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　　　　　撤去: 31日13時まで (貼替えはありません)
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*   ポスター発表賞対象者(学部・修士課程)
**  ポスター発表賞対象者(博士課程)
*** ポスター発表賞対象者(博士号取得者)

AE：水圏生態系 Aquatic Ecosystem
***P-001 水圏無機元素を吸着する鉄酸化細菌～Leptothrix属が形成する特異的鞘の構造・理化学的特性～

久能 均1, 2, 久能　 樹1, 2, 高田 潤1, 2

1岡山大学大学院自然科学研究科, 2JST-CREST

P-002 嫌気的な湖底堆積物中の原生生物の群集組成
片岡 剛文1, 田仲 あいら1, 前川 鈴香1, 中野 伸一2, 近藤 竜二1

1福井県大・海洋生物資源, 2京大・生態研

P-003 霞ヶ浦で見られるプロティストの18S rRNA遺伝子アンプリコンによる群集構造解析
山口 晴代1, 片岡 剛文2, 中川 恵1, 河地 正伸1

1国立環境研究所, 2福井県大・海洋生物資源

*P-004 琵琶湖底泥中の従属栄養性原生生物：現存量と単離培養
前川 鈴香1, 片岡 剛文1, 高尾 祥丈1, 中野 伸一2, 近藤 竜二1

1福井県大・海洋生物資源, 2京大・生態研

***P-005 物部川および赤川河口堆積物における嫌気炭化水素分解微生物の集積培養
久保 響子1, 東岡 由里子2

1鶴岡高専・創造工学科, 2高知高専・ソーシャルデザイン工学科

P-006 ヨシ根におけるメタン酸化細菌の分離とその組織局在性
包 智華, 曹 偉偉, 劉 菊梅, 趙 吉
内蒙古大・生態環境院

*P-007 貧栄養ダム湖におけるアンモニア酸化古細菌の鉛直分布および分子系統
石田 真由1, 藤本 尚志2, 大西 章博2, 蒋 紅与2, 渡辺 智3, 兼崎 友4, 石毛 太一郎4

1東京農大院・農学, 2東京農大・応生, 3東京農大・生命, 4東京農大・生物資源ゲノム解析センター

*P-008 琵琶湖溶存有機物に寄与する細菌由来の代謝産物成分のOrbitrap質量分析計を用いた探索
中嶌 泰介, 春日 郁朗, 栗栖 太, 古米 弘明
東大院・工

P-009 厚岸湖アマモ群落内の砂泥による亜酸化窒素発生抑制と脱窒素菌並びにアンモニア酸化菌分布の関係
中川 達功1, 石川 直央也1, 須藤 健吾1, 森川 翠1, 宮本 優貴1, 神宮寺 賢1, 冨澤 璃乃1, 梅澤 和寛2, 上田 眞吾1, 福井 学2, 高橋 令二1

1日大　生資, 2北大　低温研

***P-010 愛媛県瀬戸内沿岸地域から分離されたVibrio choleraeとその遺伝的多様性
野中 里佐1, 杉本 侑大2, 小林 剛3, 丸山 史人5, 竹村 太地郎4, 関 泰介1, 天田 圭太1, 鈴木 聡2, 増田 道明1

1獨医大・医, 2愛媛大・沿岸セ, 3愛媛大・医, 4長崎大・熱帯医, 5京都大・環境微生物

P-011 海産ミミズによる海洋底質の環境電位変動に伴う微生物群集構造の解析
伊藤 真奈1, 梅澤 明夫2, 川市 智史2, 庄野 暢晃2, 中村 龍平2, 伊藤 克敏1

1水産機構・瀬水研, 2理研・環境資源科研究セ

*P-012 汽水域において溶菌する微生物群集と水環境への影響
栗原 尚輝1, 稲垣 翔太2, 小山 悠太2, 山梨 由布1, 伊藤 司1

1群馬大・院理工, 2群馬大・理工

***P-013 養殖漁場の海底泥に存在する乳酸菌
永田 恵里奈1, 若井 稜1, 松岡 真史1, 中瀬 玄徳2, 江口 充1

1近畿大・農, 2近大水研

***P-014 シャットネラブルーム時の細菌群集動態の地域間比較



北村 徳一1, 池尾 一穂1, 石野 良純2, 田代 康介2, 久原 哲2, 尾田 成幸3, 俵積田 貴彦4, 吉村 直晃5,
多治見 誠亮5, 堀田 敏弘6, 中村 洋路7, 安池 元重7, 藤原 篤志7, 長井 敏7, 小林 敬典8, 五條堀 孝1, 9

1遺伝研, 2九大院・農, 3福岡農林水産部, 4福岡水海技セ豊前海研究所, 5熊本水研セ, 6高知水試, 7水産機構中央水研, 8水産機構本部,
9KAUST(アブドラ国王科学技術大)

***P-015 親潮域の春季珪藻ブルームにみられる鉛直方向に異なる窒素代謝機構
鈴木 重勝1, 片岡 剛文2, 渡辺 剛3, 桑田 晃3, 山口 晴代1, 河地 正伸1

1国立環境研, 2福井県立大・海洋生物資源, 3東北水研

*P-016 貧栄養海域におけるピコ藻類捕食性プロティストの単離培養および分子系統解析
加山 基1, 四本木 彰良1, 松田 知樹1, 日高 清隆2, 石川 輝3, 柏山 祐一郎1

1福井工大・環境食品, 2中央水研, 3三重大・院生物資源

**P-017 浅海性無脊椎動物のエラにEpsilonproteobacteria綱細菌は生息しているのか？
水谷 雪乃, 福﨑 智司, 田中 礼士
三重大・院生資

*P-018 水環境DNAに基づく微胞子虫の探索
光信 智恵1, 長濱 統彦1, 小林 英城2

1ノートルダム清心女子大学人間生活学研究科食品栄養学専攻, 2JAMSTEC海洋生命理工学研究開発センター

*P-019 嫌気条件下でアンモニアを酸化する酸素非発生型光合成細菌の探索
中小路 菫, 花田 智
首都大・院生命

*P-020 Growth of Cyanobacteria in Fe(II) Rich Environment and Iron Sedimentation
出井 愛理1, 松浦 克美1, Shawn E McGlynn2
1首都大・院生命科学, 2東工大・ELSI

BR：バイオレメディエーション Bioremediation
***P-021 Mycobacterium属細菌のアセトンをアセトールに変換する酸化酵素の同定

古屋 俊樹1, 2, 中尾 友美1, 木野 邦器1

1早稲田大・理工・応用化学, 2東京理科大・理工・応用生物科学

P-022 Pandoraea sp. NE5株における亜ヒ酸酸化に関与する遺伝子群の同定
宮内 啓介, 伊藤 凌, 今野 涼平, 鈴木 雅宏, 渡辺 蓮也, 遠藤 銀朗
東北学院大学工学部

P-023 Pseudomonas putida TSN1株の3-メチル-4-ニトロフェノールの分解経路及び分解遺伝子の解明
武尾 正弘1, 山本 健太1, 園山 雅史1, 宮永 佳奈1, 神原 奈那1, 本田 航一1, 長尾 亮佑1, 加藤 太一郎2, 根来 誠司1

1兵庫県大院・工, 2鹿児島大院・理工

***P-024 木材腐朽菌による加硫ゴムの分解
佐藤 伸
公立鳥取環境大・環境学部

*P-025 投入原料の異なる各種コンポストの硫化水素除去能の違いと微生物叢解析
Abinubli Tariswafi Mawarid1, 酒井 康輝1, 4, 長谷川 泰久2, 佐藤 剛一2, 葉坂 勝4, 佐藤 真哉3, 横田 明1, 阿部 敬悦1, 矢部 修平1

1東北大院・農, 2産総研・化学プロセス, 3仙台環境開発株式会社, 4株式会社県南衛生工業ハザカ研

***P-026 高濃度クロロエチレン類による嫌気的脱塩素分解および硫酸還元・発酵への影響
吉川 美穂, 張 銘
産総研・地圏資源環境

**P-027 バイオオーグメンテーションによる塩素化エチレン類汚染土壌におけるメタゲノム情報に基づく生態系影響評価
綿引 沙織1, 2, 木村 信忠1, 2, 山副 敦司3, 三浦 隆匡3, 野田 尚宏4, 松倉 智子4, 高畑 陽5, 野尻 秀昭6, 福田 雅夫7

1筑波大院・生, 2産総研・生物プロセス, 3NITE, 4産総研・バイオメディカル, 5大成建設, 6東大・生セ, 7長岡技大・生物

P-028 揮発性有機塩素化合物の嫌気的脱塩素化と細菌動態への温度影響
鈴木 市郎1, 2, 田 小維2, 木村 遼一1, 長谷川 愛3, 山崎 祐二3, 小林 剛2, 4

1横国大・院工, 2横国大・リスク共生セ, 3（株）竹中工務店, 4横国大・院環

P-029 有機塩素系農薬ダコニールを分解する微生物の単離と分解条件
八田 貴, 松原 光悦
岡山理大・工・生命医療

*P-030 回転型スラリーバイオリアクタを用いた低温条件における油汚染土壌浄化の高速化
浦田 智宇1, 三好 佑奈2, 新谷 政己1, 2, 金原 和秀1, 2

1静大院・総合技科, 2静大・工

*P-031 Swarming運動の評価による染料脱色能力の高い微生物の選別方法
山下 美雪1, 山梨 由布1, 宮﨑 有希2, 伊藤 司1

1群馬大・院理工, 2群馬大・理工

P-032 水銀耐性Bacilliの分布および存在量の把握に向けた定量PCR法の検討
松井 一彰1, 鈴木 孝司1, 簡 梅芳2, 遠藤 銀朗3

1近畿大・理工, 2東北大・院環境, 3東北学院大・工



***P-033 アプタマーを用いた混合微生物の品質管理技術の開発
小林 隆一, 内野 佳仁, 川﨑 浩子
NITE・NBRC

EE：極限環境 Extreme Environment
*P-034 海洋単離株FT01は鉄飢餓にバイオフィルムを形成し, ステンレスを腐食することで生育を可能とする

渡辺 宏紀1, 稲葉 知大2, 尾花 望3, 宮野 泰征4, 野村 暢彦3

1筑波大・院生命環境, 2産総研・環境管理, 3筑波大・生命環境, 4秋田大・院理工

P-035 富山市と横浜市で粒径別に採取した大気試料中の細菌・真菌密度
嶋田 崇志1, 上野 菜々子1, 佐野 由実1, 梅田 知子2, 小山 慎一2, 喜多 加代子2, 酒徳 昭宏1, 加賀谷 重浩1, 中村 省吾1, 田中 大祐1

1富山大・院理工, 2ムラタ計測器サービス(株)

P-036 高圧損傷枯草菌の回復過程における遺伝子発現プロファイル
稲岡/Inaoka 隆史/Takashi1, Nguyen Thi Minh Huyen1, 中井 雄治2, 森松 和也3, 木村 啓太郎1, 中浦 嘉子1, 山本 和貴1

1農研機構・食品研, 2弘前大・食料研, 3愛媛大・農

**P-037 Vertical Distribution of Bacteria in Hot Spring Microbial Mats Based on 16S rRNA Gene Amplicons
Joval N. Martinez1, 2, Marcus Tank1, Satoshi Hanada1, David M. Ward3, Donald A. Bryant4, Vera Thiel1
1Department of Biological Sciences, Tokyo Metropolitan University, Japan, 2Department of Natural Sciences, University of St.
La Salle, Philippines, 3Department of Land Resources and Environmental Sciences, Montana State University, USA,
4Department of Biochemistry and Molecular Biology, The Pennsylvania State University, USA

***P-038 パタゴニアに生息する氷河カワゲラの網羅的腸内細菌叢解析
村上 匠1, 瀬川 高弘2, 竹内 望3, Pedro Labarca4, Gonzalo Barcaza Sepulveda5, 幸島 司郎6, 本郷 裕一1

1東工大　生命理工学院, 2山梨大　総合分析実験センター, 3千葉大　院理, 4Centro de Estudios Cientificos, 5Dirección General de
Aguas, 6京大 野生動物研究センター

*P-039 深海環境における鉄鉱物利用微生物生態系の解明
鈴木 優美1, 2, 牧田 寛子2, 光延 聖3, 大橋 優莉4, 高村 岳樹1, 高井 研2

1神奈工大・院工, 2JAMSTEC, 3愛媛大・農, 4静岡県大・院薬食

***P-040 深海底熱水活動域に生息するコスモポリタン微生物の集団ゲノミクス解析
美野 さやか1, 丸山 史人2, 中川 聡3, 4, 牧田 寛子4, 高井 研4, Stefan Sievert5, 澤辺 智雄1

1北大・院水, 2京大・院医, 3京大・院農, 4JAMSTEC, 5WHOI

P-041 雲仙温泉の試料を用いた好熱菌の集積培養と新規好熱菌分離の試み
黒澤 佳子, 黒沢 則夫
創価大学大学院　工学研究科　環境共生工学専攻

***P-042 電極を電子源とした鉄酸化細菌の培養に見る電気栄養的微生物活動の兆候
鹿島 裕之, 牧田 寛子, 山本 正浩, 高井 研
海洋研究開発機構

P-043 Hyperalkaliphiles：蛇紋岩深部流体と地球表層の境界に形成される超アルカリ性生命圏
花田 祐一1, 石井 俊一2, Ana Z. Miller3, José M. Marques3, Kenneth H. Nealson4, 鈴木 志野5

1株式会社マリン・ワーク・ジャパン, 2海洋研究開発機構・海底資源研究開発センター, 3Instituto Superior Técnico, University of
Lisbon, 4Department of Earth Science, University of Southern California, 5海洋研究開発機構・高知コア研究所

P-044 Characteristics of the fatty acid composition in the bathyal Calyptogena clam, C. fausta
Hiroaki Saito
Ishikawa Prefectural University

***P-045 Autotrophic growth of filamentous phototrophic bacteria, Chloroflexus aggregans-like strains
Nanako Kanno, Sakiko Nagashima, Vera Thiel, Satoshi Hanada
Tokyo Metropolitan Univ.

