
本農 学会 国支部 講演会（例会）

会場 高知大学物部キャンパス

（ ）

幹事打合会 （農林海洋科学部 号棟 階 小会議室）

支部参与会 （農林海洋科学部 号棟 階 大会議室）

シンポジウム 農 学

（農林海洋科学部 講義室）

「藍をはぐくむ微生物の力」

   櫻谷英治（徳島大・生物資源） 
「おいしさとテクスチャー」 

  合谷祥一（香川大・農）

「酵素を使った好ましい味の作り方」

  鈴木秀之（京工繊大・応用生物学系）

総括：五感と感性について

芦内 誠（高知大・農林海洋）

特別講演 （農林海洋科学部 講義室）

「芳香資源としての柑橘類 －その特性と利用－」

  沢村正義（高知大・土佐FBC） 
 

一般講演 （農林海洋科学部 講義室）

懇親会 （高知大学 物部 生協食堂）
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一般講演 会場一

会 場 講演 号

Ａ 講義室 学・ 物 学

Ｂ 講義室 食

Ｃ 講義室 物 物 ンパク

Ｄ 講義室 生物

Ｅ 講義室

Ｆ 講義室

一般講演 一

会 場 講演 号

Ａ 講義室

林 一 （高知大・農林海洋）

（県 大・生 ）

（高知大・農林海洋）

Ｂ 講義室

（ ・食 ）

（ 大 ・ 生 ）

（高知大・農林海洋）

Ｃ 講義室

（ 大・ 科 ）

（ 大 ・ 生 ）

大 （高知大・農林海洋）

Ｄ 講義室

（高知大・農林海洋）

（ 大 ・ 物 ）

内 （高知大・農林海洋）

Ｅ 講義室

（ 大・農）

（ 大 ・ 生 ）

（高知大・農林海洋）

Ｆ 講義室

（ 大 ・ 物 ）

（高知大・農林海洋）

（ 大・農）

）

パ ン

パ ン
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支部講演会（例会）会場案内

高知大学物部キャンパス
（〒 高知県南国市物部乙 ）

受付 農林海洋科学部 号棟 階 ロビー

シンポジウム・特別講演 講義棟 講義室（図①）

一般講演 会場 講義室（図 Ａ）

会場 講義室（図 Ｂ）

会場 講義棟 講義室（図Ｃ）

会場 講義棟 講義室（図Ｄ）

会場 講義棟 講義室（図Ｅ）

会場 講義棟 講義室（図Ｆ）

幹事打合会会場 農林海洋科学部 号棟 階 小会議室（図 ②）

支部参与会会場 農林海洋科学部 号棟 階 大会議室（図 ③）

休憩室 共通講義室

懇親会会場 高知大学生協食堂（図 ④）

本部・クローク 農林海洋科学部 号棟 階 ロビー
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図

図
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会場 ク ス

高知

・ ス 高知 （ クシー ）

・ ス・南国 パス 農学部

・懇親会 高知市内 ス

・特

・ ス クシー （ ）

南国 ン ー ンジ

・国 号 号
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講 　 　 　  演 　 　 　  会

プ 　 ロ 　 グ 　 ラ 　 ム





日本農芸化学会中四国支部第 回講演会（例会）

プログラム

会場：高知大学物部キャンパス

日時： 年 月 日（土）

～ 幹事打合会 （農林海洋科学部 号棟 階 小会議室）

～ 支部参与会 （農林海洋科学部 号棟 階 大会議室）

～ シンポジウム「『感性』を育てる農芸化学」

（農林海洋科学部 講義室）

� � ᗙ㛗㸸ⰱෆ� ㄔ㸦㧗▱࣭㎰ᯘᾏὒ㸧

�ຊࠖࡢ≀⏕ᚤࡃࡄࡣ⸛ࠕ

  Ḉ㇂ⱥ㸦ᚨᓥ࣭⏕≀㈨※㸧 
 ࣮ࠖࣕࢳࢫࢡࢸࡉࡋ࠸࠾ࠕ

  ྜ㇂⚈୍㸦㤶ᕝ࣭㎰㸧�

�᪉ࠖసࡢ࠸ࡋዲࡓࡗ㓝⣲ࠕ

  㕥ᮌ⚽அ㸦ிᕤ⧄࣭ᛂ⏝⏕≀Ꮫ⣔㸧 
��� ⥲ᣓ㸸ឤឤᛶ࡚࠸ࡘ�

� � ⰱෆ� ㄔ㸦㧗▱࣭㎰ᯘᾏὒ㸧�

�

～ 特別講演 （農林海洋科学部 講義室）

  ᗙ㛗㸸すᾈᖹ㸦㧗▱࣭㎰ᯘᾏὒ㸧

�⏝㸫ࠖᛶ≉ࡢࡑ᯿ᶲ㢮 㸫ࡢ࡚ࡋ※ⰾ㤶㈨ࠕ

  ἑᮧṇ⩏㸦㧗▱࣭ᅵబFBC㸧 
 

～ 一般講演 （農林海洋科学部 ～ ， ， 講義室）
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一般講演プログラム

