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8 月 7 日（日）一般講演プログラム（★ 学生優秀発表賞候補） 

 

注意事項 

● ファイルの受付 

8 月 6 日（土）13:00 よりシンポジウム終了まで受付で、8 月 7 日（日）8:30 - 8:50 の間、講演会場内

でパワーポイントファイルを受け付けます。ファイル名を「講演番号+発表者氏名」としてください。ウ

ィルスチェック済み USB メモリをご持参ください。発表後にファイルは削除します。Mac には対応し

ておりませんのでご了承ください。できるだけ早めにファイルの受付をお済ませください。当日は

「Windows 10 Pro，Power Point 2013」を使用します。受付時に動作確認もあわせてお願いします。 

 

● 講演時間 

討論・交代時間を含めて 12 分です。標準講演時間は 9 分とします。時間厳守をお願いします。 

 

●第１回支部講演会 学生優秀発表賞の選出に関して 

対象演題は演題番号 1-13 です。学生を除く全ての参加者が選挙権を有しますが、すべての対象

演題を聴講頂くのが条件となります。投票用紙は 8 月 7 日一般講演開始前に配布し、対象演題の

発表終了後の休憩時間に回収します。一般講演が終了後に結果発表と授賞式を行います。 

 

 

 座長：重冨 顕吾(北大院農) 

9:00 

1★ 低分子生理活性化合物の標的タンパク質同定法の開発 

 (北大院農) ○穴吹 友亮，松浦 英幸，高橋 公咲 

 

9:12 

2★ 甘味受容体の構造安定化のための光反応性 lactisole 誘導体の合成 

 (北大院農) ○石田 明子，橋床 泰之，橋本 誠 

 

9:24 

3★ Re-examinations of the sucrose primary alcohols reactivity by halogenations with 

comprehensive structural elucidations 

 (Grad. School of Agric, Hokkaido Univ.) ○Zetryana Puteri Tachrim, Yasuyuki Hashidoko,  

Makoto Hashimoto 

 

9:36 

4★ Isolation and structure elucidation of methyl jasmonate-inducible cadinane-type sesquiterpenes 

from immature seeds of wild Daucus carota inherited in Hokkaido   

 (Grad. School of Agric, Hokkaido Univ.) ○Meijuan Lin, Motoi Yokota, Yasuyuki Hashidoko 

 

 

 座長：高橋 公咲(北大院農) 

9:48 

5★ アカショウマ (Astilbe thunbergii) に含まれるα-アミラーゼ阻害物質の探索 

 (北大院農) ○櫛引 夏花，加藤 英介，川端 潤 

 

10:00 

6★ スルメイカの目に含まれる代謝物を用いた系群判別に関する研究 

 (1 北大院水，2 道総研函館水試) ○伊藤 和愛 1，澤村 正幸 2，藤田 雅紀 1，酒井 隆一 1 
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10:12 

7★ パラオ産 Didemnidae 科ホヤに含まれる新規神経活性グアニジンアルカロイドに関する研究 

 (1 北大院水，2 高知大海洋コア，3 高知大総研セ)内舛 肇 1，○松村 賢 1，津田 正史 2， 

熊谷 慶子 3，赤壁 麻衣 3，藤田 雅紀 1，酒井 隆一 1 

 

 

 座長：吹谷 智(北大院農) 

10:24 

8★ マナマコ Apostichopus japonicus の個体間糞便微生物叢比較 

 （1 北大院水，2 東大新領域，3UFRJ）○山崎 耀平 1，美野 さやか 1，澤辺 智雄 1，須田 亙 2， 

大島 健志朗 2，服部 正平 2，P. M. Meirelles3，F. L. Thompson3 

 

10:36 

9★ 深海底熱水活動域に生息する化学合成細菌の分布様式は系統群ごとで異なるか？ 

 （1 北大院水，2 京大院農，3JAMSTEC，4WHOI）○佐藤 和叶 1，美野 さやか 1，澤辺 智雄 1， 

中川 聡 2，高井 研 3，Stefan Sievert4 

 

 

10:48 

10★ Betanin 摂食ワラジムシ腸内で優勢となる Trichosporon sp. の機能性解析 

 (北大院農) ○浅野 純一，橋床 泰之 

 

 

 座長：岡崎 由佳子（藤女子大) 

11:00 

11★ 紅藻ダルス由来フィコエリスリンの脳機能改善作用 

 （1 北大院水，2 高知大農）○佐藤 直登 1，足立 亨介 2，安井 肇 1，岸村 栄毅 1 

 

11:12 

12★ ダルスの抗炎症成分の探索とその抽出量に及ぼす加工処理の影響 

 (北大院水) ○杉田 大地，李 大英，佐伯 宏樹 

 

11:24 

13★ 胆汁酸誘導性病態の発症に及ぼす脱脂乳チーズ摂取の作用 

 (1北大院農，2島根大生資) ○高橋 勇太郎 1，李 娟美 1，趙 佳賢 1，加茂 佳恵 1，多田 幸司 1，

堀 将太 1，花井 健人 1，竹内 あかり 1，田中 愛健 1，清水 英寿 2，若松 純一 1，原 博 1， 

石塚 敏 1，玖村 朗人 1 

 

11:36 

14 CRISPR/Cas9 を活用したエピゲノム編集システムの開発 

 (北大院医) ○片山 翔太，近藤 亨 

 

 

休憩・学生優秀発表賞投票 
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 座長：玖村 朗人(北大院農) 

12:00 

15 グルコマンナンの摂取が大腸 Alkaline phosphatase 遺伝子発現に及ぼす影響 

 (藤女子大) ○岡崎 由佳子，家入 千弓，五十嵐 麻美，杉本 佳奈 

 

12:12 

16 Lactobacillus rhamnosus FSMM15 由来 phospho-β-galactosidase の精製と諸性質 

 (帯畜大院畜産衛生) ○福田 健二，蔡 佳邑，浦島 匡 

 

12:24 

17 アンカー型イソマルトメガロ糖（アンカー型メガロ糖）の生産と機能 

 (北大院農) Weeranuch Lang，熊谷 祐也，貞廣 樹里，奥山 正幸，○木村 淳夫 

 

12:36 

18 Leucobacter 属 ASN212 株 に対する coporphyrin 金属錯体の増殖活性評価 

 (北大院農) ○髙井 亮吾, Mohammad Nazrul Bhuiyan, 重冨 顕吾, 鎌形 洋一, 生方 信 

 

 