*P-046 東太平洋中央海膨深海底熱水活動域由来の新規好熱性Epsilonproteobacteria
塩谷 泰生1, 佐藤 和叶1, 美野 さやか1, Stefan Sievert2, 澤辺 智雄1

1北大・院水, 2WHOI

*P-047 Detection of new members of Chloracidobacterium in hot spring microbial mats from Bulgaria and Japan
Yoshiki Shirotori1, Satoshi Hanada1, Michal Koblížek2, Donald A Bryant3, 4, Marcus Tank1
1Tokyo Metropolitan Univ., 2Center Algatech, 3Pennsylvania State Univ., 4Montana State Univ.

*P-048 新規Moritella sp. F1・F3株の同定及びF1株由来好圧性リパーゼII遺伝子の大腸菌での発現
清水 拓真1, 下川 賢大1, 岡井 公彦1, 浦野 直人1, 関口 峻允1, 2, 能木 裕一2, 加藤 千明2, 石田 真巳1

1東京海洋大学, 2国立研究開発法人　海洋研究開発機構（JAMSTEC）

*P-049 Moritella sp．F1好圧性リパーゼとF3非好圧性リパーゼの一次構造と組換え酵素の性質の比較
木暮 梨花1, 清水 拓真1, 岡井 公彦1, 浦野 直人1, 加藤 千明2, 石田 真巳1

1東京海洋大学, 2国立研究開発法人　海洋研究開発機構（JAMSTEC）

*P-050 好熱性クレンアーキアが持つ2つのリバースジャイレースのUV応答への関与
鈴木 匠爾, 黒沢 則夫
創価大・工学院



*P-051 Thermus thermophilusにおける16S rRNA遺伝子の水平伝播実験
泊口 菜月1, 玉腰 雅忠2, 玉木 秀幸3, 宮崎 健太郎3, 4

1東洋大・生命科学, 2東薬大・生命科学, 3産総研・生物プロセス, 4東京大・新領域

P-052 A closer look at psychrophilic microalgae and its associated bacteria from alpine snowfields
Mia Terashima, Kazuhiro Umezawa, Hisaya Kojima, Shoichi Mori, Manabu Fukui
Hokkaido University, Institute of Low Temperature Science

P-053 膜小胞生産性低温適応細菌による膜タンパク質分泌機構の解明と応用
川本 純1, Chen Chen1, 横山 文秋1, 河合 総一郎1, 今井 友也2, 栗原 達夫1

1京都大学化学研究所, 2京都大学生存圏研究所

FE：森林生態系 Forest Ecosystem
*P-054 シイタケ(Lentinula edodes)ホダ木内の菌体バイオマスと分解呼吸速度との関係

桒山 知子1, 上村 真由子1, 丸山 温1, 小松 雅史2, 山口 宗義2

1日大・森林資源, 2森林総研

P-055 Selective lignin decomposition and N mineralization in forest litter colonized by Clitocybe sp.
大園 享司1, 保原 達2, 菱沼 卓也3, 東 順一3

1同志社大学理工学部, 2酪農学園大学, 3京都大学大学院農学研究科

***P-056 菌類メタバーコーディングによる河川水中の菌類相評価
松岡 俊将1, 佐藤 博俊2, 原田 憲3, 片野 泉4, 土居 秀幸1

1兵庫県立大・シミュレーション, 2龍谷大・理工, 3兵庫県立大・環境人間, 4奈良女子大・理

P-057 外生菌根菌キツネタケの菌根に生息する細菌フロラ
小長谷 啓介
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所

*P-058 ヤクタネゴヨウ人工林の外生菌根菌群集
杉山 賢子, 村田 政穂, 奈良 一秀
東大 新領域

P-059 スギ黒点病菌散布の土壌菌類群集への影響
升屋 勇人1, 菊地 泰生2, 市原 優3, 相川 拓也1

1森林総研・東北, 2宮崎大・医, 3森林総研・関西

*P-060 木材腐朽菌のCs吸収特性を利用した森林土壌のCs回収の可能性
佐藤 優平1, 立石 貴浩2, 小藤田 久義2, 石川 奈緒3, 颯田 尚哉2, 築城 幹典2

1岩手大学大学院総合科学研究科, 2岩手大学農学部, 3岩手大学理工学部

P-061 日本国内におけるトリュフ発生地の土壌環境条件
古澤 仁美1, 木下 晃彦1, 仲野 翔太1, 野口 享太郎2, 小長谷 啓介1, 山中 高史1

1森林総合研究所, 2森林総合研究所・東北支所

**P-062 森林における土壌細菌群集の機能と復元性に下層植生が及ぼす影響
執行 宣彦1, 平尾 聡秀1, 梅木 清2

1東大・秩父演習林, 2千葉大・院園芸

P-063 積雪下におけるトドマツ落葉中の菌類相とその分解能力
橋本 靖, 平野 春花
帯広畜産大・環境農学

**P-064 Island biogeography of ectomycorrhizal fungi in Pinus luchuensis forests over Ryukyu Islands
Helbert Helbert1, Misa Itoh1, Yoshie Terashima2, Kazuhide Nara1
1Dept. of Natural Environmental Studies, The University of Tokyo, 2Tropical Biosphere Research Center, University of the
Ryukyus

P-065 国内ヤチダモ落枝葉から単離された Hymenoscyphus fraxineus のviridiol 産生能
若菜 大悟1, 武田 尚1, 細江 智夫1, 山岡 裕一2, 岡根 泉2, 出川 洋介2, 阿部 淳一2, 細矢 剛3, 升屋 勇人4

1星薬大, 2筑波大, 3国立科学博物館, 4森林総研

**P-066 マイクロサテライトマーカーを用いたブナ科樹木の根部に定着するビョウタケ目菌の集団構造解析
中村 慎崇, 田中 千尋, 竹内 祐子
京都大・院農

P-067 環境微生物による複合的な腐朽の初期段階にある木材に対するシロアリの侵入と消化の定量的解析
木原 久美子1, 2, 中川 喬文1, 山田 明徳3, 吉村 剛4

1熊本高専・生物化学システム工学科, 2理研・CSRC, 3長崎大学・水産環境科学, 4京大・生存圏

GI：ゲノム・分子生物学 Genomics and Molecular Biology
P-068 放射性セシウム低吸収性ヒラタケの作出

砂川 政英1, 平出 政和1, 森下 敏和2, 大橋 洋二3

1森林総研, 2農研機構, 3栃木県林業センター

P-069 タモギタケのエルゴチオネイン高含量突然変異体スクリーニングに向けたTILLING系の確立



東 智則1, 米山 彰造1, 佐藤 真由美1, 浦木 奈美2, 松本 晃幸2

1道総研・林産試, 2鳥取大・農学部

***P-070 Cellulomonas sp. D3a 株におけるカルコゲンオキシアニオン還元機構の解析
戸部 隆太1, 名田 イサナ1, 田島 寛隆1, 広瀬 有2, 今井 友也3, Prakash Tejo N. 4, 三原 久明1

1立命大・生命, 2豊橋技科大・環境生命工学, 3京都大・生存研, 4Thapar Univ.・Sch. Energ. Environ

*P-071 Bacillus sp. NTP-1 株における新規テルル酸還元酵素の同定とその機能解析
葛野 侑香1, 生田 帆河1, 西田 亮1, 戸部 隆太1, 広瀬 侑2, Prakash Tejo N. 3, 三原 久明1

1立命大・生命, 2豊橋技科大・環境生命工学, 3Thapar Univ.・Sch. Energ. Environ.

*P-072 汽水湖から分離培養されたSpirobacillus sp. RF1110005株のゲノム解析
前島 由明1, 村口 雄亮1, 森内 良太2, 道羅 道夫2, 金原 和秀1, 新谷 政己1

1静大院・総合科技, 2静大・グリーン研

P-073 国内産アーバスキュラー菌根菌Rhizophagus clarus HR1株の新規ゲノム解析
小林 裕樹1, 2, 前田 太郎1, 2, 山口 勝司3, 亀岡 啓1, 2, 田中 幸子1, 2, 江沢 辰広4, 重信 秀治3, 5, 川口 正代司1, 2, 5

1基生研・共生システム, 2JST ACCEL, 3基生研・機能解析セ, 4北大・農, 5総研大

**P-074 Complete Genome Analysis of Diverse Carbazole-Degrading Bacteria
Felipe Vejarano1, Chiho Suzuki-Minakuchi1, Yoshiyuki Ohtsubo2, Masataka Tsuda2, Kazunori Okada1, Hideaki Nojiri1
1Biotechnology Research Center, The University of Tokyo, 2Department of Environmental Life Sciences, Tohoku University

P-075 Functional characterization of rubber degradation enzyme genes from a Nocardia rubber degrader.
DAO VIET LINH, DAISUKE KASAI, MASAO FUKUDA
Department of Bioengineering, Nagaoka university of technology

P-076 ビフェニル分解特性を高頻度に転移・欠失する P. putida KF715 株のゲノム再編成能に寄与する遺伝因子
藤原 秀彦1, 中尾 桜1, 東 沙紀1, 末永 光2, 木村 信忠3, 渡邊 崇人4, 廣瀬 遵5, 二神 泰基6, 後藤 正利7, 古川 謙介1

1別府大・食物, 2産総研・創薬基盤, 3産総研・生物プロセス, 4京大・生存研, 5宮崎大・工, 6鹿大・能, 7佐賀大・農

*P-077 Transcriptomic analysis of aerobic and anaerobic benzene degradative genes of Azoarcus sp. DN11
Allan Arciaga Devanadera1, Chiho SUZUKI-MINAKUCHI1, Yuki KASAI2, Yoh TAKAHATA3, Kazunori OKADA1, Hideaki NOJIRI1
1The Univ. of Tokyo, 2Chuo Univ., 3Taisei Corp.

*P-078 pCAR1由来カルバゾール分解系遺伝子群の一細胞での発現解析
山本 夏実, 高比良 早紀, 水口 千穂, 岡田 憲典, 野尻 秀昭
東京大・生物工学セ

**P-079 クロロ安息香酸分解細菌における転写調節機構の包括的解明に向けたトランスクリプトーム解析
森内 良太1, 2, 道羅 英夫1, 小川 直人2, 3

1静大・グリーン研, 2岐阜大院・連合農, 3静大院・農

*P-080 PCB分解細菌Acidovorax sp. KKS102株のカタボライト調節に関わる二成分調節系制御因子についての解析
佐々木 春菜, 永田 裕二, 津田 雅孝, 大坪 嘉行
東北大・院生命

P-081 大腸菌Csrシステムにおける小分子RNA CsrBの分解制御
天木 拓海1, 坂井 航1, 山田 竣太2, 飯田 和奏2, 渡邉 剛志1, 2, 杉本 華幸1, 2, 鈴木 一史1, 2

1新潟大院・自然科学, 2新潟大・農・応生化

**P-082 Burkholderia multivorans における鉄硫黄クラスター生合成遺伝子群の転写制御因子IscRの解析
野々山 翔太, 大坪 嘉行, 永田 裕二, 津田 雅孝
東北大・院生命

**P-083 土壌細菌Burkholderia multivoransの土壌環境適応メカニズムの経時的解析
田上 諒, 西山 依里, 大坪 嘉行, 永田 裕二, 津田 雅孝
東北大・院生命

*P-084 好気・微好気・嫌気条件下におけるプラスミドの接合伝達性と宿主域の解析
柳谷 洸輔1, 井上 謙吾2, 水口 千穂3, 野尻 秀昭3, 大熊 盛也4, 金原 和秀1, 新谷 政己1, 4

1静大院・総合科技, 2宮崎大・農, 3東大・生物工学セ, 4理研・BRC-JCM

*P-085 Paracoccus denitrificansにおけるプロファージ遺伝子を介したメンブレンベシクル生産機構
安田 まり奈1, 豊福 雅典2, 森永 花菜1, 尾花 望2, 野村 暢彦2

1筑波大学・生命環境科学研究科, 2筑波大学・生命環境系

***P-086 枯草菌ファージPBSX誘導機構の解析
山本 達也, 野村 暢彦
筑波大学生命環境系

*P-087 Species diversity of the giant virus family Megaviridae
李 岩沢1, Pascal Hingamp2, 綿井 博康3, Romain Blanc-Mathieu1, 吉田 天士3, 緒方 博之1

1京都大・化研, 2CNRS, IGS UMR 7256, Aix-Marseille Université, 3京都大・院農

**P-088 Diversity of root microbiome among 20 plant families:are there any assemble rules in root microbiome
Boxi Wang1, Syu-ichi Sugiyama2
1岩手大学連合農学, 2弘前大学農学生命科学部



**P-089 微生物の環境収容力を最適化する進化実験系の構築
小森 隆弘1, 津留 三良2

1大阪大・院情報, 2東京大・院理

P-090 Zymomonas mobilis TISTR 548 における耐熱化に寄与する遺伝的変異の解析
高坂 智之1, 2, 山下 舞子3, 中島 康之3, 松谷 峰之介1, 山田 守1, 2