会場（ 講義室）「 化学 物化学」

⺯ගㄏᑟయࣥࣅࣝࢥࢫࡓ࠸⏝㓟ࢢࣥࢪ࣮࣓ࣝࢭࣛࡢ 

㟷⏣㸪ຍ᮶⏣༤㈗ۑ   1㸪⏣❶༤ 

  㸦┴ᗈ࣭⏕⎔ቃ㸪1ᒸᒣ㝔࣭་ṑ⸆㸧 

 

 ᥈⣴ࡢ㉁ࢡࣃࣥࢱᶆⓗࡍ㛵⌧㢛⢏ᢚไస⏝Ⓨ⬺ࡢ㓟ࣥࣅࣝࢥࢫࣝࢩࢹࢻ-3

�ඖ➉ۑ   ⪽㸪ఀᮾ⚽அ 1㸪⏣❶༤�  

  㸦┴ᗈ࣭⏕⎔ቃ㸪1ᒸᒣ┴࣭ಖ⚟♴㸧 

 

 ␗ᕪࡢᡂ⤒㊰ྜ⏕ࡢ㢮㛫࡛ࣥࣔࢧࢭࣛࢺࣥࡅ࠾ᇵ㣴᰿ࢦ

  బ⸨㱟ኴ㸪ྂۑᮏᩄኵ 

  㸦㤶ᕝ࣭㎰㸧 

 

NAADP ࢺࢫࢽࢦࢱࣥ Ned-19 ࡀ᭷᳜ࡍ≀⏕㛗㜼ᐖάᛶ 

�ᑠฟ♸ᐇ㸪ᑠᒾ⨾᭶㸪Ύ⏣ὒṇ㸪Ἠۑ   ᐇ�  

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 

 

≀⏘ⴥḟ௦ㅰ࣮ࣜ oleuropein aglycon ᵓࡢ≀ᚤ⏕≀㑏ඖ⏕ᡂࡢࡑ࣮ࣆࡢ

㐀ゎᯒ 

┿Ꮚ㸪㛗㇂ᣅᰩཎᑠⵗ㸪ྂ㈡ۑ   1㸪⳥ᆅᩗ୍ 1㸪ᚎ� ᜨ⨾ 1㸪ோᡞ⏣↷ᙪ㸪 

  ⚄ᓮ� ᾈ 

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸪1᪥ᮏ࣮ࣜ㸦ᰴ㸧㸧 

 

ྀ⳦ෆ⣽⭠ࢫ C-㓄⢾య mangiferin ࣥࢥࣜࢢࡢࡑ norathyriol ኚࡢ

 

ᮌ㤶㸪ᕝୖ⚽୕ۑ   1㸪す㇂ὒ㍜ 1㸪᱓ཎᾈㄔ 1㸪ோᡞ⏣↷ᙪ㸪⚄ᓮ� ᾈ 

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸪1ၿ〇⸆㸦ᰴ㸧㸧 

 

ᒓࣜࢭࢼ LOS ࢥ୰ᛶࡢ 4 ⢾ࡧ࠾ 5 ⢾ྜࡢᡂ◊✲ 

�㇂┤㍤㸪୍ᰗۑ   ๛ 

  㸦㫽ྲྀ㝔࣭㎰㸧 
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⣽⬊㸪ࣥࡀᇶ⨨ࡢୖ⎔ࣥࢮࣥࡢࣥࢼࢢࣜࣝࣀࡃḞ㸷ࡢࣥࢼࢢᆺࣜࣥࢱ

᪻⣽⬊࠼ᙳ㡪 

�⬥༲ὠ⨶ⴌ㡢㸪ᗉྖ᭷⍵Ꮚ㸪すᮏ᪥㤶㸪すۑ   ᑑ㸪す� ⏥㸪Ⳣཎ༟ஓ㸪 

  ᒣෆ� ⪽ 

  㸦ឡ㝔࣭㎰㸧 

 

㣗ရᛶ᳜≀୰ࡢࣥࢼࢢࣜࡢ௦ㅰ⏘≀࡛࠶Ș-conidendrinࡢ❧య␗ᛶయྜࡓྵᡂ 

�⬥ⓑ᪉㝧⳯Ꮚ㸪すۑ   ᑑ㸪ᒣෆ� ⪽ 

  㸦ឡ㝔࣭㎰㸧 
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会場（ 講義室）「 」

 

 ᙳ㡪ࡢග↷ᑕࢫࣝࣃࡍཬ⢾ᗘࡢࢺࢺ

  ⚄ෆዉࠎᏊ㸪ୖۑ⏣ឡᕭ㸪㇂ᕝᾈྖ㸪๓⏣῟ྐ㸪Ლᒣ༤ྖ 

  㸦ᚨᓥᩥ⌮࣭⌮ᕤ㸧 

 

