
　

シンポジウムプログラム (8月29日 13:00 - 15:00)

　

企画S03 次に必要な複合微生物系解析技術

8月29日 13:00-15:00 M206会場
企画学会: 日本微生物生態学会 尾花望（筑波大）、玉木秀幸（産総研）、日本ゲノム微生物学会 大島拓（富山県立大）
座長: 尾花望（筑波大）

S-001 Omics and genome-enabled technology to understand phylogenetic-based enzyme functions..........................................................
..................................................................................................高須賀 太一1, James J. Ellinger2, Szilvia K Nagy1(1北大・農, 2東京大・CGCS)

S-002 メタボロゲノミクスがもたらす腸内微生物生態系の機能理解 ............福田 真嗣1, 2, 3(1慶大・先端生命研, 2JST・さきがけ, 3メタジェン)

S-003 16S rRNA遺伝子アンプリコン解析の弱点と最新技術 .........................................関口 勇地, Dieter Tourlousse (産総研バイオメディカル)

S-004 マルチ顕微鏡活用術 .................................................................................................................................................................................野中 茂紀(基生研)

S-005 微生物社会を視る観察技術 ..............................................尾花 望, 豊福 雅典, 別役 重之, Utada S Andrew, 野村 暢彦(筑波大学生命環境系)

企画S07 環境ウイルスたちの多様な存在様態 －かつてないウイルス研究がここに集う－

8月29日 13:00-15:00 C200会場
企画学会: 日本ウイルス学会 長崎慶三（高知大）、日本菌学会
座長: 長﨑慶三（高知大）、高橋英樹（東北大）、鈴木信弘（岡山大）

S-006 何故に今頃ネオウイルス学？ .......................................................................................................................................................緒方 博之 (京大・化研)

S-007 ウイルスが宿主をトレーニングする？：知られざる菌類の生態戦略 ....................................................................森山 裕充 (東京農工大・院農)

S-008 植物に潜在感染しているウイルスの役割：ウイルスは植物の生存戦略に寄与できるか？.........................................................................................
...................................................................................高橋 英樹1, 宮下 脩平1, 福原 敏行2 (1東北大学 大学院農学研究科, 2東京農工大学 農学部)

S-009 海洋微生物を巡るウイルス研究：寛容が拓く共存の姿 ................................................................................長﨑 慶三 (高知大学農林海洋科学部)

S-010 ウイルスもまた宿を借りる：驚くべき菌類ウイルスの奸智 ............................................................鈴木 信弘 (岡山大学　資源植物科学研究所)

企画S08 海外遺伝資源の利用におけるカルチャーコレクションや分類学関連施設の役割

8月29日 13:00-15:00 A200会場
企画学会: 日本微生物資源学会 河地正伸（環境研）、微生物生態学会
座長: 河地正伸（環境研）、伊藤隆（理研・BRC）

S-011 名古屋議定書に関する国内外の動向 ......................................................中原 一成 (環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室)

S-012 名古屋議定書時代の研究者が考えるべき課題 .........................................................................................................................森岡 一 (東京農業大学)

S-013 海外生物資源の利用とNITEの取り組み ...............................................................................................................................安藤 勝彦 (NITE・バイオ)

S-014 分類学関係施設のABSに対する取り組み .............................................................................................................................細矢 剛 (国立科学博物館)

S-015 カルチャーコレクションとABS対応について ............................................................................................................................伊藤 隆 (理研・BRC)

　

　

　



公募7 土壌微生物を起点とする微生物生態研究の新展開：目からウロコの新発見

8月29日 13:00-15:00 B200会場
オーガナイザー: 妹尾啓史（東大）、早津雅仁（農研機構）、伊藤英臣（産総研）

S-016 酸性土壌の窒素循環のミッシングリンクを解く：耐酸性新属アンモニア酸化細菌の分離・特徴・機能...............................................................
............................................................................................................................................................早津 雅仁 (農研機構・農業環境変動研究センター)

S-017 水田土壌の鉄還元菌のもう一つの顔：窒素肥沃度を支えるキープレーヤー..................................................................................................................
...........................................................................増田 曜子1, 妹尾 啓史1, 伊藤 英臣2, 白鳥 豊3 (1東京大・院農, 2産総研・北海道, 3新潟農総研)

