
日時：平成24年9月27日(木) 〜28日(金) 場所：ろうきん研修所富士センター（静岡）

9月27
日(木)

12:00~ 受付開始 発表者 所属 タイトル 座長

１０分 13:00~13:10 開会挨拶

４０分 13:10~13:50 招待講演 Ｉ 斎藤　菜摘 慶應大・先端研 メタボロミクスによる微生物代謝メカニズム解明に向けたアプローチ 島田友裕

１０分 13:50~14:00

１５分 14:00~14:15 演題１ 石井　英治 近畿大院・農
二成分制御系修飾因子SafAによるヒスチジンキナーゼPhoQ活性化機構
の解明

１５分 14:15~14:30 演題２ 辛 利弥 東大院・農学生命科学

Streptomyces coelicolor A3(2)の二次代謝制御因子AfsRにおける被リン
酸化部位の解析

２０分 14:30~14:50 演題３ 岡本　尚 遺伝研・系統生物研究センター
糸状菌と二形性酵母のゲノムに保存された青色活性化転写複合体
(WCC)のジャポニカス分裂酵母での生理的機能

１５分 14:50~15:15 演題４ 石井 佳子 産総研生物資源プロセス
難培養性植物病原細菌ファイトプラズマの宿主転換に伴う遺伝子発現制
御

１５分 15:15~15:30 演題５ 河野　暢明 慶應大・先端研 発現制御に関わる核様体結合サイトの特徴解析

２０分 15:30~15:50

２０分 15:50~16:10 演題６ 大林　龍胆 東農大・バイオエンス DnaAに依存しないシアノバクテリアのDNA複製開始機構

１５分 16:10~16:25 演題７ 古田　芳一 東大・新領域・メディカルゲノム DNA配列認識ドメインの非オーソロガス遺伝子間の移動

１５分 16:25~16:40 演題８ 阪中　幹祥 北大院・農 ビフィズス菌由来挿入配列TLS143の転移活性の解析

１５分 16:40~16:55 演題９ 岩崎　裕貴 長浜バイオ大学
RNAウイルスの宿主依存に関連したウイルスゲノム-宿主因子間の相互
作用

２０分 16:55~17:15 演題１０ 須藤 直樹 立教大院・理
病原性大腸菌O157:H7 Sakai 株に存在するnon-coding RNA #41 の機能
解析

１５分 17:15~17:30 演題１１ 杉田　慶 千葉大・園芸 始原紅藻C. merolae 10DのtRNAプロセシングにおけるtRNase Zの役割

２０分 17:30~17:50

１５分 17:50~18:05 演題１２ 高安　伶奈 東大・新領域・創世 腸内細菌の細菌叢分布と相関ネットワーク

２０分 18:05~18:25 演題１３ 西嶋　傑 東大・新領域・創世 日本人腸内マイクロバイオームの多様性と特徴解明

１５分 18:25~18:40 演題１４ 井口　純 宮崎大・IR推進機構 大腸菌O抗原合成遺伝子の網羅的解析と感染症対策に向けた利用

１５分 18:40~18:55 演題１５ 中尾　亮 北大・人獣共通感染症リサーチセンター 新興感染症の先回り対策としてのマダニ保有微生物叢の網羅的解析

５分 18:55~19:00

６０分 19:00~20:00

20:00~

9月28
日(金)

7:30~8:30

４０分 8:30~9:10 招待講演 ＩＩ 井上　謙吾 宮崎大学・IR推進機構 廃棄物処理と発電を同時に行う微生物燃料電池 小椋義俊

１０分 9:10~9:20

２０分 9:20~9:40 演題１６ 塩見　大輔 遺伝研・系統生物研究センター 大腸菌形態形成因子rodZ欠損株の抑圧変異株の解析

２０分 9:40~10:00 演題１７ 千葉　麻里子 群馬大院・工 酵母ミトコンドリアにおけるリボソームレスキュー機構の解明

１５分 10:00~10:15 演題１８ 中沢　まみ 群馬大院・工 プロテオーム解析による機能未知遺伝子yaeQの機能探索

１５分 10:15~10:30 演題１９ 門屋　亨介 北大・低温研 プロテオームを用いた細菌低温耐性機構発現タンパク質の網羅的解析

１５分 10:30~10:45 演題２０ 玉越 愛 奈良先端大院 新規CysBレギュロンタンパク質YciWの機能解析

２０分 10:45~11:05

２０分 11:05~11:25 演題２１ 高地　司 千葉大・園芸 枯草菌Bacillus subtilisにおけるtRNA(mo5UNN)のコドン認識機構

２０分 11:25~11:45 演題２２ 高田　啓 東農大・バイオエンス 枯草菌リボソーム30Sサブユニットタンパク質RpsK, RpsUの機能解析

１５分 11:45~12:00 演題２３ 山本　達也 筑波大・生命環境 枯草菌プロファージSPβ による不稔感染機構の解析

１５分 12:00~12:15 演題２４ 並木 友亮 中央大・理工
油脂生産性微細藻類：Pseudochoricystis ellipsoideaにおける油脂合成関
連遺伝子の同定に向けて

２０分 12:15~12:30 演題２５ 吉満 勇也 中央大・理工 微細藻類Pseudochoricystis ellipsoideaの遺伝子改変

１０分 12:30~12:40

３０分 12:40~13:10 鈴木　健介 イルミナ株式会社
デスクトップ型次世代シーケンサーMiSeq が微生物ゲノム研究に与える
インパクト

３０分 13:10~13:40 上村　泰央 株式会社ジナリス ゲノム解析クラウドサービスGiNeSによる微生物の変異比較解析

20分 13:40~14:00

２０分 14:00~14:20 演題２６ 渡辺　孝康 東京医科歯科大・細菌感染制御 CRISPR解析による歯周病原性細菌の種内多様性創出機構の解明

２０分 14:20~14:40 演題２７ 遠藤　亜希子 東京医科歯科大・細菌感染制御 比較ゲノムとCRISPR解析から見えたTannerella forsythiaの生存戦略

２０分 14:40~15:00 演題２８ 細見　晋吾 東京医科歯科大院・細菌感染制御 ファージとその防御機構に着目したA群レンサ球菌ゲノムの多様化機構

１５分 15:00~15:15 演題２９ 中井 亮佑 遺伝研・系統生物研究センター サイズ辺境に生息するナノ微生物の探索とゲノム解析

１５分 15:15~15:30 演題３０ 大坪　嘉行 東北大院・生命科学 Finishing用のツール: GenoFinisherとAceFileViewer

３０分 15:30~16:00

第６回ゲノム微生物学会若手の会　プログラム一覧表

一般演題: [(1)発表15分・討論5分 (2)発表10分・討論5分]  特別講演: [発表30分・討論10分]

島田友裕

休憩

休憩

休憩

休憩

夕食＆入浴（注：浴室の利用は22時までです。各自、交流会前か、交流会中にご入浴ください。）

交流会（注：開始時に乾杯を行いますので、時間までに会場にお集まりください。）

阿部貴志

今村壮輔

総合討論

平川英樹

朝食

休憩

休憩

ランチョンセ
ミナー

休憩

休憩

小椋義俊

相馬亜希子