ࣥࢱࣅࡢࢫࢱࣞ C  ᙳ㡪ࡢග↷ᑕࢫࣝࣃࡍཬ

 ྐ῟⏣⡿ᮧᙬ㸪㇂ᕝᾈྖ㸪Ლᒣ༤ྖ㸪๓ۑ  

  㸦ᚨᓥᩥ⌮࣭⌮ᕤ㸧 

 

≀௦ㅰࣥࢽࣥࢱࢪࣛ Urolithin A  యෆᣲື⏕ࡢ

�᪂ᐿ♸⌮㸪᳃ۑ   ᙬኟ㸪ᒾᒸ⿱㸪ఀᮾ⚽அ 

  㸦ᒸᒣ┴࣭ಖ⚟♴㸧 

 

㜵⅏᳜≀ࡢᰤ㣴ᡂศศᯒࡧ࠾ᶵ⬟ᛶホ౯ 

ࡏ⏣㤶⧊㸪⃝Ⰻᮌᗉ୍㸪ᰩ⸩ᩧۑ   1㸪ᵽཱྀ㑻 2㸪ྜྷ㔠� ඃ 3 

  㸦᪥ᮏ㜵⅏᳜≀༠㸪1㧗▱࣭ᅵబ FBC㸪2 ᑠᕝၟ㸪3ࣀΎዪ࣭㣗ရᰤ㣴㸧 

 

ᚋⓎ㓝Ⲕࡢᢠ⢾άᛶཬࡧ㛵ᡂศ 

⁞டỌᗣኴ㸪୕ᾆᜤᖹ㸪᯽ᮌᣑ㸪▼⏣ᬛۑ   1㸪▼⏣⏕ 1㸪ᖖ㢼⯆ᖹ 1㸪 

  ᳃⏣㟹௦ 1㸪ᐑᮧᙪ 1㸪ᓥᮧᬛᏊ㸪ཷ⏣ᾈஅ 2 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1 㧗▱࣭㝃ᒓ㝔⸆㒊㸪2㧗▱࣭ᆅᇦࢭ㸧 

 

㣗㣵ㄏᑟᛶ⫧‶ࡧ࠾⮚⫢ࡢࢫ⭠ෆ⣽⳦ྀ〄㯏㯏Ⲕࡀཬࡍᙳ㡪 

�⸩㜿㒊࿃㸪㰻ۑ   Ṋ㸪㔝᪉ὒ୍ 

  㸦㎰◊ᶵᵓ࣭す᪥ᮏ㎰◊㸧 

 

⬡⫫ᛶ⫢ᝈࣔࡢࢫࣝࢹ㨶Ἔῧຍ➲ࡇᦤྲྀ⬡㉁௦ㅰࡢᙳ㡪 

 ᐑ⏣ᫀ㸪ᮌୗᬛ㈗㸪ᐑཎెṌ㸪ᮡᾆ⩏ṇۑ  

  㸦Ỉᰯ࣭㣗ရ⛉Ꮫ㸧 

 

㣗⏝ⰼྵⰍ⣲ aureusidin  ⏝యෆᢠ㓟స⏕ᡂྜࡢ

 ╩୰ᓥΎⰼ㸪Ύ⏣ὒṇ㸪୰ᮧಇஅ㸪᐀ṇኴ㑻㸪ᮧ⏣ⰾ⾜㸪୰ᮧᐅۑ  

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 
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ไᚚᛶࢪ࣮ࣇࣟࢡ㸪ᢠ⅖ᆺࡣ⏝⭠⅖ᅇసࣥࢽࢤࣥࣜࢼ T⣽⬊

 ࡍ㛵ࡀ㍍ῶࡢቑຍ㸪ప㓟⣲⎔ቃࡢ

 Ⲕᅬᝆኴ㸪ᒣᮏ⚈ஓ㸪㕥ᮌ༟ᘺۑ  

  㸦ᗈᓥ㝔࣭⏕≀ᅪ㸧 

 

Ⲵ㔜㨶యࡢษ᩿ຍᕤࠥࡧࡉࡃᆺලடⓎ⏕⨨ࡢไᚚᛂຊప

ῶຠᯝ᳨ࡢウࠥ 

ᘅᮏዲ⨾㸪బ⸨ඔ㑻ۑ   1㸪ᮧᒣᩥோ 1㸪ᕝ➃ᗣஅு 1㸪๓ᕝ㈗ᾈ 1㸪ᕝΎྖ㸪 

  ⩚⩏㞝 

  㸦ᗈᓥ㝔࣭⏕≀ᅪ㸪1㸦ᰴ㸧ᴟὒ࣭ሷ㔩◊㸧 

 

㐃⥆ᘧẼ྿ࡁ㎸ἲࡢࣥࣙࢩࣝࡓ࠸⏝ㄪ〇 

ᕝཱྀᐩ௨㸪ᕝΎྖۑ   1㸪⩚⩏㞝 1 

  㸦ᗈᓥ࣭⏕≀⏕⏘㸪1ᗈᓥ㝔࣭⏕≀ᅪ㸧 
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会場（ 講義室）「 物， 物， ンパ 」