S-018 内生糸状菌とシロイヌナズナのリン栄養依存的な共棲関係の理解及びその効果の強化に向けて............................................................................
..............................................................................................................................................................晝間 敬1, 2, 西條 雄介1 (1奈良先端大, 2さきがけ)

S-019 菌根共生による植物耐酸性の限界突破...そんなに単純じゃない：第三のプレーヤー候補マイコウィルス.............................................................
...................................................................................................江沢 辰広, 河原 愛, 鈴木 芽以, 中西 夏輝, 丸山 隼人, 増田 税 (北海道大・院農学)

S-020 土壌微生物と昆虫間にあるHidden greats：土壌微生物が害虫カメムシを育む ......................................伊藤 英臣 (産総研・生物プロセス)

公募8 自然環境下に生息する病原体を探る

8月29日 13:00-15:00 B201会場
オーガナイザー: 和田崇之（長崎大）、中村寛海（大阪健安研）

S-021 抗酸菌属における病原性とその動物症例..................................................................................................... 和田 崇之1, 吉田 志緒美2, 3, 柳井 徳磨4

(1長崎大・熱研・国際保健, 2長崎大・医歯薬・国際保健, 3国立病院機構・近畿中央胸部疾患センター, 4岐阜大・応用生物・獣医病理)

S-022 レジオネラ属菌の生活環境における分布状況と遺伝学的特徴..........................................................................................................................................
.......................................................................................................中西 典子, 田中 忍, 有川 健太郎, 岩本 朋忠 (神戸市環境保健研究所・感染症部)

S-023 つつが虫病の謎に迫る .............................................................................................瀬戸 順次, 鈴木 裕, 池田 辰也, 水田 克巳 (山形衛研・微生物)

S-024 食品製造環境から分離されるリステリアの特徴と施設定着要因の考察.........................................................................................................................
中村 寛海1, 田口 真澄2, 阿部 仁一郎1, 高倉 耕一3, 板野 泰之4, 井口 純5, 西川 禎一6 (1大阪健安研・微生物課, 2大阪健安研・研究企画
課, 3滋賀県立大・環境科学部, 4大阪市環科研, 5宮崎大・農学部, 6大阪市大院・生活科学)

　

特別プログラム (8月29日 18:00 - 19:35)

　

AMED特別企画 HFSPグラントへの招待

8月29日 18:00-19:35 A200会場
オーガナイザー: 宮崎亮（産総研）、古川修平(AMED)

A-001 ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)の紹介 ........................................古川 修平 (日本医療研究開発機構 / AMED)

A-002 HFSPグラントの審査過程とポイント .................................................................................金城 政孝 (北海道大学　大学院先端生命科学研究院)

A-003 制限酵素修飾系の進化に関するHFSP国際共同研究を終えての所感 ......若本 祐一1, 2 (1東京大・院総合文化, 2東京大・複雑系センター)

A-004 How to prepare HFSP grant proposal ................................................................................................................宮崎 亮 (産総研・生物プロセス

　

　

　

　

　



　

シンポジウムプログラム (8月31日 13:00 - 15:00)

　

企画S01 ゲノムシークエンス技術・方法論の発展はどのように環境系微生物学分野の未来を変えていくのか？

8月31日 13:00-15:00 M206会場
企画学会: 日本食品微生物学会 木村凡（東京海洋大）、日本ゲノム微生物学会、日本土壌微生物学会、日本バイオインフォマティクス学会
座長: 木村凡（東京海洋大）、岩崎渉（東大）

S-025 PacBioを用いたバクテリアのメチローム解析 .....................................................古田 芳一 (北海道大学・人獣共通感染症リサーチセンター)

S-026 我々の生活と携帯型DNAシーケンサー ....................................................................................................................................丸山 史人 (京大・院医)

S-027 土壌層位形成過程や土壌団粒構造の微生物群集構造解析 .......................................................................西澤 智康, 太田 寬行 (茨城大学農学部)