1山口大院・創成科学, 2山口大中高温微生物センター, 3山口大院・医学系

*P-091 超好熱性クレンアーキアSulfolobus acidocaldariusの形質転換条件の検討
大島 直人, 鈴木 匠爾, 黒沢 則夫
創価大・院環境

P-092 高度好熱菌 Thermus thermophilus HB27 の ferritin-like protein 遺伝子の発現解析
小林 幸平1, 小池 春奈1, 時下 進一2, 太田 敏博2

1東京薬科大学・院生命, 2東京薬科大学・応用生命

**P-093 隔壁孔キャップの平行進化と相関のあるアミノ酸置換を持つ遺伝子群の探索
飯塚/Iizuka 朋代/Tomoyo1, 2, 池尾/Ikeo 一穂/Kazuho1, 2
1総研大・遺伝学, 2遺伝研・生命情報

*P-094 乳酸菌Lactobacillus plantarum環境単離株における莢膜多糖の相変異に伴うコロニー形態変化
江橋 由夏1, 河嶋 伊都子1, 尾花 望2, 久保田 浩美3, 清川 達則1, 八城 勢造3, 永井 智3, 野村 暢彦2

1筑波大・院生命環境科学, 2筑波大・生命環境, 3花王・安全性科学研

*P-095 海洋性シアノバクテリアAcaryochloris marinaが青色光光量感知機能をもつ意義
長谷川 万純1, 2, 伏見 圭司2, 及川 雄貴2, 榎本 元3, 池内 昌彦3, 吉澤 晋1, 成川 礼2

1東京大学 大気海洋研究所, 2静岡大学 理学部 生物科学科, 3東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 生命環境科学系

P-096 機能遺伝子を標的としたclick chemistryを用いた新規高感度FISH法におけるAlkyne付加プローブの作製
大野 裕之1, 山口 剛士2, 武邊 勝道2

1松江工業高等専門学校　生産・建設システム工学専攻, 2松江工業高等専門学校　環境・建設工学科

***P-097 硫黄関連代謝化合物の一斉解析「サルファーインデックス解析」による食品の「見える化」
大城 聡, 三浦 雅史, 鈴木 園枝, 大津 巌生
筑波大学・高細精医療イノベーション研究コア

***P-098 大腸菌における硫黄と炭素同化の協調的制御メカニズムの解析
田中 尚志1, 氏本 貴仁2, 齋藤 聡司3, 阿部 哲也3, 大津 厳生1

1筑波大　高細精医療イノベーション研究コア, 2奈良先端大　バイオサイエンス, 3協和発酵バイオ　生産技術研究所

P-099 抗酸化アミノ酸発酵生産における資源循環と機能性アブラナ科作物の創生
城山 真恵加1, 三浦 雅史2, 河野 祐介1, 大津 厳生1

1筑波大・高精細医療イノベーション研究コア, 2奈良先端大・バイオサイエンス

*P-100 メチオニンをシグナルとする嫌気呼吸系遺伝子の発現制御
茂木 久恵, 高妻 篤史, 渡邉 一哉
東薬大・院生命　

IB：界面・バイオフィルム　Interface and Biofilm
*P-101 Paenibacillus属細菌のバイオフィルム形成が芽胞の性質に与える影響

加藤 寛子1, 横山 佳奈2, 尾花 望1, 久保田 浩美2, 八城 勢造2, 永井 智2, 野村 暢彦1

1筑波大院・生命環境, 2花王・安全性科学研

***P-102 光によるバイオフィルム内の環境変化-微生物の増殖と糖の動態に着目して-
土屋 雄揮1, 浅田 智也3, 廣田 絵理奈2, 中尾 春香2, 森崎 久雄2, 3

1日大・生資, 2立命大・生命, 3立命大・院生命

***P-103 時空間的不均一環境において緑膿菌の進化動態を規定する適応形質
山本 京祐1, 2, 草田 裕之2, 鎌形 洋一2, 玉木 秀幸1, 2, 3

1筑波大・生命環境, 2産総研・生物プロセス, 3東大・生セ

**P-104 細菌の分裂活性をもとにした緑膿菌コロニーバイオフィルム内の休止細菌時空間動態の解析
千原 康太郎1, 松本 慎也2, 宮川 聡史1, 常田 聡1

1早大・先進理工・生命医科, 2名大・医・細菌学

P-105 メタン酸化バイオフィルムにおける遺伝子発現解析
高木 善弘, 平山 仙子, 阿部 真理子, 津田 美和子
海洋研究開発機構

**P-106 担体表面の化学処理によるMethanothermobacter thermautotrophicus strain ΔHの付着性向上
梅津 将喜1, 簾内 崇彰2, 福田 康弘1, 中井 裕1, 高橋 英志2, 多田 千佳1

1東北大•院•農, 2東北大•院•環境科学

*P-107 様々な基質表面構造上におけるバイオフィルム形成機構の解析
宮崎 俊1, 清川 達則1, 尾花 望2, 別役 重之2, ANDREW SHINICHI UTADA2, 野村 暢彦2

1筑波大院・生命環境科学, 2筑波大・生命環境系



*P-108 MBRの低有機物負荷による膜ファウリングとバイオフィルム中の微生物群集構造
滝本 祐也, 石田 孝弥, 幡本 将史, 山口 隆司
長岡技大・院

*P-109 Rhodococcus erythropolis PR4 のアルカンとの相互作用に対するMgSO4の影響
田淵 大樹1, 瀧原 速仁2, 砂入 道夫1, 岩淵 範之1

1日大・生資科・応生科, 2新潟大院・医

*P-110 細菌が分泌するベシクルの外部環境変化における特性変動
塩田 拓也, 田代 陽介, 新谷 政己, 二又 裕之, 金原 和秀
静大院・総合科技

P-111 公演中止

MC：物質循環 Material Cycling
*P-112 新規異化的アンチモン還元細菌の単離

飯田 千里1, 山村 茂樹2, 天知 誠吾1

1千葉大学院　園芸学研究科, 2国立環境研究所

**P-113 Nitrospira門に属する新規硫黄不均化細菌の探索
梅澤 和寛, 小島 久弥, 福井 学
北海道大学低温科学研究所

***P-114 アナモックス菌のヒドラジン合成反応
平 大輔1, 北村 龍史1, 中村 照也2, 山縣 ゆり子2, 古川 憲治3, 藤井 隆夫1

1崇城大・生命, 2熊本大・院薬, 3熊本大・院自然

***P-115 温室効果ガス発生への作物体の関与とそこに存在する細菌の多様性
多胡 香奈子1, 徳田 進一2, 大久保 卓1, 早津 雅仁1

1農研機構・農業環境変動研究センター, 2農研機構・西日本農業研究センター

***P-116 結晶性酸化鉄を電子受容体とした嫌気的メタン酸化菌の集積培養系の構築
斎藤 弥生1, 青柳 智1, 羽部 浩1, 鎌形 洋一2, 堀 知行1

1産総研・環境管理, 2産総研・生物プロセス

***P-117 笹侵食湿地土壌においてメタン生成菌と基質競合する嫌気酢酸酸化微生物の同定
青柳 智1, 2, Cuong Tu Ho3, 成廣 隆4, 眞弓 大介5, 尾形 敦1, 羽部 浩1, 堀 知行1

1産総研・環境管理, 2石巻専修大, 3VAST, 4産総研・生物プロセス, 5産総研・地圏資源

*P-118 付加体の温泉付随ガスと地下圏微生物を対象とした基盤研究による川根温泉メタンガス発電システムの創成
荻 祐太朗1, 松下 慎2, 木村 浩之3

1静岡大・院総合, 2静岡大・創造院, 3静岡大・グリーン研

*P-119 新規海洋性DMS資化性菌の諸性質の解析
渡辺 涼介1, 高橋 智1, 賀川 一郎2, 木村 一平2, 羽部 浩3, 布施 博之2

1芝工大・院, 2芝工大, 3産総研

MT：方法論・バイオインフォ Methodology and Bioinformatics
*P-120 トピックモデルを用いたヒト腸内細菌メタゲノム解析

細田 至温1, 2, 西嶋 傑2, 3, 5, 福永 津嵩1, 4, 服部 正平3, 5, 浜田 道昭1, 2, 6

1早稲田大学大学院 先進理工学研究科 電気・情報生命専攻, 2産総研・早大 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラト
リ（CBBD-OIL）, 3東京大学大学院 新領域創成科学研究科, 4日本学術振興会特別研究員, 5早稲田大学 理工学術院 先進理工学研究科, 6日本
医科大学 医学研究科

P-121 機械学習によるDNA配列からのBioSample生態関連属性値の注釈予測
神沼 英里1, 藤澤 貴智1, 林 史1, 西澤 達也2, 中村 保一1, 小笠原 理1

1遺伝研・生命情報　, 2情報数理バイオ

***P-122 ピコグラム環境DNAからのメタゲノムライブラリー構築と実験テクニック
平井 美穂, 西 真朗, 津田 美和子, 高木 善弘, 布浦 拓郎
海洋研究開発機構

P-123 スーパークリーン技術を用いた実験環境下におけるDNA汚染の影響評価
寺田 武志1, 諸野 祐樹2, 星野 辰彦2, 鈴木 剛人3, 佐藤 卓広3, 湯浅 久史3, 久保田 裕仁3, 稲垣 史生2

1株式会社マリン・ワーク・ジャパン, 2JAMSTEC・高知コア研, 3興研株式会社

**P-124 CTC 法と機能性核酸分子によるアンモニア酸化細菌の特異的検出法の開発
萩原 達也1, 川上 周司2, 山田 剛史1

1豊橋技術科学大学　環境生命・工学系, 2阿南工業高等専門学校　創造技術工学科　建築コース

***P-125 HCR法及びclick chemistryを用いた微生物の視覚的検出技術の開発
山口 剛士1, 木村 圭祐2, 川上 周司3, 武邊 勝道1, 山口 隆司4

1松江高専・環境･建設工学科, 2松江高専・生産･建設システム専攻, 3阿南高専･創造技術工学科, 4長岡技科大･環境社会基盤工学課程

***P-126 蛍光基質を用いたエーテル化合物分解菌分離法の検討
田中 重光, 佐藤 博文, 永尾 寿浩



阪技術研

*P-127 発熱を指標とした微生物増殖過程の自動計測とその応用
青木 奈緒子1, 真本 祐太1, 折口 菜都希2, 三宅 英雄1, 田中 晶善1

1三重大・院生資, 2三重大・生資

*P-128 キチン分解能を指標とした選択的寄生菌分離方法の確立
岩崎 弘夢1, 野中 健一1, 2

1北里大・院感染制御, 2北里大・生命研

***P-129 担子菌に関するL-乾燥法の研究その2
佐藤 真則1, 猪野 悠梨佳1, 稲葉 重樹2, 中桐 昭3

1NITE・特許微生物寄託センター, 2NITE・NBRC, 3鳥取大・菌類きのこ遺伝資源研究センター

*P-130 新しい抗菌薬としてのアンチセンス核酸
木野 裕太, 中島 信孝
東京工業大学生命理工学系生命理工学院生命理工学コース

PG：生理・代謝・増殖 Physiology and Metabolism
P-131 DNB細菌再訪：塩感受性の分子的背景

服部 黎子, 服部 勉
アチックラボ

P-132 光に応答する葉面細菌の探索
井口 博之, 金ヶ崎 三千翔, 杉本 英史, 田口 和真
京都学園大・バイオ環境

***P-133 家畜ふん堆肥に由来するアンモニア酸化古細菌の生理学的特性
馬場（森） 裕美1, 2, 多田 千佳1, 福田 康弘1, 三宅 克英2, 馬場 保徳2, 中井 裕1

1東北大・院農, 2石川県大・資源研

***P-134 レアアース利用性・要求性メタン酸化細菌の集積培養と純粋分離
加藤 創一郎1, 2, 高篠 素子1, 五十嵐 健輔1

1産総研・生物プロセス, 2北大・農学院

*P-135 リグニン由来化合物を変換して生産されるベンゼン環構造を含まない新規有機蛍光物質の構造解析
坂野 優稀1, 砂入 道夫1, 松藤 寛2, 岩淵 範之1

1日大・生資科・応生科, 2日大・生資科・食生科

P-136 フッ素化合物代謝遺伝子btf遺伝子の異種発現による解析
岩井 伯隆, 佐々野 晴香, 矢野 憲一, 和地 正明
東工大　生命理工学院

*P-137 薬用菌糸体Fuscoporia obliquaの培養
長山 純子, 藤川 大智, 齋藤 貴
神奈川工大・工

**P-138 糸状菌 Pochonia sp. FKI-7537 株より得られた新規抗酸化物質 pochoniolides について
宮野 怜1, 松尾 洋孝2, 野中 健一2, 稲橋 佑起2, 庭野 吉己3, 塩見 和朗2, 高橋 洋子2, 大村 智2, 中島 琢自2

1北里大院・感染制御, 2北里大・生命研, 3東北大院・歯

*P-139 Trichoderma harzianum THIF08株の大気硫黄化合物、硫化カルボニル、を硫黄源とする新規同化経路
正木 啓仁2, 小坂 優介3, 松下 保彦4, 片山 葉子1

1農工大・院農学・物質循環環境科学専攻, 2農工大・院農学・物質循環環境科学専攻・(現,NITE), 3農工大・農学・環境資源科学科, 4農工
大・学術研究支援総合センター