 

ከ౯ศᏊㄆ㆑⣲Ꮚࡢ〇ᚿྥࡓࡋ CutA1 ㊊ሙࢡࣃࣥࢱ㉁ࡢᨵኚ 

�ᮾۑ   ⚽㝯㸪➲⳯ 1㸪▼⏣ᑦஅ㸪ᮧ⥔ඞ㸪୰ὒ⾜ 

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⮬↛⛉Ꮫ㸪1ᒸᒣ࣭ᕤ㸧 

 

ࣝࣜࢩ Tn ᢠཎࡍྜ⤖⥳⸴ࣝ㸦Codium fragile㸧ࣞࣥࢳࢡ CFL ㉁ࢡࣃࣥࢱࡢ

ᵓ㐀ゎᯒ 

ᒸඃⰼ㸪ᕝୖ♸ె㸪➉ෆⰋኴྜྷۑ   1㸪๓⏣� ᜨ 2㸪ᮌᮧྜྷఙ 2 

  㸦ᒸᒣ࣭㎰㸪1 ୍ࢫࢥࣝࣇ㸪2ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 

 

㐟㞳 N-ࣥࣜࢢ㸦FNGs㸧ࢻࣟࡢșࡢ⥺⥔ᢚไάᛶ 

�ᮡᮏۑ   ᴁ㸪๓⏣� ᜨ 1㸪ᮌᮧྜྷఙ 1 

  㸦ᒸᒣ࣭㎰㸪1 ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 

   

ࡢᐜయཷࣥࣜࢪࣛࣇࢼࢬࢼࢾࣟࢩ flg22 ㄏᑟᛶࣥࡢࢫࢩ࣮ࢺࢧࢻศᏊᶵᵓ

㛵ࡍ◊✲ 

�ᮧᗉᝅ㸪ᖖྜྷۑ   ឡⰼ㸪ሯᮏ┿Ⴙ㸪ΎỈⱥᑑ㸪ᆅ㜰ග⏕㸪ᶓ⏣୍ᡂ㸪୰ᕝ� ᙉ 1㸪 

  すᮧᾈ 

  㸦ᓥ᰿࣭⏕㈨⛉㸪1 ᓥ᰿࣭⥲⛉ࢭ㸧 

 

⭷㈏㏻ࢡࣃࣥࢱ㉁࣮ࢪࣟࢺࡢホ౯ࡍ᪂つ࡞⺯ග࣮࣮ࣞࢱ⣔ࡢᵓ⠏㛵ࡍ

◊✲ 

�㸪ΎỈⱥᑑ㸪ᆅ㜰ග⏕㸪ᶓ⏣୍ᡂ㸪୰ᕝ࠼ᡃ୍ᘯ㸪ྜྷ⏣᪼ᖹ㸪ྜྷཎஂۑ   ᙉ 1㸪

すᮧᾈ 

  㸦ᓥ᰿࣭⏕㈨⛉㸪1 ᓥ᰿࣭⥲⛉ࢭ㸧 

 

Cellulosimicrobium sp. NTK2  ゎᯒࡢ㉁ࢡࣃࣥࢱᛶྜ⤖ࣥࢳࡉศἪ࡚ࡗ

ᮾ㇂Ὧ㔛㸪ோᮌ㍜ۑ   1㸪⨾⸨༤㸪ΎỈඞᙪ 2㸪᭷㤿ᮁ 

  㸦㫽ྲྀ࣭㎰㸪1 㫽ྲྀ㝔࣭ᣢ♫⏕㸪2㫽ྲྀ࣭CoRE㸧 

 

ࣃࣥࢱᛶ⁐ྍ࡞ࣝࣥࢩࡍ᮶⏤ᵓ㐀ࡢ͇ࣥࢩࣛࢢ㉁͆ࢡࣃࣥࢱ⢏Ꮚᙧᡂࣜࢩ

 ࢢࢱ㉁ᅛᐃࢡ

ᑠᯘ㉳㸪す⨾ᬛె㸪ᆏᡭຬᩯۑ   1㸪⨾⸨༤ 1㸪ΎỈඞᙪ 2㸪᭷㤿ᮁ 1 

  㸦㫽ྲྀ㝔࣭㎰㸪1㫽ྲྀ࣭㎰㸪2 㫽ྲྀ࣭CoRE㸧 
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 ᵓ⠏ࡢࢫࢺ࣮ࣂࢺࣀᆺࢺࣄࡓ࠸⏝ྀ⳦ෆ⣽⭠ࡢ࣮ࣁࢶࣝ

♸⸩ۑ   1,3㸪Thi Thuy Tien Nguyen1,2㸪⸨ᮧຬኴ 1㸪୰ᮧ᪼ 3㸪Ⲩᕝభ 1㸪 

  ᳃⏣ⱥ 1 

  㸦1 ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸪2Hue Univ࣭Agri㸪3  ஙᴗ࣭ᇶ♏◊㸧࣮ࣚࣁ