S-028 次世代DNAシークエンサーの活用が食品微生物学分野にもたらしているインパクトとさらなる未来予測..........................................................
.....................................................................................................................................................................................木村 凡 (東京海洋大・院・食品生産)

企画S05 微生物のサバイバルゲーム

8月31日 13:00-15:00 B201会場
企画学会: 環境バイオテクノロジー学会 野尻秀昭（東大）、日本微生物生態学会 永田裕二（東北大）
座長: 野尻秀昭（東大）、永田裕二（東北大）

S-029 殺す：薬剤耐性菌のVI型分泌機構を介した拡散機構 .....................................................鈴木 仁人 (国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター)

S-030 出し抜く：プラスミドというハンディキャップとその乗り越え方 ....................................................................水口 千穂 (東京大・生物工学セ)

S-031 逃げる:捕食者から逃避する細菌の細胞運動 ...........................諸星 聖1, 2, 松浦 克美1, 春田 伸1 (1首都大・生命, 2(株)テクノスルガ・ラボ)

S-032 利用する：汚染物質分解コンソーシアムにおける非分解菌の役割..................................................................................................................................
................................................................................................................加藤 広海, 小川 なつみ, 大坪 嘉行, 永田 裕二, 津田 雅孝 (東北大・院生命)

S-033 食べる：捕食の関係が作り出す水処理技術の新たな展開 ...................................佐藤 由也, 稲葉 知大, 堀 知行, 羽部 浩 (産総研・環境管理)

企画S09 あなたの常識は非常識？：RNA研究の最前線

8月31日 13:00-15:00 B200会場
企画学会: 極限環境生物学会・日本Archaea研究会 布浦拓郎（JAMSTEC）、日本微生物生態学会 玉木秀幸（産総研）、日本ゲノム微生物学会 大島拓
（富山県立大）
座長: 平田章（愛媛大）、奥田修二郎（新潟大）

S-034 バクテリア16S rRNA遺伝子の進化 .......................................................................宮崎 健太郎1, 2 (1産総研・生物プロセス, 2東京大・新領域)

S-035 tRNA遺伝子の構造の多様性と進化 ..........相馬 亜希子1, 関根 靖彦2, 金井 昭夫3 (1千葉大院・園芸, 2立教大・理, 3慶應大・先端生命研)

S-036 tRNA成熟化機構に見られるアーキアの生存戦略 ..............................................................................................................平田 章 (愛媛大・院理工)

S-037 mRNAの3'末端から生成する機能性RNA ....................................................................................................................宮腰 昌利 (秋田県大・生資科)

　

　

　



公募3 大気と宇宙微生物生態学の幕開け

8月31日 13:00-15:00 A200会場
オーガナイザー: 山岸明彦（東京薬科大）、高井研（JAMSTEC）

S-038 Biopauseプロジェクト：大気球を用いた成層圏微生物採取実験....................................................................................................................................
....................................................................................大野 宗祐 (Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology)

S-039 国際宇宙ステーション与圧部の微生物モニタリングと群集構造 ---宇宙居住と地上応用---......................................................................................
..................................................................................................那須 正夫1, 一條 知昭2, 杉田 隆3 (1大阪大谷大・薬, 2大阪大・院薬, 3明治薬科大)

S-040 国際宇宙ステーション予圧部の真菌群集とそのインパクト..............................................................................................................................................
槇村 浩一1, 2, 3, 4, 5 (1帝京大・医共教研, 2帝京大・医真菌研, 3帝京大・アジア感染研, 4帝京大・院・医・宇宙環境医学, 5帝京大・院・
医療技・臨床検査医学)

S-041 国際宇宙ステーション曝露部での微生物宇宙生存機構解析と採集実験 .................................................河口 優子 (東京薬科大学・生命科学 )

S-042 火星での「微生物」生存可能性と蛍光顕微鏡を用いた探査技術開発 ...............................................................................吉村 義隆 (玉川大・農)

公募5 微生物を使った「ものづくり」最前線～代謝物から酵素まで～

8月31日 13:00-15:00 C200会場
オーガナイザー: 尾仲宏康（東大）、後藤佑樹（東大）

S-043 複合培養を利用した放線菌二次代謝活性化機構の解析と新規抗生物質探索 ......................................................尾仲 宏康 (東京大・院農生科)