**P-140 Comparative analysis of alkylphenol degradation genes in Sphingobium amiense and Sphingobium cloacae
Mina Ootsuka1, Yoko Yoshioka-Ikunaga1, Tomoyasu Nishizawa2, Morifumi Hasegawa2, Yasurou Kurusu2, Hiroyuki Ohta2
1United Graduate School of Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture and Technology, 2Ibaraki University College
of Agriculture

P-141 Aeromonas hydrophilaにおけるシデロフォアを介する鉄獲得機構の解析
舟橋 達也1, 井戸 友梨1, 田邊 知孝1, 宮本 勝城2, 辻坊 裕2, 山本 重雄1

1松山大・薬・衛生化学, 2大阪薬大・微生物学

P-142 外来パントテン酸キナーゼ遺伝子の大腸菌ゲノムへの導入によるコエンザイムA生合成経路の強化
根岸 剛志1, 西澤 智康2, 三浦 隆匡3, 長南 茂2

1茨城大・院農, 2茨城大・農, 3NITE・NBRC

*P-143 ldhA発現による大腸菌persister形成と中心代謝経路の関係
山本 尚輝1, 一色 理乃1, 河合 祐人1, 松本 慎也2, 常田 聡1

1早大・院先進理工, 2名大・医細菌学

**P-144 ロドプシンを保有するUltra-small actinobacteriaの光利用戦略
中島 悠, 吉澤 晋, 木暮 一啓
東京大学　大気海洋研究所　生物遺伝子変動分野

**P-145 硝化細菌におけるストレス応答機構の解明: Toxin-antitoxin機構はなぜ必要なのか？



宮本 龍樹1, 2, 横田 亜紀子2, 大田 悠里1, 2, 常田 聡1, 野田 尚宏1, 2

1早大・院先進理工, 2産総研・バイオメディカル

**P-146 硝化菌単一菌株集団でみられる形態と増殖能の不均一性
一色 理乃1, 藤谷 拓嗣1, 2, 田中 大器2, 関口 哲志2, 常田 聡1, 2

1早大　院先進理工, 2早大　ナノ・ライフ創新研究機構

P-147 Sphingobium sp. BD3100株のベルベリン脱メチレン化酵素の誘導性
武田 尚1, 若菜 大悟1, 宮内 啓介2, 細江 智夫1

1星薬大, 2東北学院大

***P-148 深海由来糸状菌を探索源とした physichochemical screening による新規物質の探索
松尾 洋孝1, 2, 野中 健一1, 2, 長野 由梨子3, 藤倉 克則3, 高橋 洋子1, 大村 智1, 中島 琢自1, 2

1北里大・生命研, 2北里大・院感染制御, 3海洋開発研究機構

***P-149 細菌が放出する膜小胞の高速原子間力顕微鏡（高速AFM）観察
菊池/Kikuchi 洋輔/Yousuke1, 清川 達則2, 森永 花菜2, 諏佐 勇磨2, 安田 まり奈2, 奥脇 響3, 相馬 隆光3,
尾花 望3, 豊福 雅典3, 野村 暢彦3, 古寺 哲幸1, 安藤 敏夫1, 福森 義宏1, 田岡 東1

1金沢大・理工, 2筑波大・院生命, 3筑波大・生命

*P-150 ゲノムから推定する遅増殖性Nitrotogaの活性促進因子
石井 拳人, 藤谷 拓嗣, 常田 聡
早大・院生医

*P-151 難培養性微生物Nitrospiraの休眠現象
寺地 裕康1, 村上 千穂1, 金田一 智規1, 大橋 晶良1, 青井 議輝2

1広島大・院工, 2広島大・院先端

***P-152 難培養微生物Nitrospiraの増殖促進・覚醒に関与する因子の解明
村上 千穂1, 金田一 智規1, 大橋 晶良1, 町田 光史2, 中尾 洋二2, 青井 議輝3

1広島大・院工, 2早稲田大・院理工, 3広島大・院先端

*P-153 アンコール遺跡バイヨン寺院の石材劣化における
コウモリグアノ及びイオウ酸化微生物の寄与
中村 聡美1, 古賀 雅貴1, 龍田 典子1, 上野 大介1, 片山 葉子2, 染谷 孝1

1佐賀大・農, 2東京農工大・農

P-154 微生物が生産する揮発性有機化合物の農業利用に向けた基礎的研究
米田 奈央, 江邉 正平, 大池 達矢, 松川 哲也, 岡南 政宏, 梶山 慎一郎, 阿野 貴司
近畿大・院生物理工

*P-155 ポリヒドロキシアルカン酸を生成する微生物株の分離
齋藤 樹1, 久保 響子2, 斎藤 菜摘2

1鶴岡高専・専攻科・生産システム工学専攻, 2鶴岡高専・創造工学科

**P-156 Shewanella oneidensis MR-1株におけるD-乳酸代謝系の発現制御機構
笠井 拓哉, 高妻 篤史, 渡邉 一哉
東薬大・院生命

**P-157 Shewanella oneidensis MR-1株におけるピルビン酸異化代謝経路の酸化還元電位依存性
廣瀬 篤弥, 高妻 篤史, 渡邉 一哉
東薬大・院生命

*P-158 微生物バイオマスとしての超低栄養性細菌の有効利用
松岡 友洋, 新谷 政己, 金原 和秀, 吉田 信行
静大院・総合科技

*P-159 シアノバクテリアSynechococcus elongatus PCC 7942におけるSSBタンパク質のDNA損傷ストレス応答機構の解析
栗原 亜実1, 大林 龍胆2, 吉川 博文1, 渡辺 智1

1東農大・バイオ, 2国立遺伝研

*P-160 白神山地などの自然環境に生息するSaccharomyces cerevisiaeの高効率分離の検討
横山 心結, 森山 裕理子, 殿内 暁夫
弘前大・院・農

P-161 極貧栄養環境での生育能を獲得した好気性従属栄養細菌突然変異株の解析
稲葉 慎之介, 加藤 広海, 大坪 嘉行, 津田 雅孝, 永田 裕二
東北大・院生命

*P-162 シアノバクテリアにおけるフィコビリソームの人工改変
川口 毅1, 渡辺 智1, 成川 礼2, 板谷 光奏3, 吉川 博文1

1東農大・バイオ, 2静岡大・理, 3慶應大・先端生命研

**P-163 合成微生物生態系における異属菌株の共存と代謝
鈴木 研志1, 本荘 雅宏2, 西村 朋香3, ファティマ アズワニ4, 田代 陽介2, 二又 裕之2, 5

1静大院・自然科学系教育部, 2静大院・総合科技, 3静大・工, 4Instit. Trop. Agr. Univ. Putra Malaysia, 5静大・グリーン研

P-164 酢酸生成菌による固体状酸化鉄の還元とその機構解明
五十嵐 健輔, 加藤 創一郎



産総研　生物プロセス

***P-165 シアノバクテリアにおける高温適応進化実験の試み
兼崎 友1, 樋山 智恵美2, 宮澤 和己2, 渡辺 智2, 吉川 博文2

1東京農業大学・ゲノムセンター, 2東京農業大学・生命科学

P-166 陸棲藍藻の培養方法の検討
加藤 浩
三重大学　地域イノベーション推進機構　先端科学研究支援センター　植物機能ゲノミクス部門

*P-167 Desulfovibrio sp. HK-II株の細胞外電子伝達
安藤 翔太1, 由井 嵐士1, 片桐 美紀2, 田代 陽介1, 二又 裕之1, 3

1静大院・総合科技, 2静大・工, 3静大・グリーン研

**P-168 津波堆積物に由来する海洋性硫黄酸化細菌の生理的性質とCOS分解
猪原 英之1, 堀 知行2, 青柳 智3, 高崎 みつる3, 片山 葉子4

1東京農工大・院連合農学, 2産総研・環境管理, 3石巻専修大・理工, 4東京農工大・院農

P-169 Characterization of Bradyrhizobium oligotrophicum nirK and nirS genes under denitrifying conditions
Cristina Sanchez Gomez, Kiwamu Minamisawa
Tohoku University

**P-170 Bradyrhizobium japonicum and B. diazoefficiens differ in anaerobic nitrate reduction
Arthur Fernandes Siqueira, Cristina Sánchez, 南澤 究
Graduate School of Life Sciences, Tohoku University, 2-2-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577, Japan

P-171 微細な凹凸表面構造を形成した寒天培地上での微生物の増殖制御
内山/Uchiyama 茂/Shigeru1, 礒島/Isoshima 隆史/Takashi2, 中村/Nakamura 振一郎/Shinichiro1
1理研・中村特別研究室, 2理研・伊藤ナノ医工学研究室

*P-172 好塩性アーキアにおける嫌気的呼吸の発現制御メカニズムの網羅的解析
小栁/Koyanagi 勇/Isamu1, 藤原 健智2

1静岡大大学院総合科学技術研究科理学専攻生物科学コース, 2静岡大学創造科学技術大学院自然科学系教育部環境エネルギーシステム専攻

**P-173 Growth phenotype analysis of heme synthetic enzymes in a halophilic archaeon, Haloferax volcanii
荒木 琢磨1, 小杉 直樹2, 藤田 純平3, 田中 達2, 藤原 健智1

1静岡大・創造科学技術大学院, 2静岡大・院・理学研究科, 3静岡大・理学部

P-174 Aspergillus oryzae実用株における菌核形成条件の検討
倉品/Kurashina 佐武郎/saburo, 亀田/Kameda 晋矢/Shinya
株式会社 菱六 研究室

P-175 インドネシアの大豆発酵食品テンペからの乳酸菌の分離と抗菌物質の探索
栗栖 萌1, 黒沢 則夫1, Antonius Suwanto2
1創価大学大学院 工学研究科 環境共生工学専攻, 2Department of Biology, Faculty of Science and Mathematics, Bogor Agricultural
University, Bogor, Indonesia.

P-176 乳酸酸性下における乳酸菌と酵母の共凝集現象の検討
平井 智美, 近藤 陽香, 川澄 俊之
日本女子大・食物

PH：公衆衛生 Public Health
***P-177 家庭用エアコンの微生物群集構造解析

畑山 耕太1, 及川 夕里香2, 伊藤 博之1, 3

1相模中研, 2北里大・理, 3東ソー

P-178 培養検査およびアンプリコンシーケンス解析で検出された室内微生物叢の比較
窪崎 敦隆1, 渡辺 麻衣子1, 野地 歩2, 吉成 知也1, 久保 文1, 南 千紘1, 小林 直樹2, 小西 良子2, 石毛 太一郎3, 佐々木 剛4, 寺嶋 淳1

1国立医薬品食品衛生研究所　衛生微生物部, 2麻布大学　生命・環境科学部　食品生命科学科, 3東京農業大学　生物資源ゲノム解析セン
ター, 4東京農業大学　農学部　バイオセラピー学科

***P-179 携帯型DNAシーケンサーを用いた生活環境の細菌群集構造解析
藤吉 奏, 丸山 史人
京大・院医

P-180 愛知県内下水処理場の流入下水から検出される腸管系ウイルスについて
伊藤 雅1, 安達 啓一1, 廣瀬 絵美1, 中村 範子1, 秦 眞美1, 安井 善宏1, 松本 昌門1, 山下 照夫2, 皆川 洋子1

1愛知県衛生研究所生物学部ウイルス研究室, 2修文大学　健康栄養学部

***P-181 下水再生利用のためのノロウイルス目標除去効率算定に関する研究
伊藤 寿宏1, 北島 正章2, 加藤 毅3, 石井 聡4, 瀬川 高弘5, 岡部 聡2, 佐野 大輔6

1京都大・院医学, 2北大・院工学, 3群馬大・院理工学, 4ミネソタ大・BioTechnology Institute, 5山梨大・総合分析実験センター, 6東北
大・院工学

*P-182 カンピロバクターを生育抑制する菌株の探索
加藤 蒼, 福島 淳, 志村 洋一郎
秋田県立大・生物資源科学



*P-183 ヒト毛髪の異なる採取点・部位に付着する細菌群集構造解析
渡辺 康太1, 西 英二2, 田代 幸寛1, 酒井 謙二1

1九大院・生資環, 2大分科捜研

P-184 擬似微小重力下における細菌間遺伝子水平伝播頻度
青木 純理1, 川端 彩加1, 那須 正夫2, 一條 知昭3

1大阪大・薬, 2大阪大谷大・薬, 3大阪大・院薬

PM：病原微生物 Pathogenic Microbe
**P-185 ボルナウイルスの宿主域を決定する分子機構とその進化的特徴

小森園 亮1, 佐々 悠木子2, 堀江 真行1, 牧野 晶子1, 朝長 啓造1

1京大・ウイルス再生研, 2東京農工大・農

**P-186 persister形成メカニズムに対する培養環境の影響
河合 祐人1, 山本 尚輝1, 凌 一葦2, 奥田 修二郎2, 松本 慎也3, 常田 聡1

1早大・先進理工・生命医科, 2新潟大院・医歯・バイオインフォーマティクス, 3名大・医・細菌学

P-187 本邦の肺非結核性抗酸菌症患者における菌種の地域分布について
南宮 湖1, 2, 倉島 篤行3, 森本 耕三3, 星野 仁彦4, 長谷川 直樹5, 阿戸 学4, 御手洗 聡6

1慶應義塾大学医学部呼吸器内科, 2永寿総合病院呼吸器内科, 3結核予防会複十字病院, 4国立感染症研究所, 5慶應義塾大学医学部感染制御セ
ンター, 6結核予防会結核研究所