 

⥺ࣥࢱࣅࡓ࠸⏝ B12 Ḟஈ⏕Ṫཬࡧ⏘༸ᶵ⬟ࡢᙳ㡪࡚࠸ࡘ 

✑ᒸᮏዉۑ   1㸪᳃⬥� ᾴ 2㸪⨾⸨༤ 2㸪⸈⏣⾜ဴ 1,2㸪Ἑ㔝� ᙉ 1,2㸪Ώ㑓ᩥ㞝 1,2 

  㸦1 㫽ྲྀ㝔࣭㐃㎰㸪2 㫽ྲྀ࣭㎰㸧 

 

 㐍ಁ⫱⏕ࡢࢫࢱࣞග↷ᑕࢫࣝࣃ

 Ꮚ㸪ୖ⏣ឡᕭ㸪㇂ᕝᾈྖ㸪๓⏣῟ྐ㸪Ლᒣ༤ྖࠎᮌᮧ♸ኴ㸪Ṋ⏣┿ᶞ㸪⚄ෆዉۑ  

  㸦ᚨᓥᩥ⌮࣭⌮ᕤ㸧 

 

Ỉ⳯⫱⏕ࡢཬࢫࣝࣃࡍග↷ᑕࡢᙳ㡪 

�⏣Ꮚ㸪␊᭸ᙯ㸪Ọཎリ㸪๓ࠎṊ⏣┿ᶞ㸪ᮌᮧ♸ኴ㸪ୖ⏣ឡᕭ㸪⚄ෆዉۑ   ⵇ㸪 

  ๓⏣῟ྐ㸪Ლᒣ༤ྖ 

  㸦ᚨᓥᩥ⌮࣭⌮ᕤ㸧 
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会場（ 講義室）「 物」

 

㓟⬺Ỉ㓝⣲ࢼࣟࢻࣄࢹ Gluconobacterᒓ㓑㓟⳦ࢬࣛࣜࡢⓎ⌧ࢻࣄࢹࡏࡉ

 ヨࡏࡉୖྥᛶ⏘⏕ࡢ㓟ࢩࣟ

  ୰ᮧㅬኴ㑻㸪ᯇ㇂ᓠஅ㸪∦ᒸᑦஓ 1㸪ᯇୗ୍ಙ 1㸪㊊❧⏕㸪ۑ⸩ᖌᑑ 1 

  㸦ᒣཱྀ㝔࣭⛉㸪1ᒣཱྀ࣭ᚤ◊ࢭ㸧 

 

Ύ㓇㓝ẕࡢ᪂つ㧗࣮ࣝࢥࣝ⪏ᛶኚ␗ᰴࡢཎᅉኚ␗ࡢ᥈⣴ 

ࡄᑠᯘۑ   1,2㸪ᓥᚭஓ 1㸪⚟⏣� ኸ 1㸪㉥ᑿ�  1,2 

  㸦1㓇⥲◊㸪2ᗈᓥ㝔࣭ඛ➃≀㉁㸧 

 

㧗࣮ࣝࣀࢱ⪏ᛶΎ㓇㓝ẕぢ㧗࣮ࣝࣀࢱ⪏ᛶᶵᵓࡢゎᯒ 

Ꮚᒣୗۑ   1,2㸪ᓥᚭஓ 1㸪㉥ᑿ�  1,2 

  㸦1㓇⥲◊㸪2ᗈᓥ㝔࣭ඛ➃≀㉁㸧 

 

㢼㬆Ꮚ௦᪂࡞ࡓ㧗▱┴㓇㐀ዲ㐺⡿ရ✀ࡢ㛤Ⓨ 

ᮌᮁ㸪ຍ⸨㯇ዉ㸪㉥ᮌᾈ⏠ۑ   1㸪ᆏ⏣㞞ṇ 1㸪ຍ⸨⩧Ꮚ 2㸪⢯㇂ၨோ 2㸪 

  ෆᒣ㈗㞝 2㸪㧗ᶫ� ᭸ 2㸪Ώ㑓᐀ᖹ 2㸪ᮧᯇஂྖ 2㸪Ọ⏣ಙ 2㸪ୖᮾᙪ 

  㸦㧗▱┴࣭ᕤᢏࢭ㸪1㧗▱┴࣭㎰ᢏࢭ㸪2㧗▱࣭㎰㸧 

 

ྫྷ㔊㓇㔊㐀ࡢࡓࡢ㤶Ẽᡂศ⏕ᡂ⬟ᨵⰋࡓࡋ㧗▱㓝ẕࡢ⫱✀ 

⢯㇂ၨோ㸪⏠ᮌᮁۑ   1㸪ຍ⸨⩧Ꮚ㸪Ώ㑓᐀ᖹ㸪㧗ᶫ� ᭸㸪ᮧᯇஂྖ㸪Ọ⏣ಙ㸪 

  ୖᮾᙪ 1 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1㧗▱┴࣭ᕤᢏࢭ㸧 

 