S-044 人工生合成系を活用した擬天然物の創製戦略 .................................................................................................................後藤 佑樹 (東京大学・院理)

S-045 天然型高分子「PHBH」発酵生産技術の開発と実用化................................................. 佐藤 俊輔, 青木 里奈, 有川 尚志, 小林 新吾, 田岡 直明
((株)カネカ・Health Care Solutions Research Institute, バイオテクノロジー開発研究所)

S-046 ポストバイオティクスを活用した機能性脂肪酸HYAの実用化開発.................................................................................................................................
.................................................................................米島 靖記 (日東薬品工業株式会社　研究開発本部　研究開発部　菌・代謝物研究センター)

S-047 微生物由来リパーゼの開発 ...........................................小池田 聡1, 吉田 和典1, 2, 依馬 正2 (1天野エンザイム株式会社, 2岡山大院自然科学)

　

　



　

シンポジウムプログラム (8月31日 15:00 - 17:00)

　

企画S02 データベース・カルチャーコレクションの活用が切り開く「複眼的」環境微生物研究

8月31日 15:00-17:00 M206会場
企画学会: 日本バイオインフォマティクス学会 岩崎渉（東大）、日本微生物資源学会 高島昌子(理研)、日本ゲノム微生物学会 大島拓（富山県立大）
座長: 岩崎渉（東大）、高島昌子（理研）

S-048 環境微生物研究に貢献するカルチャーコレクションのあり方 ...........................................................................................大熊 盛也 (理研・JCM)

S-049 NBRP大腸菌・枯草菌リソースの１５年とこれからの５年 .......................................仁木 宏典 (国立遺伝学研究所　系統生物研究センター)

S-050 ゲノムとパスウェイデータベースに基づくメタゲノムの機能アノテーション .............................................................五斗 進 (情シス・DBCLS)

S-051 微生物統合データベース「MicrobeDB.jp」 ...................................................................................................................黒川 顕 (遺伝研・生命情報)

S-052 データベース・カルチャーコレクションでひもとく微生物の進化...................................................................................................................................
..........................................................................................................................岩崎 渉1, 2, 3 (1東京大・院理, 2東京大・大海研, 3東京大・院新領域)

企画S06 共生微生物̶我々の理解はどこまで進んだのか？

8月31日 15:00-17:00 C200会場
企画学会: 日本菌学会 菅原幸哉（農研機構）、日本土壌微生物学会 成澤才彦（茨城大）
座長: 白水貴（国立科学博物館）、菅原幸哉（農研機構）、成澤才彦（茨城大）

S-053 共に生きる菌類と細菌-内生細菌は宿主菌類をどう変えるのか?- ...高島 勇介1, 2, 成澤 才彦2 (1東京農工大院・連合農学, 2茨城大・農)

S-054 昆虫共生細菌̶その驚きの機能と分子メカニズム ...................................................................安佛 尚志 (産総研・生物プロセス／CBBD-OIL)

S-055 異種生物の受容を制御する機構；アーバスキュラー菌根共生を中心に ...........................................................武田 直也 (関西学院大学・理工)

S-056 機能解析から迫る根部内生菌の正体........................................................................................................................................................................................
...........................春間 俊克1, 升屋 勇人2, 山路 恵子3 (1筑波大学大学院・生命環境, 2森林総合研究所・東北支所, 3筑波大学・生命環境系)

S-057 飛ぶ鳥も落とす勢い？「エンドファイト」の産業利用の現状　 ..............................................菅原 幸哉 (（国研）農研機構　畜産研究部門)

企画S11 微生物生態系の仕組みの理解に向けた挑戦

8月31日 15:00-17:00 A200会場
企画学会: 微生物生態学会 春田伸（首都大）
座長: 春田伸（首都大）

S-058 合成生態学に期待できることとその限界 ー微生物の共存・生態系の恒常性機構を考えるー...................................................................................
.....................................................................................................................................................................二又 裕之 (静岡大学グリーン科学技術研究所)

S-059 生態学理論とは何か？　̶微生物生態学との関係 .........................三木 健1, 2 (1国立台湾大学海洋研究所, 2中央研究院環境変遷研究中心)

