるクローディン-2 発現の低下における PKCβの関与

藤井 尚子（岐阜薬大・生化学）

P15 組換えバキュロウイルス出芽粒子の形態とタンパク発現：宿主細胞培養条件の影響 
服部 那美（三重大・院工・分子生物工学）

P16 新規抗体医薬を目指した立体構造特異的モノクローナル抗体の作製

宮前 智帆（三重大・院工・分子生物工学）

P17 立体構造認識モノクローナル抗体作製のための新規抗体作製技術の創出

磯﨑 勇志（三重大・院工・分子生物工学）

P18 複製依存的 DNA 脱メチル化後の DNA 損傷誘導機構
　　 -DNMT1 ノックダウン処理によるヘミメチル化 DNAの変化-

生野 彰宏（三重大院・生資)

P19 CRISPR/Cas9 システムを用いた機能配列解析のための染色体大規模 欠損細胞の作製

村林 雄太（三重大学院・生資）

P20 HGF-β鎖/マンノース受容体系は IL-4-STAT3 シグナルの亢進によりマクロファージからの IL-10
 　　産生を高める

大西 浩之（金城学院大・薬）

P21 IκB-ζによる免疫恒常性維持機構の解明

丸山 貴司（岐阜大・医）



P36 　　　　(本演題は例会当日に公開します)

木村 尚弥（信州大・繊維・応生）

P37 キチン分解細菌Chitiniphilus shinanonensis由来キチン分解酵素ChiL のＸ線結晶構造解析

植田 みるく（信州大・繊維・応生）

P38 ヒト毛髪ケラチンフィルムの作製と性質；還元-酸化応答性

猪股 良平（信州大・繊維）

P39 リボソームタンパク質 L6 は 50S サブユニット成熟化の鍵となる？

重野 雄太（信州大・繊維・応用生物）

P40 タンパク質合成を減速化した新規タンパク質発現系の構築
　　　〜難可溶性タンパク質の可溶化への試み〜

伊藤 美穂（信州大・繊維・応用生物）

P41 新規アルギン酸資化細菌 Nubsella sp. NT5 のアルギン酸分解能の評価とアルギン酸リアーゼの
 　　最適精製条件の検討

P42 新規アルギン酸資化細菌 Nubsella sp. NT5 のアルギン酸資化関連遺伝子の推定とクローニング

三上 翼 （信州大・繊維・応用生物）

P29 クローディン-2 指向性ペプチドによるクラスリン依存性エンドサイトシーシスを介した細胞障害
　　 機構の解明

多賀 小枝子（岐阜薬大・生化学）

P30 血管平滑筋細胞への酸化 LDL 曝露による EC-SOD 発現低下に対するluteolin の抑制効果

浅井 玲衣（岐阜薬科大学・臨床薬剤学）

P31 ヒト前立腺癌細胞における FABP5 遺伝子のエピジェネティック制御機構の解析	 	 

川口 耕一郎（信州大院・総合工学系）	 

P32 悪性前立腺癌における FABP5 を介した新規 ERRα シグナル伝達経路の解析

千賀 匠悟（信州大院・農・応用生命）

P33 ファージディスプレイ法と次世代シーケンサーを利用した mSin3 PAH1 ドメイン結合天然変性領域
 　　ペプチドの網羅的配列探索・解析

新井 亮一（信州大・繊維・応生）

P34 ドメインスワップ二量体人工蛋白質 WA20 を利用した蛋白質ナノブロックによる人工蛋白質複合体
 　　構造の創製

小林 直也（信州大・院総合工）

P35 ドメインスワップ人工蛋白質タンデム WA20 による自己組織的 ナノ構造複合体の創製と解析	 

稲野 紘一（信州大・院理工・材料化学）

土屋 正明（信州大・繊維・応用生物）



P51 ラット海馬CA1領域での長期増強現象におけるシアリダーゼの機能解明

山下 千晶（静岡県立大・薬）

P52 硫酸化糖脂質スルファチドを介したアポトーシスはインフルエンザウイルス産生を促進する

高橋 忠伸 （静岡県立大・薬）

P53 ヒト細胞における Neu5Gc の発現はインフルエンザウイルスの感染を抑制する

紅林 佑希（静岡県立大・薬）

P54 H7N9 トリインフルエンザウイルス NA を含む N9 型 NA の性状解析

田本 千尋（静岡県立大・薬）

P55 マイコプラズマ感染による卵巣がん悪性形質獲得機能の解析

疋田 智也（静岡県立大・薬）

P56 希少シアル酸 N-グリコリルノイラミン酸（Neu5Gc）ががん悪性形質へ与える影響の解析

水野 春花（静岡県立大・薬）

P46 コンドロイチン・デルマタン・ヘパラン硫酸の生合成に関わるグルクロン酸転移酵素-I の変異(P140L)
　　 による骨疾患の糖鎖生物学的研究

水本 秀二（名城大・薬）

P47 コンドロイチン硫酸の配列構造決定

塩入 達政（愛知医科大学）

P48 胎生期脊髄の発生におけるプロテオグリカンネットワークの役割

橋本 弘和（生理研・分子神経生理）

P49 ラット海馬における希少シアル酸分子種 N-グリコリルノイラミン酸の蓄積

南 彰（静岡県立大薬・生化学）

P50 神経異常興奮と連動したシアリダーゼ活性の増加

小塩 渚（静岡県立大薬・生化学）

P43 水生昆虫ヒゲナガカワトビケラ (Stenopsyche marmorata) のシルクを構成するタンパク質成分の同定

金森 茉依（信州大・繊維・応用生物）

P44 Biological roles of extracellular O-GlcNAc in Notch signaling, vascular development, and blood retinal barrier
  maintenance

小川 光貴（名大院・医・生化）

P45 細胞外 O-GlcNAc の修飾に関わる EOGT 変異マウスの表現型解析

澤口 翔伍（名大院・医・生化）



P57 脂質ラフト構成糖脂質スルファチドによるがん形質制御機構の解析	 

関田 理沙（静岡県立大・薬）

P58 脂肪幹細胞において高発現する Nuclear receptor 4a family の機能解明

嘉山 節子（静岡県大・薬）

P59 新規 in vivo 解析系を用いた肝核内受容体の動態解析	 

佐野 一生（静岡県大・薬）

P60	 核内受容体 pregnane X receptor の chaperone-proteasome-autophagy連携経路を介した発現制御機構

P61 肥満誘発マウスの慢性炎症における血小板活性化因子の機能解明

松井 雅和（静岡県大・薬）

P62	 高脂肪食飼育マウスにおけるコレステロールトランスポーターの in vivo 機能解析

村田 柚季（静岡県大・薬）

野口 雄司（静岡県大・薬）



会場案内
信州大学（松本キャンパス）旭総合研究棟９階
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