Ⴔዲࡢከᵝ㈨ࣥ࣡ࡍ㓝ẕྫྷࡓ࠸⏝㔊㓇㔊㐀ἲ᳨ࡢウ 

ຍ⸨⩧Ꮚ㸪⏠ᮌᮁۑ   1㸪⢯㇂ၨோ㸪ෆᒣ㈗㞝㸪ᮧᯇஂྖ㸪ୖᮾᙪ 1㸪Ọ⏣ಙ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1㧗▱┴࣭ᕤᢏࢭ㸧 

 

㧗▱┴⏘⸆ⲡⲔࡢங㓟⳦Ⓨ㓝ࡢࡑホ౯㹼≉➉ⴥ࡚࠸ࡘࣥࢥ࣮ࣖ 

ౡዉ㸪ᒣᓊ⩏ᘯୖࣀᯇᑿඃẼ㸪ᶓᒣ㯞㤶㸪ۑ   1㸪୰ᓥᝋᏊ 2㸪Ἑ㑚㱟 3㸪 

  ຍ⸨㯇ዉ 4㸪ୖᮾᙪ 4㸪ᮧᯇஂྖ㸪Ọ⏣ಙ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1ᒣᓊ➉ᮦᗑ㸪2ᅵబ FBCϩ㸪3ᮏᒣ⏫㎰ᴗබ♫㸪4㧗▱┴࣭ᕤᢏࢭ㸧 

 

 ຠᯝࡢࣥࣝࢢ-㯮㓝ẕșࡍཬᙧᡂࢻ࣮ங㓟⳦Ⓨ㓝ࡢࢺࣝࢢ࣮ࣚ

ᒸᮏ⳹㸪ụୖ⿱ۑ   1㸪ዟཎṌ㡢㸪㐲⸨� ᛭㸪ୖౡ⣖ዉ㸪ᒸᯘྐ 2㸪 

  ຍ⸨㯇ዉ 3㸪ୖᮾᙪ 3㸪ᮧᯇஂྖ㸪Ọ⏣ಙ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1ࣇࢯ㸪2ࡦஙᴗ㸪3㧗▱┴࣭ᕤᢏࢭ㸧 
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㧗▱┴⏘࣮ࣝࣀࢱ࣓ࡢࣜࣀࢼᢳฟ≀ࡘࡀᢠ⳦άᛶ 

㔝ཱྀ㯞⾰㸪ᮧᯇஂྖ㸪ሯᮏἋᜨ㤶㸪ඖ㍤㸪ᜠ⏣ṌṊۑ   1㸪ᖹᒸ㞞つ 2㸪 

  ᓥᮧᬛᏊ㸪᯽ᮌᣑ㸪Ọ⏣ಙ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1 㧗▱࣭⌮ᕤ㸪2 㧗▱࣭⥲◊ࢭ㸧 

 

㩛ࡋࡎศ㞳ࡓࡋ Bacillus sp. F-31 ᰴࡍ⏕⏘ࡢᢠ⳦≀㉁ࡢᛶ≧ 

 ᒸ㔝⣪Ꮨ㸪ᒣ㞞ྐۑ  

  㸦ឡ㝔࣭㎰㸧 

 

㓟⪏ᛶࣘࣜࢫᗂෆࡢᚤ⏕≀ྀࡢゎᯒ 

 ኴ㑻㸪Ἑྜᖾ୍㑻㸪୕ᮏᮌ⮳ᏹ⸩ۑ  

  㸦ᗈᓥ㝔࣭⏕≀ᅪ㸧 
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会場（ 講義室）「 」

 

Rhodococcus sp. KO20  ㅖᛶ㉁ࡢ㓟㓝⣲ࣥࡍ᮶⏤

�ᯠ⏣ඃ⳯㸪ᮧᯇஂྖ㸪ᒣᮏۑ   ⸅㸪ᰗᕝ▱ᶞ㸪᪂ᒃ┤ே㸪ᯘ� ⣲Ꮚ 1㸪ᒣᮏᾈ 1㸪 

  ຍ⸨ఙ୍㑻㸪Ọ⏣ಙ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1㸦ᰴ㸧ࣝࢭࢲ㸧 

 

㐣㓟Ỉ⣲ᐃ㔞⏝ࡓࡋ Cyclo(Leu-Phe) oxidase ᇶ㉁≉␗ᛶ❧☜ࡢάᛶ ᐃἲࡢ

᳨ウ 

�ᑠすኴ㸪ோᡞ⏣↷ᙪ㸪⚄ᓮۑ   ᾈ 

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 

 

ᾏὒᛶ⣽⳦ Marinomonas mediterranea ⏤᮶ CTQ ౫Ꮡᛶࡢࢮ࣮ࢲࢩࣥࢩࣜࢢ⢭〇

�ᛶ㉁᳨ウ  

�ᖹᒾ⚈ኴᮁ㸪Ლᒣ㞝㍤㸪⁁➃బὠ⣖㸪㉥ᆅ࿘స㸪᰿ᮏ⌮Ꮚ㸪⏣ᮧۑ   㝯㸪✄ᇉ㈼ 

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 

 