S-060 集団の挙動に大きな影響を及ぼす個体の変形性 .....................................................................................................................益子 岳史 (静岡大・工)

S-061 異分野連携のためのイロハと数学者の苦悩...........................................................................................................................................................................
.................................齋藤 保久1, 鈴木 研志2, 二又 裕之3 (1島根大院・数理科学領域, 2静岡大院・自然科学系教育部, 3静岡大・グリーン研)

　

　

　



公募2 微生物の元素戦略：ちょっと変わった元素を使う微生物とその利用可能性

8月31日 15:00-17:00 B200会場
オーガナイザー: 加藤創一郎（産総研）、池田丈（広島大）

S-062 貴金属（Au, Pd, Pt, Rh）を取り込み金属ナノ粒子を産出する微生物 ....................................................................小西 康裕 (大阪府大・院工)

S-063 植物共生細菌によるレアアース元素の利用 ̶新奇なレアアース依存型メタノール代謝系̶ ...........................中川 智行 (岐阜大・応用生物)

S-064 微生物によるヨウ素（I）の利用 .........................................................................................................................................天知 誠吾 (千葉大院・園芸)

S-065 ケイ素（Si）で胞子をコーティングするBacillus属細菌 .....................................................池田 丈, 廣田 隆一, 黒田 章夫 (広島大・先端物質)

S-066 セシウム（Cs）を取り込む微生物 ..............................................................................加藤 創一郎1, 2 (1産総研・生物プロセス, 2北大・農学院)

公募4 バクテリアのオルガネラ？！: 特殊な構造体がもたらす細菌のユニークな生存戦略

8月31日 15:00-17:00 B201会場
オーガナイザー: 田代陽介（静岡大）、吉田信行（静岡大）

S-067 磁石を作るオルガネラ：磁性細菌の磁気コンパス .....................田岡 東1, 2 (1金沢大・理工・自然システム, 2金沢大・理工・バイオAFM)

S-068 オルガネラ？細胞小器官？：光合成を担うチラコイド ........................................................................小林 滉宜, 粟井 光一郎 (静岡大・院理学)

S-069 低栄養条件で作られるオルガネラ：オリゴボディー .................................................................................................吉田 信行 (静大院・総合科技)

S-070 ヒドラジンを合成するオルガネラ：嫌気性アンモニウム酸化細菌のアナモキソソーム.............................................................................................
.................................................................................................................................................押木 守1, 岡部 聡2 (1長岡高専・環境都市, 2北大・院工)

S-071 中身のないオルガネラ：ガス小胞形成細菌の浮浪とfloat .......................................................................................田代 陽介 (静大院・総合科技)

　

　



　

シンポジウムプログラム (8月31日 17:00 - 19:00)

　

企画S04 “培養”技術で紐解く生物界の暗黒物質の正体

8月31日 17:00-19:00 M206会場
企画学会: 日本微生物生態学会 玉木秀幸（産総研）、井町寛之（JAMSTEC）、日本微生物資源学会 飯野隆夫（理研JCM）
座長: 玉木秀幸（産総研）、井町寛之（JAMSTEC）、飯野隆夫（理研JCM）

S-072 未知の微生物を"培養"して生命の新機能を探る ..................................................................................................玉木 秀幸 (産総研・生物プロセス)

S-073 微生物暗黒物質は暗黒ではない̶海底下生命圏からの未培養微生物の培養を例として̶ ..........................................井町 寛之 (JAMSTEC)

S-074 極限への適応：培養と環境ゲノミクスで紐解く生命の生存戦略.......................................................................................................................................
................................................鈴木 志野1, 2, 3 (1JAMSTEC・高知コア, 2J. Craig Venter Institute, 3University of Southern California)

S-075 すくすく育て！未培養微生物 ...............................................................................................................................................飯野 隆夫 (理研BRC-JCM)

S-076 分離培養の進展を阻害しているのは、「分離出来ない」って思い込み以外の何ものでもない ..............................花田 智 (首都大・院生命)