**P-188 Clostridium perfringensの代謝同調的な内在性クオラムクエンチング機構の実態解明
安達 桂香1, Singh Pal Ravindra1, 大谷 郁2, 園元 謙二1, 中山 二郎1

1九大院・農, 2ミヤリサン製薬

*P-189 口腔内細菌のバイオフィルムにおけるインドールを介した相互作用の可能性
井上 紗智1, 稲葉 知大2, 尾花 望3, 泉福 英信4, 野村 暢彦3

1筑波大・院生命環境, 2産総研・環境管理, 3筑波大・生命環境, 4感染研・細菌１

P-190 マウス肺炎菌、Filobacterium rodentiumの環境依存性群構造変化
池 郁生
理研・BRC実験動物開発室

*P-191 緑膿菌バイオフィルムにおける自然突然変異株出現の三次元解析
伊澤 徹1, 豊福 雅典2, 清川 達則1, 楊 佳約1, 尾花 望2, 野村 暢彦2

1筑波大院・生命環境科学, 2筑波大・生命環境系

*P-192 緑膿菌の内膜-外膜小胞産生に関わる因子に関する研究
高野 恵, 大桃 惇也, 志村 洋一郎, 福島 淳
秋田県立大学生物資源科学部微生物学研究室

P-193 植物が分泌する芳香族カルボン酸やフラボノイド類が青枯病菌の走化性に及ぼす影響
長谷川 琢也1, 井樋 千絵2, 岡部 淳2, 加藤 雄亮2, 川出 洋1, 夏目 雅裕1

1東農工大・連農, 2東農工大・院農

*P-194 薬用ニンジン忌地症状におけるPCR-SSCP解析並びに菌根菌共生による早期・高品質苗養成
平木 裕磨1, 松原 陽一2, 生澤 俊朗3

1岐阜大・院・自然科学技術, 2岐阜大・応用生物, 3（株）朝日生薬

**P-195 抗生物質Benanomicin Aで調製したCandida krusei細胞壁マンナン-タンパクのアルカリ不安定糖鎖について
倉岡 卓也, 石山 明人, 緒方 裕季恵, 松尾 優香, 小山田 浩子, 小川 由起子, 小林 秀光
長崎国際大・薬

*P-196 モスアイフィルムの抗菌効果の検証
オズミンスキー 真理1, 西山 恭子1, 箕浦 潔2, 山田 美穂2, 溝口 貴士2, 金子 俊博2, 腰塚 哲朗1, 和田 郁夫3,
錫谷 達夫1

1福島県立医科大学微生物学講座, 2SHARP株式会社, 3福島県立医科大学細胞科学研究部門

PP：植物病理 Plant Pathology
P-197 八重山群島で見出されたラベネリア科サビキン２種の生活環

小野 義隆
ブレインツリー・バイオテクノロジー研究所

***P-198 「植物の守り菌」－ 日本産Pseudomonas protegensの探索と機能解析
染谷 信孝1, 諸星 知広2, 久勝 順平2, 海野 佑介3, 窪田 昌春1, 竹内 香純4

1農研機構・野菜花き, 2宇都宮大・院工, 3環科技研, 4農研機構・生物機能

P-199 日本で発生するPhytophthora属菌による重要な疫病と対策の可能性
月星 隆雄1, 芝田 英明2, 村上 要三3, 栗坂 信之2

1農研機構・西日本農研, 2愛媛県農林水産研究所, 3愛媛県病害虫防除所

P-200 日本産薬用作物の主要5品目より分離された植物病原菌類
佐藤 豊三1, 廣岡 裕吏2, 菱田 敦之3, 林 茂樹3, 安食 菜穂子3, 飯田 修3, 川原 信夫3, 田村 隆幸4, 辰尾 良秋5,
村上 芳哉5, 高尾 泰昌5, 黒崎 文也5, 一木 (植原) 珠樹1, 根本 博1



1農研機構・遺資セ, 2法政大・植物医科, 3医薬健栄研・薬植セ, 4富山薬事研・薬植セ, 5富山大・薬用植物園

P-201 還元的消毒土壌から分離した嫌気性細菌株の糸状菌細胞壁分解とホウレンソウ萎凋病菌に対する殺菌効果
上木 厚子1, 大瀧 斉美1, 加来 伸夫1, 石岡 厳2, 竹原 利明2

1山形大・農, 2西日本農研センター

**P-202 Coleosporium属菌4種のアカマツへの感染戦略について
鈴木 浩之, 山岡 裕一
筑波大学生命環境系

P-203 農業生物資源ジーンバンクが保有する植物ウイルス株の特性評価(3)NGSによる網羅的配列解析の有用性
一木 (植原) 珠樹, 大橋 美保, 埋橋 志穂美, 青木 孝之, 澤田 宏之, 永井 利郎, 花田 薫, 薮中 恭子, 杉本 るり子, 中島 比呂美, 熊谷 みどり,
竹谷 勝, 山﨑 福容, 根本 博
農研機構　遺伝資源センター

P-204 ふすまと転炉スラグの施用に伴うネギ黒腐菌核病の発病軽減と土壌細菌群集の変化
森本 晶1, 新村 昭憲2

1農研機構北海道農業研究センター, 2道総研上川農業試験場

P-205 輸入検疫での実用化に向けたTriplex PCR法によるPhytophthora属の特異的検出法の確立
日恵野 綾香1, 大坪 佳代子1, 須賀 晴久2, 景山 幸二1

1岐大流域研セ, 2岐大生命セ

P-206 ジャガイモそうか病抑制効果のある有用微生物と資材の選抜
金澤 恵1, 石川 美友紀1, 三星 暢公1, 紀岡 雄三1, 野口 勝憲1, 福吉 賢三2, 菅 康弘2, 富濱 毅3, 白尾 吏3,
森 清文4, 境 雅夫5, 池永 誠5, 岡崎 和之6, 池田 成志6

1片倉コープアグリ株式会社, 2長崎県農林技術開発センター, 3鹿児島県農業開発総合センター, 4鹿児島県農業開発総合センター大隅支場,
5鹿児島大学, 6北海道農業研究センター

**P-207 ネギ類栽培土壌のウリ類つる割病抑止性にはグラム陰性拮抗細菌が関与する
西岡 友樹1, 須賀 晴久2, 清水 将文1

1岐阜大・連合農学, 2岐阜大・生命セ

**P-208 キャベツ萎黄病菌の小型染色体は病原性に関与し、菌株間を水平伝播する
鮎川 侑1, 小松 健2, Martijn Rep3, 有江 力2

1農工大院連農, 2農工大院農, 3Univ. of Amsterdam

**P-209 トウモロコシごま葉枯病菌のΔcla4コロニーから生じたMut1株の解析
北出 雄生1, 泉津 弘佑2, 住田 卓也1, 田中 千尋1

1京大・院農, 2滋賀県大・環境科学

**P-210 青枯病菌の走化性誘引物質の探索（第三報）
長谷川 琢也1, 岡部 淳2, 加藤 雄亮2, 川出 洋1, 夏目 雅裕1

1東農工大・連農, 2東農工大・院農

*P-211 植物病原細菌Pseudomonas syringae pv. tabaciの植物表面上における運動性の可視化解析
丸山 望1, 石賀 貴子1, 石賀 康博2, 別役 重之2, 尾花 望2, 一瀬 勇規3, 野村 暢彦2

1筑波大・院生命環境, 2筑波大・生命環境系, 3岡山大・院環境生命

*P-212 定法および低温温水処理後の白紋羽病菌菌糸圏における細菌および真菌群集のDGGE解析
田森 悠美1, 山田 博之1, 勝山 千恵1, 井上 幸次2, 江口 直樹3, 岩波 靖彦4, 内川 敬介5, 後藤 佳奈6, 中村 仁7,
久我 ゆかり1

1広大院総科, 2岡山農研, 3長野果樹試, 4長野南信試, 5長崎農技セ果樹, 6山形農総研セ, 7農研機構果樹茶部門

P-213 韓国からフィリピンにかけて分布するイネ紋枯病菌のSSR遺伝型解析で検出された偏在的な遺伝子流動
荒川 征夫1, 牧田 結衣1, Cristian J. Cumagun2, Paulo C Ceresini 3, Bruce A McDonald 4
1名城大・農学部, 2UPLB・The Philippines, 3UNESP・Brazil, 4ETH Zurich・Switzerland

P-214 Generation of nitrate non-utilizing mutants from Fusarium lactis causing fruit rot of sweet pepper
Hiroyuki Sekiguchi, Koji Nomiyama, Akira Masunaka, Akira Kawaguchi, Toshiaki Takehara, Keisuke Tomioka
WARC/NARO

P-215 海藻粉末による野菜類根こぶ病、立枯病の発病抑制
辻 元人1, 石田 理子1, 道家 章生2, 杉山 暁史3, 木村 重光4, 久保 中央1, 4

1京府大院・生環, 2京都府・農技セ海洋セ, 3京大・生研, 4京都府・農技セ生資セ

*P-216 生物防除資材である非病原性Fusarium oxysporum W5のイネ穎花及び穎果における定着性とばか苗病菌との競合
齊藤 大幹1, 佐々木 舞衣1, 梅村 賢司2, 畠山 聡2, 倉内 賢一3, 鈴木 智貴4, 5, 小松 健1, 6, 寺岡 徹7, 有江 力1

1農工大院農, 2Meiji Seika ファルマ（株）, 3青森産技セ, 4宮城古川農試, 5仙台農業改良普及セ, 6農工大GIR, 7農工大環安セ

P-217 糖含有珪藻土を用いた土壌還元消毒法によるトマト青枯病に対する防除効果
前田 征之1, 渡辺 喜芳1, 中保 一浩2

1新潟農総研, 2農研機構野菜花き研究部門

P-218 New geographic distribution and host records of Ravenelia species on fabaceous trees in Thailand
CHANJIRA AYAWONG1, JINTANA UNARTNGARM1, YOSHITAKA ONO2

1Kasetsart Univ., 2Ibaraki Univ.



P-219 Genetic relationships of Curvularia lunata races causing rice dirty panicle in Thailand
NAUNNET THIPHAPHORN, JINTANA UNARTNGARM
Kasetsart Univ.

P-220 Identification of fungi causing cassava root and stem rot disease isolated in Thailand
PONPAWEE TIWATWARANIKUL, JINTANA UNARTNGARM
Kasetsart Univ.

P-221 Genetic diversity of Sarocladium oryzae isolated from rice using morphology and ISSR markers
WANIDA THAMTHURASAN, JINTANA UNARTNGARM
Kasetsart Univ.

PT：分類・系統解析 Phylogeny and Taxonomy
P-222 ウイルス分類体系はゲノム類似性を反映しているか？

黒西 愛1, Tuan Watie binti Tuan Mat2, Nurshahira binti Yusuf2, Romain Blanc-Mathieu1, 五斗 進3, 緒方 博之1

1京都大・化研, 2Universiti Teknologi Malaysia, 3京都大・化研（現所属：情シス機構DBCLS）

P-223 クローンライブラリー法による徳島県産発酵茶および非発酵茶茶葉の微生物系統解析
藤井 美月1, 永井 航太1, 岩田 晴花1, 野々市 元1, 長谷川 愛1, 井上 翔太2, 秋吉 研二2, 佐藤 高則1, 2, 3

1徳島大・総科・生化, 2徳島大院・総科・生化, 3徳島大院・理工・生化

P-224 Ecocollections of Barely Culturable and Temporarily Culturable Bacteria Based on the CFCs
Kyung-Sook Whang1, 2, Song-Ih Han1, In-Hwa Jeon2, Su-Jin Kim1, Seung-Yeal Shin1
1Department of Microbial & Nano Materials, College of Science & Technology, Mokwon University, 2Institute of Microbial
Ecology and Resources, Mokwon University

**P-225 新規電極プレート培養法を用いた水田土壌中の発電菌の単離
上岡 永佳, 高妻 篤史, 渡邉 一哉
東薬大・院生命

***P-226 Composition of Abundance Acidobacteria in Forest Soils and Cultivation of Terriglobus tenax sp. nov.
Song-Ih Han1, Kyung-Sook Whang1, 2
1Department of Microbial & Nano Materials, College of Science & Technology, Mokwon University, 2Institute of Microbial
Ecology and Resources, Mokwon University

**P-227 箱根大涌谷温泉から分離した新規好酸性好熱性アーキアHS-3株の分類学的解析とSulfolobus属の再分類の提案
酒井 博之1, 黒沢 則夫1, 2

1創価大学大学院工学研究科環境共生工学専攻, 2創価大学理工学部共生創造理工学科

*P-228 Ktedonobacterales目の新しい系統に属する中温性細菌の分類
ワン チォンメイ, テイ ウ, 酒井 康輝, 阿部 敬悦, 横田 明, 矢部 修平
東北大院・農

**P-229 好熱性クテドノバクテリア（Thermogemmatisporaceae科）の分離と系統分類
鄭 宇, 王 瓊渼, 酒井 康輝, 阿部 敬悦, 横田 明, 矢部 修平
東北大院·農

*P-230 Halobacillus salicampi sp. nov., a Moderately Halophilic Bacterium Isolated From a Solar Saltern
Sujin Kim1, Jae-Chan Lee2, Song-Ih Han1, Kyung-Sook Whang1, 2
1Department of Microbial & Nano Materials, Mokwon University, 2Institute of Microbial Ecology & Resources, Mokwon
University

*P-231 Paenibacillus pinistramenti sp. nov.; Isolation in Pure Culture of Temporarily Culturable Bacteria
Seung-Yeol Shin1, Hyo-Jin Lee2, Kyung-Sook Whang1, 2
1Department of Microbial & Nano Materials, Mokwon University, 2Institute of Microbial Ecology & Resources, Mokwon
University