Functional characterization of enzymes involved in the late steps of ulvan degradation 

 Ratna Mondal, Kouhei Ohnishi1ۑ  

  㸦UGAS, Ehime Univ, 1RIMG, Kochi Univ.㸧 

 

᮶⏤ࢼࢬࢼࢾࣟࢩ MSH1 C ᮎ➃ GIY-YIG  ᶵ⬟ゎᯒࡢ࣓ࣥࢻࢮ࣮ࣞࢡࢾ

㒊ள⾰㸪ୗ⣫㈗㸪⚟⃰⨾ۑ   1㸪ཎ⏣Ꮚ 1㸪▮㔝㈗ே 1㸪ⰱෆ� ㄔ㸪ⱝᯇὈ 

  㸦㧗▱㝔࣭㎰㸪1㜰་࣭་㸧 

 

ᕧࡀࢫࣝᣢࡘ R3H ࢮ࣮ࣞࢡࢾࢯ᭷᥎ᐃୖྵ࣓ࣥࢻ MIMI_R431 ᶵࡢ

⬟ゎᯒ 

ஂಖ⚽ᖹ㸪ୗ⣫㈗ۑ   1㸪⚟ 2㸪▮㔝㈗ே 2㸪ⰱෆ� ㄔ 1㸪ⱝᯇὈ 1 

  㸦㧗▱࣭㎰㸪1 㧗▱㝔࣭㎰㸪2 㜰་࣭་㸧 

 

ᕧࢫࣝ⏤᮶᥎ᐃୖ DNA ಟ㓝⣲ࢳࢫ MutS7  Ꮫⓗᶵ⬟ゎᯒ⏕ࡢ

ୗ⣫㈗㸪⨾⃰㒊ள⾰㸪⚟ۑ   1㸪▮㔝㈗ே 1㸪ⰱෆ� ㄔ㸪ⱝᯇὈ 

  㸦㧗▱㝔࣭㎰㸪1㜰་࣭་㸧 

 

㕲◲㯤㓟⣽⳦ Acidithiobacillus ferrooxidans ⏤᮶ Sulfide㸸Quinone oxidoreductase 

㛵ࡍ◊✲ 

ཎ㔛ᘺ㸪ୖᮧ୍㞝ۑ   1㸪㔠ᑿᛅⰾ 1 

  㸦ᒸᒣ࣭㎰㸪1 ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 
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Biochemical and physiological properties of the two type-II NADH dehydrogenases of 

Gluconobacter oxydans NBRC3293�   

  ,Feronika Heppy Sriherfyna, Shoko Emoto, Minenosuke Matsutani, Hisashi Koikeۑ  

  Naoya Kataoka, Tetsuo Yamashita1, Eiko Nakamaru-Ogiso2, Kazunobu Matsushita,  

  Toshiharu Yakushi 

  㸦Yamaguchi Univ., 1Kagawa Univ., 2Univ. Pennsylvania㸧 

 

ᚤ⏕≀⏤᮶ࡀࢮ࣮ࣛࢸࢫࣥࣜࢥࣝࢳࢭゐ፹ࣝࢳࢭࡍᛂࡅ࠾ᇶ㉁ㄆ

㆑ 

�ୖۑ   ᑦ㸪⨾⸨༤ 1㸪ΎỈඞᙪ 2㸪᭷㤿ᮁ 1 

  㸦㫽ྲྀ㝔࣭㎰㸪1㫽ྲྀ࣭㎰㸪2 㫽ྲྀ࣭CoRE㸧 

 

Cellulosimicrobium sp. NTK2 ⏤᮶ࢡࣃࣥࢱྜ⤖ࣥࢳ㉁ᵝࢮ࣮ࢼࢳ࡞ࠎάᛶ

 ຠᯝࡢ

ோᮌ㍜㸪ᮾ㇂Ὧ㔛ۑ   1㸪㛗⏣ᬕᏘ 1㸪⨾⸨༤ 1㸪ΎỈඞᙪ 2㸪᭷㤿ᮁ 1 

  㸦㫽ྲྀ㝔࣭㎰㸪1㫽ྲྀ࣭㎰㸪2 㫽ྲྀ࣭CoRE㸧 
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会場（ 講義室）「 ， 」

 

ฟⱆ㓝ẕࡢᑑไᚚ㛵 Ssg1ࡢᶵ⬟ゎᯒ 

ᮧྖ㸪㔠᐀Ⰻ┈ۑ   1㸪ஂ⡿୍つ㸪Ỉṇᶞ 

  㸦ᗈᓥ㝔࣭ඛ➃≀㉁㸪1㓇⥲◊㸧 

 