企画S10 環境微生物ゲノムの見方・ポストゲノム研究

8月31日 17:00-19:00 C200会場
企画学会: 日本ゲノム微生物学会 大島拓（富山県立大）、日本Archaea研究会 布浦 拓郎（JAMSTEC）、日本バイオインフォマティクス学会、日本微生物
生態学会、極限環境微生物学会
座長: 大島拓（富山県立大）、布浦拓郎（JAMSTEC）

S-077 高精度転写解析を通してみるロイコノストックの生き様 ................................................................................石川 周 (神戸大・イノベーション)

S-078 マルチオミックスを利用した機能ゲノム解析 ..........................................................................................................奥田 修二郎 (新潟大・院医歯学)

S-079 ランダム変異による超好熱アーキアのポストゲノム解析 .................................................................................福居 俊昭 (東工大・生命理工学院)

S-080 原核生物で発見された真核生物型ユビキチンシステムの機能解析...................................................................................................................................
................................................ 金井 保1, 布浦 拓郎2, 石野 良純3, 高井 研2, 跡見 晴幸1 (1京都大・院工, 2海洋研究開発機構, 3九州大・院農)

S-081 細菌の遺伝子サイレンシング ..........................................................................................................................................大島 拓 (富山県立大・生物工)

企画S12 微生物を活用した栽培技術の開発と普及

8月31日 17:00-19:00 A200会場
企画学会: 日本土壌微生物学会 齋藤明広（静岡理工科大）、門馬法明（園芸植物育種研究所）、日本植物病理学会
座長: 門馬法明（園芸植物育種研究所）、齋藤明広（静岡理工科大）

S-082 土壌を創造する　-デザイナー・ソイルの可能性- .......................................篠原 信 (国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構)

S-083 世界のブドウを救え！根頭がんしゅ病の生物防除技術の開発 ...........................................................................川口 章 (農研機構・西日本農研)

S-084 土着菌を活かす：ＣＤＵ施用により集積される微生物を用いた土壌伝染性病害の生態学的防除の可能性...........................................................
.............................................................................................................................................................................................横山 和平 (山口大・院創成科学)

S-085 バチルスバイオ肥料「きくいち」の特性と水稲栽培体系への導入 ...............................................横山 正 (東京農工大学　大学院農学研究院)

　

　

　



公募1 「電気を創る微生物」と「電気を食べる微生物」

8月31日 17:00-19:00 B200会場
オーガナイザー: 井上謙吾（宮崎大）、高妻篤史（東京薬科大）、石井俊一（JAMSTEC）

S-086 微生物電気化学の概観と展望 ......................................................................................................................................................井上 謙吾 (宮崎大・農)

S-087 システムゲノミクスで解き明かす“発電微生物”の多様な生き様........................................................................................................................................
..............................................................................石井 俊一1, 2 (1海洋研究開発機構・海底資源研究開発センター, 2J. Craig Venter Institute)

S-088 電気による微生物の代謝制御と物質生産 .................................................................................................高妻 篤史, 渡邉 一哉 (東京薬科大・生命)

S-089 金属中の電子を抜き出して食べる微生物達 ......................................................................................................................若井 暁 (神戸大院・イノベ)

S-090 微生物による腐食と電気化学的現象 .........................................................................................................................伊藤 公夫 (新日鐵住金・先端研)

公募6 硫黄循環に寄与する微生物と硫黄化合物が持つ新規な機能

8月31日 17:00-19:00 B201会場
オーガナイザー: 片山葉子（農工大）、大津厳生（筑波大）

S-091 大気中の硫化物の発生と分解の新規プロセス .................................................................................................................片山 葉子 (農工大・院農学)

S-092 放線菌におけるエルゴチオネイン生産とその役割 .................................................................................................佐藤 康治, 大利 徹 (北大・院工)

S-093 植物共生メタノール資化性細菌Methylobacterium属細菌におけるエルゴチオネイン生産と役割........................................................................
.................................................................................................................................................................................谷 明生 (岡山大学資源植物科学研究所)

S-094 生物間移行するユニークな硫黄化合物と食との関係...........................................................................................................................................................
.....................................................................大津 厳生1, 2 (1筑波大学高細精医療イノベーション研究コア, 2株式会社サルファーインデックス)

　

　