P-232 ヒト腸内微生物叢研究のためのバイオリソース整備に向けて
坂本 光央1, 2, 飯野 隆夫1, 大熊 盛也1

1理研 BRC-JCM, 2日本医療研究開発機構, PRIME

P-233 ダム湖から分離したBacteroides門Prolixibacter科の淡水性新規細菌の特徴づけ
渡邊 美穂1, 2, 小島 久弥1, 福井 学1

1北海道大学低温科学研究所, 2日本学術振興会特別研究員PD

**P-234 白神山地のブナ樹皮表面から分離した綱レベルの新規Armatimonadetes門に関する研究
JUAN LI1, 殿内 暁夫2

1岩手連大, 2弘前大・農

*P-235 Panacibacter rhizosphaerae gen. nov., sp. nov., a Halo Sensitive Oligotrophic Bacterium
In-Hwa Jeon1, Song-Ih Han2, Kyung-Sook Whang1, 2
1Institute of Microbial Ecology and Resources, Mokwon University, 2Department of Microbial & Nano materials, Mokwon
University

P-236 ミヤコグサに根粒を形成するAminobacter 属細菌分離株の系統分類学的研究
横田 明1, 2, 謝 承暉1, 酒井 康輝2, 矢部 修平2, 平林 よしの3, 羽生 真樹3, 眞板 寛子4, 王 明卓4, 佐伯 和彦3,
佐藤 修正4



1東京大学・分生研, 2東北大・院農, 3奈良女子大・理, 4東北大・院生命

*P-237 Colonization of Burkholderia groups on the rhizosphere of the Miyake-jima pioneer plant.
Akiko Ebihara1, Yong Guo2, Takashi Kamijo3, Tomoyasu Nishizawa2, Hiroyuki Ohta2
1Graduate School of Agriculture, Ibaraki University, 2Ibaraki University College of Agriculture, 3Graduate School of Life and
Environmental Science, University of Tsukuba

*P-238 庄内朝日山地に自生する各種野生植物に内生する放線菌の探索
塙 月寧1, 玉田 祐里佳2, 新井 大輔3, 飯塚 禎明3, 村上 匠4, 本郷 裕一4, 服部 聡1, 2

1山形大・院農, 2山形大・農, 3山形大・農FSC, 4東工大・生命理工

*P-239 山形県飛島沿岸の海藻に由来する放線菌の探索
小林 ほなみ1, 堀 翔太2, 羽田 来瑠美1, 村上 匠3, 本郷 裕一3, 服部 聡1, 2

1山形大・農, 2山形大・院農, 3東工大・生命理工

***P-240 八重山諸島の海岸環境試料からのアクチノバクテリアの分離とMicrobacteriaceae科の新属提唱
浜田 盛之, 斉藤 里美, 柴田 千代, 田村 朋彦
製品評価技術基盤機構・NBRC

***P-241 Micromonospora fulva sp. nov.: Isolation of Novel Actinobacterium Using Improved Culturability
Hyo-Jin Lee1, Kyung-Sook Whang1, 2
1Institute of Microbial Ecology and Resources, Mokwon University, 2Department of Microbial & Nano Materials, College of
Science & Technology, Mokwon University

*P-242 Identification of epiphytic cyanobacteria on surfaces of the stone coffins at Sekijinsan Tumulus
Nanami Konuma1, Yoshinori Sato2, Masahide Inuzuka2, Masayuki Morii2, Nobuaki Kuchitsu2, Tomoyasu Nishizawa1
1Grad. School of Agri., Ibaraki Univ., 2Tokyo National Research Institute for Cultural Properties

P-243 利尻産酵母を用いた脂質分解菌のスクリーニング
清水 由巳, 紺野 裕介, 富田 遥介, 都築 勇亮
関東学院大・理工

*P-244 国酒酵母の分類学的特性
森谷 千星, 門倉 利守, 数岡 孝幸, 中山 俊一, 竹田 正久, 田中 尚人, 鈴木 健一朗
東農大・醸造

*P-245 ミャンマーの花から分離された酵母の多様性：日本産酵母との比較から
柴山 洋翔1, 乙黒 美彩1, 中島 千晴2, 安藤 勝彦3, Nyunt Phay4, 早川 正幸5, 柳田 藤寿1

1山梨大院・生命環境, 2三重大院・生物資源, 3NBRC, 4パテイン大, 5山梨大

P-246 菅平高原より分離されたMetschnikowia属花蜜酵母
出川 洋介1, 平尾 章1, 佐藤 幸恵1, 山田 宗樹1, 恩田 義彦2, 遠藤 力也3, 大熊 盛也3

1筑波大・MSC菅平, 2理研・CSRS, 3理研・BRC

P-247 Biodiversity and taxonomy of powdery mildews in Thailand
Jamjan Meeboon, Susumu Takamatsu
Mie Univ.

**P-248 小笠原産パッションフルーツから分離されたDiaporthe属菌2種の所属と病原性
蓑島 綾華1, 小野 剛2, 廣岡 裕吏1

1法政大植物医科, 2東京小笠原農セ

P-249 Project “S”: 市民科学者と協働した日本産Scutellinia属菌の分類学的研究に関する活動
細矢/Hosoya 剛/Tsuyoshi1, "S" Project2
1国立科学博物館, 2Project "S" working group

***P-250 ケニアのトウモロコシから分離された Aspergillus section Nigri の分類学的研究
松澤 哲宏1, Olga Mashedi3, 五ノ井 透2, Christine Bii3, 堀江 義一2

1長崎県立大, 2千葉大・真菌センター, 3 Medical Mycology Kenya Medical Research Institute, Kenya

***P-251 ウルシ胴枯病罹病部から得られたDiaporthe属2種について
安藤 裕萌, 升屋 勇人, 田端 雅進
森林総合研究所東北支所

P-252 日本産ボタンタケ科菌類Sphaerostilbella属菌2種
常盤 俊之1, 廣岡 裕吏2, 広瀬 大3, 野中 健一1, 岡田 元4

1北里大・北里生命科学研, 2法政大・植物医科, 3日大・薬学, 4理研・BRC

*P-253 サワグルミの堅果から発生するXylaria属の新種に関する研究
前川 泰輝1, 宮入 一夫2, 3, 原田 幸雄2, 3, 殿内 暁夫1

1弘前大・院農, 2弘前大・農, 3白神キノコの会

P-254 日本産Mycosylva属菌について
岡田 元1, 中島 稔2, 渡辺 舞3, 正木 照久4, 飯田 敏也1, 大熊 盛也1, 出川 洋介5

1理研・BRC, 2神奈川キノコの会, 3神奈川県博（外来研究員）, 4大鵬薬品・天然物フロンティア研, 5筑波大・山岳科学センター（菅平）

P-255 日本で採取されたフウセンタケ属きのこの日本新産種２種について
宮内 信之助



新潟市・宮内環境研

*P-256 日本産ニセマツタケTricholoma fulvocastaneumの遺伝的構造と発生環境
浪川 真奈1, 梨木 之正2, 保坂 健太郎3, 糟谷 大河1

1千葉科学大・危機管理, 2小松市博, 3国立科博・植物

**P-257 A new coprophilous fungus from Asian elephant dung in highland Vietnam
Thao Phuong Nguyen1, Toshimitus Fukiharu2, Kiminori Shimizu3, Dung Anh Nguyen4
1Southern Institute of Ecology, Vietnam, 2Natural History Museum and Institute, Chiba, 3Tokyo University of Science, Japan,
4Tay Nguyen Univ., Vietnam

P-258 内生型生活環を有するさび菌3種の系統分類学的所属の検討
山岡 裕一1, 岡根 泉1, 小野 義隆2, 5, 升屋 勇人3, 細矢 剛4, 安藤 裕萌3, 藤森 祥平1, 鈴木 浩之1, 糸澤 千尋1

1筑波大・生命環境, 2茨城大・教育, 3森林総研・東北, 4国立科博, 5ブレインツリーバイオテクノロジー研究所

***P-259 背着生きのこ類から進化した地下生担子菌類Stephanospora 属の日本における系統と多様性
折原 貴道
神奈川県博

P-260 小笠原産Melanoderma属未同定種1種の分類学的検討
早乙女 梢1, 弓岡 祐輔2, 前川 二太郎1, 中桐 昭1, 服部 力3

1鳥取大・農, 2鳥取大・院農, 3森林総研

*P-261 Lepista属菌とその類縁種について
吉田 有希, 玉井 裕, 宮本 敏澄
北海道大・院農

P-262 形態と系統に基づく日本産キイボカサタケEntoloma murrayiとその関連菌群の分類学的再検討
糟谷 大河1, 池側 静華1, 保坂 健太郎2

1千葉科学大・危機管理, 2国立科博・植物

P-263 日本新産種Entoloma catalaunicum（ハラタケ目，イッポンシメジ科）
名部 みち代1, 池側 静華2, 保坂 健太郎3, 糟谷 大河2

1兵庫県神戸市, 2千葉科学大・危機管理, 3国立科博・植物

*P-264 スゲ属およびヨモギ属植物を宿主とするさび菌の分類学的検討
糸澤 千尋1, 加藤 彩2, 山岡 裕一1

1筑波大学生命環境系, 2長野県南信州農業改良普及センター

*P-265 ヤブニッケイもち病菌（Exobasidium hachijoense）のタイプ指定
柴田 紗帆1, 西村 武祥1, 蓑島 綾華1, 加藤 綾奈2, 堀江 博道1, 柿嶌 眞3, 廣岡 裕吏1

1法政大植物医科, 2東京都八丈支庁, 3吉林農業大学

SC：共生・寄生・相互作用 Symbiosis and Interaction
P-266 ダイズ根粒菌の根粒窒素固定活性の菌種間差異について

前川 富也
農研機構　中央農業研究センター

**P-267 Paracoccus denitrificansは長鎖AHLを介して凝集体形成を抑制する
森永 花菜1, 豊福 雅典2, 尾花 望2, 野村 暢彦2

1筑波大院・生命環境科学研究科, 2筑波大・生命環境系

P-268 改変M培地におけるアーバスキュラー菌根菌の胞子生産に対する脂肪酸と糖の効果
杉浦 優太, 齋藤 勝晴
信州大・農

*P-269 細胞内共生Treponema属細菌とTeranymphidae科原生生物、シロアリの三者による共種分化
清水 大地1, 北出 理2, 雪 真弘3, 大熊 盛也3, 4, 野田 悟子1

1山梨大・院生命環境, 2茨城大・理, 3理研・BMEP, 4理研・JCM

*P-270 外生菌根菌Cenococcum geophilumの成長促進をする放線菌の探索
硲田 翔燿1, 愛須 加菜2, 今神 広紀2, 松田 陽介1

1三重大学大学院生物資源学研究科, 2三重大学生物資源学部

**P-271 ネジバナとその菌根菌Epulorhiza属3種の菌根共生に関わる環境要因の検討
藤森 祥平, 阿部 淳一 ピーター, 山岡 裕一
筑波大学生命環境系

***P-272 シングルセルゲノム解析から推定された原生生物細胞表面共生細菌のファージ感染耐性機構
雪 真弘1, 桑原 宏和2, 河合 幹彦2, 伊澤 和輝2, David Starns3, 清水 美智留3, 野田 悟子4, 本郷 裕一2, 3, 大熊 盛也1, 3

1理研CSRS・BMEP, 2東工大・生命理工, 3理研BRC・JCM, 4山梨大・生命環境

P-273 沖縄県のOdontotermes formosanus 菌園成分のオオシロアリタケ属菌Termitomyces spp.による分解
寺嶋 芳江
琉大・TBRC

*P-274 低地湿原性ハスカップから単離したエンドファイトの共生能
桂本 拓弥, 玉井 裕, 宮本 敏澄



北大院農

*P-275 メタゲノム的アプローチによる生理活性物質を生産する海綿共生微生物の探索
田中 志貴子1, 2, 新里 尚也1, 5, 齋藤 星耕1, 4, 青山 洋昭1, 3, 白井 由実1, 朴 相和1, 伊藤 通浩1, 田中 淳一2

1琉球大・熱生研, 2琉球大院・理工, 3琉球大・戦略セ, 4沖国大・経済, 5産総研・生物プロセス

P-276 Hymenoscyphus fraxineusはヤチダモの生葉に内生する
岡根 泉1, 井上 貴仁2, 石賀 康博1, 出川 洋介1, 細矢 剛1, 3, 山岡 裕一1

1筑波大・生命環境, 2広島県・西部農業技術指導所, 3科博・植物研究部

P-277 新規の植物生長促進細菌の単離
澤田 祥子1, 中岡 知規1, 西山 紋加2, 吉水 芳織2, 黒田 雄亮2, 阿野 貴司1, 2, 岡南 政宏1, 2

1Grad. Sch. Biol. Ortd. Sci. Technol., Kindai Univ., 2Fac. Biol. Ortd. Sci. Technol., Kindai Univ.