ᚤ⣽⸴㢮࣮ࣘࣝࢸࢫࢫࢡ࣡ࡢࢼࣞࢢⓎ㓝ไᚚᅉᏊWSRKྠࡢᐃ 

�ౡᶞ㸪ᮌᮧගᏹ㸪ᑠᕝ㈗ኸ㸪⏣㝯㸪᳃▼ۑ    1,2㸪▼ᕝᏕ༤ 

  㸦ᓥ᰿࣭⏕㈨⛉㸪1᠕࣭ඛ➃⏕◊㸪2᠕࣭ᨻ⟇࣓ࢹ㸧 

 

ᾏᗏୗᚤ⏕≀㑇ఏᏊᑐ㇟ࡓࡋᇶ㉁ㄏᑟᛶ㑇ఏᏊⓎ⌧ゎᯒἲ㸦SIGEX㸧ᇶ

㉁ᛂ⟅ゎᯒ 

ῲ᪩⣖㸪ⱝᯇὈ㸪᳃⃝㧗⮳㸪すᕝዉ⁁ۑ   1㸪ᑎ⏣Ṋᚿ 2㸪✄ᇉྐ⏕ 3㸪ⰱෆ� ㄔ㸪 

  ㅖ㔝♸ᶞ 3 

  㸦㧗▱㝔࣭㎰㸪1㧗▱࣭ᅵబࣛࢢࣟࡅࡀࡁࡉ㸪2࣮ࣜࣥ࣡ࣥࣃࣕࢪࢡ㸪 
  3JAMSTEC࣭㧗▱ࢥ㸧 

 

⏝ᙧ㉁㌿ࡓࡋ⏝ࡑࡧᚓཬྲྀࡢ㑇ఏᏊ㌿ㄪ⠇㡿ᇦࡢ⸴⌛ࡢ▱ᮍࣀࢤ

 ᵓ⠏ࡢ࣮ࢱࢡ

�ⓑ▼ᖾ㡢㸪⏣ᮧۑ   㝯㸪✄ᇉ㈼㸪┿ᒣⱱᶞ 1㸪᰿ᮏ⌮Ꮚ 

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸪1ᮾிᏛⱁ࣭ᩍ⫱㸧 

 

ᨺ⥺⳦ Streptomyces incarnatus  ㌿ゎᯒࡅ࠾⟆ᛂࢫࣞࢺࢫࡢ

�୰ᓥభ㔛Ꮚ㸪᰿ᮏ⌮Ꮚ㸪✄ᇉ㈼㸪⏣ᮧۑ   㝯 

  㸦ᒸᒣ㝔࣭⎔ቃ⏕㸧 

 

ᨺ⥺⳦ Streptomyces rochei ḟ௦ㅰไᚚ⣔ࡢゎᯒ 

�ぢᓮ⿱ஓ㸪ᒾᅧ⨾⏤Ꮨ㸪㧗ᶫۑ   ㆡ㸪㕥ᮌᩄᘯ㸪ᮌ㝧ᗣ㸪Ⲩᕝ㈼ 

  㸦ᗈᓥ㝔࣭ඛ➃≀㉁㸧 

 

ᨺ⥺⳦ Streptomyces rochei ศᏊࣝࢼࢢࢩࡢ SRBࡢ⏕ྜᡂ㛵ࡍ㑏ඖ㓝⣲㑇ఏᏊ

srrG  ᶵ⬟ゎᯒࡢ

�ᡭᓥឡᏊ㸪ㅰۑ   㯇㸪Ἑཎᘯᖾ㸪Ⲩᕝ㈼ 

  㸦ᗈᓥ㝔࣭ඛ➃≀㉁㸧 

 

Streptomyces cinnamoneus  ᥈⣴ࡢ᭷⏝㓝⣲ࡓࡋ⏝ሗࣀࢤ

  ᮾᾏᙲኴ㸪ᆅ⨾ᮡ 1㸪ۑ⏿୰၏ྐ 

  㸦ᒸᒣ⏕≀◊㸪1⚄ᡞ㝔࣭⛉ᢏࣀ㸧 
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ࣜȜࣜࣝࢤࣀࣝࢫ࣮ࣥࢪ 

�Ṋ⏣㞙ᖹ㸪ⓑ⡿ඃ୍㸪ⰱෆۑ   ㄔ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸧 

 

㉸ዲሷࣜࡢ࣮-Ț-ࣥࢱࣝࢢ㓟ྜᡂ㑇ఏᏊ 

�㸪⚟Ọ࠶⸩ዉ㸪బ⋹ࠎᕥۑ   ឡ㸪ⓑ⡿ඃ୍㸪ⰱෆ� ㄔ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸧 

 

ࣜȚࣥࢱࣝࢢ㓟ࡢຠ⋡ᅇ᳨ࡓࡅྥウ 

�ᒣෆᾏ㸪ᐑ⏣┿ᕹ㸪ⓑ⡿ඃ୍㸪ᑿụ⩧ኴ㸪ⰱෆۑ   ㄔ 

  㸦㧗▱࣭㎰㸧 
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