***P-278 イネの根の生育を指標としたAzospirillum sp. strain B510接種に応答するQTLの検出
佐々木 和浩1, 2, 増田 幸子1, 3, 風間 ゆり1, 木皿 千春1, 竹田 晶子1, 半澤 栄子1, 南澤 究1, 佐藤 雅志1, 4

1東北大・院生命, 2東京大・院農学生命, 3理研・CSRS, 4東北大・院農

***P-279 培養に成功した嫌気性繊毛虫̶Cyclidium原虫̶における3者間共生
竹下 和貴1, 山田 尊貴1, 成廣 隆2, 鎌形 洋一2, 新里 尚也1, 2

1琉球大・熱生研, 2産総研・生物プロセス

P-280 ラン科オニノヤガラにおける種子発芽時の菌根菌相
辻田 有紀1, 榎本 葉月1, 木下 晃彦2, 山下 由美3, 遊川 知久3

1佐賀大農, 2森林総研, 3国立科博植物園

**P-281 地衣体の表面殺菌による地衣生息菌相の変化
升本 宙, 出川 洋介
筑波大・菅平

**P-282 絶対的菌寄生菌 Cryptomycocolax sp. の培養系の確立とその分類学的研究
山田 宗樹, 出川 洋介
筑波大・菅平

P-283 温度がシロアリ共生原生生物群集の構造と多様性に与える影響
北出 理, 根本 まなみ
茨城大・理

P-284 アーバスキュラー菌根菌分離株のPCR-DGGEによる簡易同定
大友 量, 岡 紀邦, 森本 晶
農研機構・北海道農業研究センター

*P-285 Pseudomonas sp. C8株由来増殖抑制物質に対する微生物応答機構の解析
本荘 雅宏1, 鈴木 研志2, 西村 朋香3, 田代 陽介1, 二又 裕之1, 4

1静大院・総合科技, 2静大院・自然科学教育部, 3静大・工, 4静大・グリーン研

*P-286 微生物間メンブレントラフィックにおける膜小胞受容機構の解析
高木 航太郎, 長谷川 雄将, 二又 裕之, 田代 陽介
静大院・総合科技

*P-287 根圏バクテリア群集決定要因の検討：アカマツ根端の粘性滲出物が根圏バクテリアに及ぼす影響
白川 誠1, 上原 巌2, 田中 恵2

1東京農大・院農学, 2東京農大・地域環境

*P-288 Bradyrhizobium属根粒菌のnop遺伝子の多様性と宿主防御応答
今野 勇希1, 高橋 智子1, 今道 仁1, 梶原 聖也2, 根本 智行2, 菅原 雅之1, 南澤 究1

1東北大・院生命, 2石巻専修大・理工

*P-289 共生不和合性誘導根粒菌T3SSエフェクターとダイズ病原抵抗性タンパク質の相互作用解析
今道 仁, 菅原 雅之, 岩野 裕也, 佐藤 修正, 三井 久幸, 南澤 究
東北大・生命

***P-290 An EHB Mycoavidus cysteinexigens enhances in vitro carbon utilization by host Mortierella elongata
郭 永1, 小沼 奈那美2, 高島 勇介1, 3, Dilruba Sharmin1, 佐藤 嘉則4, 成澤 才彦1, 2, 3, 真鍋 理一郎5, 高島 昌子5, 大熊 盛也5,
太田 寛行1, 2, 3, 西澤 智康1, 2, 3

1茨城大・農, 2茨城大院・農, 3東京農工大・連合, 4東京文化財, 5理研・微生物材料開発室

*P-291 オルガネラ様共生細菌の産生する新規ポリケチド「ディアフォリン」は真核生物に広く毒性を示す
山田 倫子1, 濱田 雅東1, 中鉢 淳1, 2

1豊橋技科大院・工・環境生命工, 2豊橋技科大・EIIRIS

***P-292 祖先的苔類，ヒメトロイブゴケ（Apotreubia nana）の菌根様構造の観察および内生菌の同定
山本 航平1, 片桐 知之2, 佐藤 匠3, 山田 明義4

1栃木県博, 2服部研, 3広島大・院理学, 4信州大・農学

***P-293 Genome comparison of two endohyphal bacteria from different geographic origin
Dilruba Sharmin, Guo Yong, Nishizawa Tomoyasu, Narisawa Kazuhiko, Ohta Hiroyuki
Ibaraki University College of Agriculture



*P-294 ダイズ根粒菌3型分泌エフェクター遺伝子の多様性
高橋 智子, 菅原 雅之, 三井 久幸, 南澤 究
東北大・院生命

*P-295 ミカンキジラミにおけるオルガネラ様共生細菌2種の感染・胚発生時の動態観察
池田 直也1, 藤上 雅也1, 壇 勲興1, 中鉢 淳1, 2

1豊橋技科大院・工・環境生命工, 2豊橋技科大・EIIRIS

*P-296 ミカンキジラミ共生細菌の産生する新規毒性ポリケチド「ディアフォリン」の局在解析
藤上 雅也1, 椛嶋 克哉2, 中鉢 淳1, 3

1豊橋技科大院・工・環境生命工, 2浜松医大・細胞分子解剖, 3豊橋技科大・EIIRIS

*P-297 メダカ卵表面に発達する細菌叢の動態と機能
佐野 友紀1, 木原 稔2, 堀 知行3, 曾根 輝雄1, 菊池 義智1, 4, 伊藤 英臣4

1北大・院農, 2東海大・生物, 3産総研・環境管理, 4産総研・生物プロセス

*P-298 駒止湿原開墾跡地の植生回復を目的としたブナ外生菌根部からの菌類の獲得
猪瀬 有美1, 郭 永2, 高島 勇介2, 3, 坂上 伸生2, 渡邊 眞紀子4, 成澤 才彦2

1茨城大・院農, 2茨城大・農, 3東京農工大院・連合農学, 4首都大・都市環境

**P-299 NMR分析による地衣類を構成する緑藻の細胞外分泌物質の構造推定
吉野 花奈美, 小室 晴香, 土肥 博史, 坂本 一憲
千葉大・院園芸

*P-300 LPSはメンブレンベシクルの付着・融合に影響する
諏佐 勇磨1, 黒沢 正治1, 豊福 雅典2, 尾花 望2, 野村 暢彦2

1筑波大院・生命環境科学, 2筑波大・生命環境系

***P-301 ヤマカモジグサを宿主とするEpichloë sylvaticaの遺伝的多型と伝搬様式との関連性
三輪 恵実1, 岡根 泉2, 石賀 康博2, 山岡 裕一2

1株式会社テクノスルガ・ラボ, 2筑波大・生命環境

P-302 接種実験系によるMethylobacterium属細菌のダイズ器官および組織内の局在性
岩崎 還帰, Hafidah Nur Siti, 原 新太郎, 新井 沙和, 菅原 雅之, 南澤 究
東北大・院生命

*P-303 アンモニア化成と硝酸化成に有用な硝化微生物コンソーシアの構築
岡田 若子1, Sakuntala Saijai1, 安藤 晃規1, 2, 宮本 憲二3, 加藤 康夫4, 篠原 信5, 小川 順1, 2

1京大・院農・応用生命, 2京大・生理化学, 3慶大・理工, 4富山県立大・工・生工研セ, 5農研機構

*P-304 おデブは謎だが役に立つ!?～Burkholderiaの形がホソヘリカメムシ共生時に変化するのはなぜ？
後藤 栞1, 竹下 和貴2, 大林 翼3, 曾根 輝雄4, 松浦 優2, 菊池 義智1, 5

1北大・院農, 2琉球大・熱生研, 3CNRS, 4北大・食資源, 5産総研・生物プロセス

**P-305 延長された栄養共生系：シロアリ腸内微生物による巣内の病原性バクテリアの抑制
稲垣 辰哉, 松浦 健二
京都大・院農・昆虫生態

*P-306 共生不和合性を利用したBradyrhizobium属根粒菌ゲノムの実験室進化：共生アイランドの大規模欠失
大竹 遥, 菅原 雅之, 高橋 智子, 南澤 究
東北大・院生命

**P-307 イネ、サツマイモ、サトウキビからの窒素固定細菌の単離と植物生長促進関連特性
新庄 莉奈1, Albert Christian S. Suñer1, 2, 上坂 一馬3, 井原 邦夫3, 田中 愛子1, 近藤 始彦1

1名古屋大・院生命農学, 2Philippine Rice Research Institute, 3名古屋大・遺伝子実験施設

*P-308 Isolation of plant probiotic Bacillus spp. from tea rhizosphere
Nusrat Ahsan1, Tomoki Nishioka1, Haruhisa Suga2, Hiroyuki Koyama1, Masafumi Shimizu1
1岐阜大・応用生物, 2岐阜大・生命セ

*P-309 イネに潜伏感染するエンドルナウイルスOsEVが宿主の生長に与える影響
井村 友英1, 高橋 優実1, 岡田 亮1, 2, 浦山 俊一1, 3, 内田 景子4, 植松 清次1, 福原 敏行1, 森山 裕充1

1農工大院農 細胞分子, 2茨城園研, 3JAMSTEC, 4農工大院連農

*P-310 屋久島に生息するヤクシカ(Cervus nippon yakushimae)の
ルーメンマイクロバイオームの多様性
衛藤 美咲, 矢原 徹一, 黒岩 亜梨花, 濱村 奈津子
九州大・システム生命科学府

P-311 マツタケ個体識別マーカーを用いた胞子接種苗の解析
三澤 碩希1, 堀米 由夏1, 古川 仁2, 山下 昌三3, 山田 明義1

1信大院・農, 2長野県林技セ, 3KOA㈱

**P-312 フェナントレン分解細菌の生育阻害に対する非分解細菌の役割：RNA-seq解析による検討
小川 なつみ1, 石毛 太一郎2, 加藤 広海1, 大坪 嘉行1, 永田 裕二1, 吉川 博文2, 津田 雅孝1

1東北大・院生命, 2東京農業大・生物資源ゲノム解析センター

**P-313 サンゴ共生藻の遺伝子導入法開発に向けた栄養要求性変異株の樹立



石井 悠1, 鎌田 このみ2, 高橋 俊一2, 皆川 純2, 丸山 真一朗1, 河田 雅圭1

1東北大・院生命, 2基生研・環境光生物

**P-314 宿主と共種分化する非病原性レトロウイルスから探るニホンザルの移動経路
橋本 暁1, 吉川 禄助2, 中川 草3, 岡本 宗裕4, 宮沢 孝幸1

1京都大学 ウイルス・再生医科学研究所, 2長崎大学 熱帯医学研究所, 3東海大学 医学部, 4京都大学 霊長類研究所

SE：土壌・耕地生態系 Soil Ecosystem
P-315 ダイズ根粒菌USDA110系統のゲノム多様性と吸収型ヒドロゲナーゼゲノミックアイランド構造変化

板倉 学1, 三屋 公佑2, 金原 一真2, 原 新太郎2, 渡辺 剛2, 菅原 雅之2, 金子 貴一1, 南澤 究2

1京産大・生体進化発生セ, 2東北大・院・生命

*P-316 重粘土田畑輪換圃場から分離されたダイズ根粒菌株の特徴解析
三石 美幸1, 高階 史章2, 保田 謙太郎2, 金田 吉弘2, 佐藤 孝2

1秋田県立大・院生物資源, 2秋田県立大・生物資源

*P-317 根粒菌hupSL1変異によるダイズ根圏のH2代謝と細菌群集構造の変動
渡辺 剛1, 原 新太郎1, 新井 沙和1, 高橋 智子1, 三屋 公佑1, 菅原 雅之1, 板倉 学2, 金子 貴一2, 南澤 究1

1東北大・院・生命, 2京産大・生態進化発生研究セ

P-318 静岡の水田より単離したダイズ根粒菌Bradyrhizobium diazoefficiens脱窒能欠損株に関する研究
鮫島 玲子1, 山田 祐大2, 篠原 一輝3, 城 惣吉4, 佐伯 雄一5

1静岡大学学術院農学領域, 2静岡大学農学部, 3静岡大学総合科学技術研究科農学専攻, 4島根大学生物資源科学部, 5宮崎大学農学部

P-319 作物残渣からのN2O発生への糸状菌脱窒の寄与の検討―脱窒糸状菌の動態と抗菌剤処理の影響―
星野 （高田） 裕子1, 秋山 博子1, 中島 泰弘1, 2, 山本 昭範3

1農研機構　農業環境変動研究センター, 2農研機構　高度解析センター, 3学芸大

*P-320 様々な従属栄養性硝化菌に存在するピルビン酸オキシム酸素添加酵素の分子的性質の比較
東 佑一1, 辻野 修平1, 清水 遼1, 金田 悠太郎2, 藤原 健智1

1静岡大院・総合科学, 2静岡大・理

*P-321 尿素を基質とする新規な培地を用いたアンモニア酸化細菌の集積培養
二宮 拓也1, 黒岩 恵1, 石川 裕士1, 堺 奎介1, 櫛田 晃輔1, 磯部 一夫2, 諏訪 裕一1

1中央大学院・理工, 2東大院農

*P-322 植物遺体セルロースの分解細菌集団と連携する窒素固定細菌集団の分布と群集構造
橋川 崚二1, 川内 智裕2, 池永 誠3, 境 雅夫3

1鹿児島大学院農, 2鹿児島大学院連合農, 3鹿児島大学学術研究院

*P-323 ソルガム根の窒素固定活性とその原因窒素固定細菌の探索
森川 峻志1, 原 新太郎1, 笠原 康裕2, 小柴 太一3, 山崎 清志4, 藤原 徹4, 徳永 毅3, 南澤 究1

1東北大・院生命, 2北大・低温研, 3株式会社アースノート, 4東大・院農学生命

*P-324 Streptomyces coelicolor A3(2)の推定N-アセチルグルコサミダーゼの解析と土壌添加
本間 大智1, 齋藤 明広2

1静理工大・院理工, 2静理工大・理工

*P-325 キチン添加畑土壌でのキチン分解菌と非分解菌の挙動と相互作用
岩崎 由夏里1, 齋藤 明広2

1静理工大・院理工, 2静理工大・理工

*P-326 黒ボク土に含まれる未利用リン画分の土壌微生物による可給態化と植物に対する利用性について
一守 佳奈子1, 立石 貴浩2, 前田 武己2, 颯田 尚哉2

1岩手大学大学院総合科学研究科, 2岩手大学農学部

***P-327 トルコ中央部乾燥地域の自然植生における根圏細菌およびアーバスキュラー菌根菌群集構造解析
鈴木 一輝1, Oguz Can Turgay3, 原田 直樹2, 野中 昌法2

1新潟大学研究推進機構, 2新潟大学自然科学系, 3アンカラ大学農学部

**P-328 燻炭抽出液によるBacillus属細菌IA株の生育促進
江邉 正平, 大池 達矢, 岡南 政宏, 阿野 貴司
近畿大・院生物理工

*P-329 阿蘇の野草堆肥及び野草牛ふん堆肥に含有する拮抗菌の同定及びその抗菌物質に関する研究
居石 優子1, 龍田 典子1, 亀井 勇統2, 上野 大介1, 染谷 孝1

1佐賀大・農, 2鹿県短・生活科学科

P-330 阿蘇地域で生産される野草ロールおよび野草堆肥中の拮抗菌の分布
坂本 唯乃, 龍田 典子, 居石 優子, 上野 大介, 染谷 孝
佐賀大・農

*P-331 土壌の生物性評価手法としての微生物起源揮発性有機化合物の網羅的解析法の検討
川内 智裕1, 山野 優花2, 吉﨑 由美子3, 池永 誠3, 境 雅夫3

1鹿児島大学院連合農学研究科, 2鹿児島大学農, 3鹿児島大学学術研究院農

***P-332 糖含有珪藻土を用いた還元消毒処理土壌に特徴的な菌群の解明



李 哲揆1, 飯田 敏也1, 中保 一浩2, 大熊 盛也1

1理研BRC, 2農研機構・野菜花き研究部門

P-333 農耕地土壌における微生物代謝機能ポテンシャルの解析
藤村 玲子1, 磯部 一夫1, 豊田 敦2, 竹本 和広3, 荒井 渉4, 妹尾 啓史1, 高見 英人4

1東京大学, 2国立遺伝学研究所, 3九州工業大学, 4海洋研究開発機構

*P-334 ヒトし尿由来有機液肥が水田土壌細菌群集構造におよぼす影響
渡部 瑞季, 井上 綾, 斎藤 穂, 田代 幸寛, 酒井 謙二
九大院・生資環

*P-335 有機質資材を施用した水田土壌における細菌群集構造変化の網羅的解析
金子 綾1, 和田 奈津美2, 鈴木 一輝3, 原田 直樹4, 野中 昌法4

1新潟大学大学院自然科学研究科, 2新潟大学農学部, 3新潟大学研究推進機構, 4新潟大学自然科学系

P-336 竹チップを用いた発酵堆肥槽の発酵温度と微生物叢の関係
野口 愛1, 2, 桐山 隆3, 梅本 英之3, 稲葉 清弘3, 本多 了2, 合間 修一4

1国環研・リ健C, 2金沢大・理工, 3石川県・農総研, 4（株）サクシード

P-337 畑土壌微生物叢の解析
小西 智之1, 坂井 沙織2, 橋本 賢一3, 川崎 寿3

1東京電機大院・先科技, 2東京電機大院工・物質工, 3東京電機大学・工

***P-338 表層土壌のヨウ素動態に影響を及ぼすヨウ化物イオン酸化細菌の分布調査
海野 佑介1, 城山 カンナ2, 天知 誠吾2, 武田 晃1

1環科技研, 2千葉大・園芸

*P-339 牛ふんメタン発酵消化液の土壌施用が微生物群集構造に及ぼす影響
杉山 智美1, 入江 満美1, 夏秋 啓子1, 野口 雅子2, 吉田 重信2

1東京農大・院農, 2農研機構・中央農研

*P-340 太陽熱消毒した畑地土壌の微生物群集構造の解析
星 光輝1, 橋本 知義2, 西澤 智康1, 太田 寛行1

1茨城大・農, 2中央農研

P-341 固形燃料燃焼を用いた土壌加熱による土壌消毒の可能性
池田 順一
農研機構・中央農研・北陸研究拠点

*P-342 有機資材施用が及ぼす塊茎表皮の細菌群集構造の変化とジャガイモそうか病抑制
松野 美里1, 池永 誠1, 富濵 毅2, 森 清文2, 菅 康弘3, 境 雅夫1

1鹿児島大学, 2鹿児島県農業開発総合センター, 3長崎県農林技術開発センター

*P-343 長期ダイズ連作圃場で使用されている乾燥鶏糞のダイズ黒根腐病菌の抑制効果の解析
鶴見 拓哉1, 渡部 悠樹1, 太田 和秀1, 森田 更紗2, 磯部 百葉2, 高階 史章1, 金田 吉弘1, 古屋 廣光1, 佐藤 孝1

1秋田県立大・生物資源, 2秋田県立大・院生物資源

*P-344 乾燥鶏糞から分離したダイズ黒根腐病菌抑制菌（Bucillus属)の特徴
森田 更紗1, 鶴見 拓哉 2, 磯部 百葉1, 高階 史章2, 金田 吉弘2, 見城 貴志3, 飯塚 美由紀3, 浅野 智孝 3, 佐藤 孝2

1秋田県立大学・院生物資源, 2秋田県立大学・生物資源, 3朝日工業（株）

*P-345 CDU施肥によるアブラナ科ネコブ病発病抑止モデルの検討
中村 春香1, 坂本 淳2, 横山 和平1

1山口大学院, 2ジェイカムアグリ株式会社

P-346 Study for influence of a fungus, Fusicolla acetilerea, on growth of iron-coated seeds of rice
Keisuke Tomioka, Akira Kawaguchi, Akira Masunaka, Hiroyuki Sekiguchi, Koji Nomiyama, Shinsuke Mori
WARC/NARO

*P-347 微生物燃料電池が水田からのメタン放出に与える影響
芦川 基1, 加来 伸夫1, 上木 勝司1, 上木 厚子1, 渡部 徹1, Pham Duy Dong2, 渡邉 一哉3

1山形大学農学部, 2岩手大学大学院農学研究科, 3東京薬科大学生命科学部

**P-348 Comparative characterization of Arthrobacter strains isolated from the Mt. Merapi and Miyake-jima
Annisa Nur Lathifah1, 2, Hirano Akinori2, Yong Guo2, Tomoyasu Nishizawa1, 2, Takashi Kamijo4, Kazuhiko Narisawa1, 2,
Irfan D. Prijambada3, Hiroyuki Ohta1, 2
1United Graduate School of Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture and Technology, 3-5-8 Saiwai-cho,
Fuchu-shi, Tokyo 183-8509, Japan, 2Ibaraki University College of Agriculture, 3-21-1 Chuou, Ami-machi, Ibaraki, Japan,
3Graduate Schoolf of Biotechnology, University of Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 4Faculty of Life and Environmental
Science, University of Tsukuba, 1‒1‒1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305‒8572, Japan

***P-349 土壌での放線菌の生理・生態解析を目指したStreptomyces griseus の滅菌土壌培養
河内 護之, 手塚 武揚, 妹尾 啓史, 大西 康夫
東大院・農生科

WW：水処理生態系 Wastewater Treatment



*P-350 Orbitrap質量分析計を活用した水道水中における未知生分解性有機物の分子組成の解明
鈴木 美有, 春日 郁朗, 栗栖 太, 古米 弘明
東京大・院工

***P-351 鉄酸化細菌Leptothrix属の分泌ナノ繊維による金属イオンのバイオソープション
久能 樹1, 2, 松本 修治1, 2, 久能 均1, 2, 高田 潤1, 2

1岡山大学大学院自然科学研究科, 2JST-CREST

**P-352 緩速ろ過による原水中の食品関連病原体の除去と次世代シークエンサーを用いたろ過装置内部のフローラ解析
高橋 迪子1, 今村 みなみ1, 岡倉 優美子1, 大島 千尋1, 万木 理恵2, 高橋 肇1, 久田 孝1, 木村 凡1, 小関 正道2

1東京海洋大・食微, 2東京家政大・家政

*P-353 亜硫酸イオン除去によるスルファニル酸の微生物分解促進
近藤 美咲1, 中川 克彦2, 牛尾 一利2, 早瀬 伸樹2

1新居浜高専・専攻科, 2新居浜高専・生物応化

*P-354 Rhodococcus erythropolis PR4株を用いた微生物細胞入り有機溶媒ミセル液の炭化水素の分解への有用性
田上 晃二, 砂入 道夫, 岩淵 範之
日大・生資科・応生科

*P-355 環境中におけるメンブレンベシクル生産の解析
鬼澤 里奈1, 豊福 雅典2, 森永 花菜1, 尾花 望2, 野村 暢彦2

1筑波大院・生命環境, 2筑波大・生命環境

***P-356 下水汚泥・堆肥中に存在する高度好熱菌の分布と由来の解明：桜島火山灰との関連性
田代 幸寛, 砂掛 愛, Kathrina Mae Bienes, 淺田 実, 酒井 謙二
九大院・生資環

*P-357 活性汚泥内のCandidatus Saccharibacteria(TM7)に対するプライマーの特異性の検証
竹中 亮太1, 金田一 智規1, 大橋 晶良1, 尾崎 則篤1, 青井 議輝2

1広島大・大学院工学研究科, 2広島大・大学院先端物質科学研究科

*P-358 完全アンモニア酸化能を保持するComammox細菌の分離培養と生理生態
野町 真名実1, 藤谷 拓嗣1, 長谷部 吉昭2, 江口 正浩2, 常田 聡1

1早大院・生医, 2オルガノ株式会社

**P-359 排水処理施設で発生する亜酸化窒素を還元する細菌の活性は酸素濃度によりどのように影響するのか？
末永 俊和1, 坂本 望1, 中川 洋祐1, 堀 知行2, 利谷 翔平1, 細見 正明1, 寺田 昭彦1

1農工大・工, 2産総研

***P-360 嫌気性廃水処理汚泥のバルキングに関与する未培養微生物群の解析
山田 剛史1, 原田 淳1, 岡﨑 祐輝2, 浜田 雅子1, 山口 剛士2, 中野 淳3

1豊橋技科大・院工・環境・生命, 2松江高専・環境・建設工, 3住友重機械エンバイロメント

**P-361 都市下水処理UASB槽内に生息する原生動物群集解析と分離培養の試み
平片 悠河1, 幡本 将史1, 山口 隆司1, 押木 守2, 荒木 信夫2

1長岡技大・院, 2長岡高専

P-362 デンマーク閉鎖型養豚舎換気扇内に水スプレーを設置しアンモニアの捕集と生物学的水処理による排気の処理
小川 人士1, 井上 千弘2

1玉川大学　学術研究所, 2東北大学　大学院　環境科学研究科

カルチャーコレクション機関ポスター展示
P-363 NBRCカルチャーコレクションの紹介

﨑山 弥生, 荒川 貴行, 鎌田 幸, 藤田 克利, 清田 純也, 中川 恭好, 鶴海 泰久, 木井 保夫
独・製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター・NBRC

P-364 NIES藻類コレクションの2016年度活動報告
森 史1, 湯本 康盛1, 石本 美和1, ノエル マリーエレン2, 佐藤 真由美2, 山口 晴代2, 河地 正伸2

1(一財)地球・人間環境フォーラム, 2国立研究開発法人　国立環境研究所

P-365 農業生物資源ジーンバンク事業の微生物部門（MAFF）における2016年の活動と成果
青木 孝之, 澤田 宏之, 永井 利郎, 一木 植原 珠樹, 埋橋 志穂美, 竹谷 勝, 山﨑 福容, 中島 比呂美, 熊谷 みどり, 大橋 美保, 佐藤 豊三, 根本 博
農研機構・遺伝資源

P-366 有用微生物株の検索システム ～乳酸菌株をモデルケースとして～
田中 尚人1, 2, 宮崎 智3

1東農大・菌株(NRIC), 2東農大・生命科学・分子微生物, 3東京理科大・薬・生命創薬

P-367 2016年度のFMRC活動報告について
早乙女 梢, 前川 二太郎, 遠藤 直樹, 中桐 昭
鳥取大・農

P-368 石巻専修大学（ISU）コレクション：東日本大震災後の現状（最終報告）
宮嵜 厚, 小松 仁
石巻専修大・理工・生物

P-369 JCM－理研バイオリソースセンター微生物材料開発室の活動について



飯田 敏也, 岡田 元, 高島 昌子, 工藤 卓二, 伊藤 隆, 大和田 勉, 坂本 光央, 飯野 隆夫, 遠藤 力也, 押田 祐美,
岩城 志乃, 鈴 幸二, 大熊 盛也
理研・BRC

***P-370 NBRP第４期への取り組み
林 将大1, 児玉 年央2, 飯田 哲也2, 江崎 孝行1, 田中 香お里1

1岐阜大学遺伝資源保存センター（GCMR）, 2大阪大学微生物病研究所（RIMD）

P-371 大阪大学におけるOUTとNBRP酵母事業
杉山 峰崇, 金子 嘉信
阪大・院工・生命先端

P-372 病原真菌・放線菌の収集，保存，分譲－いかなる感染症にも備えて
矢口 貴志, 田中 玲子, 伊藤 純子
千葉大・真菌センター


