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Shibasaki, Y., Yabu, T. Araki K, Mano N. Shiba H, Moritomo, T. and Nakanishi T.  

Peculiar monomeric interferon gammas, IFNγrel 1 and IFNγrel 2, in ginbuna crucian carp. 

FEBS J. 281, 1046-1056. Nov doi:10.1111/febs.12666 

2013 

 

糸長浩司 

大天災・大人災から 3 年－農村計画はどうあるべきか 

農村計画学会誌、32 巻４号、Ｐ435－439、 

2014 年 

 

浦上健司、糸長浩司 

放射能郊外被災地における復興計画と住民意向－福島県飯舘村を事例として 

農村計画学会誌、32 巻４号、458－460、 

2014 年 

 

沈 燕、小林克也、細野(深尾)友美、大嶋 みづき、定村 祐加子、高西 真貴子、原田 彩絵子、細野 崇、

関 泰一郎 

シナモン熱水抽出物は脂肪細胞での ACSL1 発現量を抑制して抗糖尿病作用を示す 

日本農芸化学会 2014 年度大会（東京） 

2014/03/28 

 

沈 燕、小林克也、細野（深尾）友美、細野 崇、関 泰一郎 

シナモン熱水抽出物は脂肪細胞の ACSL1 発現量を低下させてエネルギー代謝を亢進させる 

第 67 回日本栄養・食糧学会大会（名古屋） 

2013/05/25 

 

柴崎 康宏、藪 健史、松浦 雄太、難波 亜紀、間野 伸宏、森友 忠昭、中西 照幸 

ギンブナ IFNγrel のシグナル伝達機構 

平成 26 年度日本水産学会春季大会 北海道大学水産学部 

2014/03/28 

 

畑中 ちひろ、柴崎 康宏、松浦 雄太、藪 健史、森友 忠昭、中西 照幸 

ギンブナの同種移植片拒絶における 4 種類の IFNγ アイソファームの役割 



平成 26 年度日本水産学会春季大会 北海道大学水産学部  

2014/03/28 

 

難波亜紀・柴崎康宏・松浦雄太・藪 健史・間野伸宏・中西照幸 

ギンブナの E. tarda 感染に対する IFNγ の投与効果 

平成 26 年度日本水産学会春季大会 北海道大学水産学部  

2014/03/28 

 

松浦雄太 薮健史 柴崎康宏 司馬肇 森友忠昭 中西照幸 

魚類新規グランザイムの同定 

平成 26 年度日本水産学会春季大会 北海道大学水産学部 2014 年 3 月 28 日 

 

柴崎康宏，藪健史，有田希、岡本修太、畑中ちひろ、松浦雄太、山下倫明，森友忠昭，中西照幸 

魚類特有のインターフェロン、IFNγrel の機能解析 

日本生化学会  

2013/09/11、横浜市 

 

松浦雄太 薮健史 柴崎康宏 司馬肇 森友忠昭 中西照幸 

同種移植鱗拒絶応答におけるギンブナグランザイムの発現動態解析 

日本生化学会  

2013/09/11、横浜市 

 

藪健史，司馬肇，柴崎康宏，中西照幸，今村伸太朗，山下倫明 

ストレス誘導性アポトーシスは SAPK/JNK シグナルによる中性スフィンゴミエリナーゼ１のリン酸化

が引金となる 

日本生化学会  

2013/09/11、横浜市 

 

Namba, A., K. Kanai, Y. Shibasaki, T. Yabu, N. Mano and T. Nakanishi
 

Immunostimulation with recombinant interferon gamma enhances resistance of ginbuna crucian 

carp Carassius auratus langsdorfii to the intracellular parasitic bactrium Edwardsiella tarda.  

EAFP 2013 Tampere, Finland. 

September 2 – 6, 2013 

 

Kanai, K., A. Namba, Y. Shibasaki, T. Yabu, H. Anzai, T. Ishikawa, T. Yokozuka, N. Mano and 

T. Nakanishi 

Serum interferon gamma （ IFNγ）  levels are affected by high-concentration ascorbic acid (ASA) 

supplementation in the rainbow trout Oncorhynchus mykiss.  

EAFP 2013 Tampere, Finland.  

September  2 – 6, 2013 

 



有田 希、柴崎 康宏、松浦 雄太、藪 健史、森友 忠昭、中西 照幸 

魚類におけるインターフェロンγ産生細胞の同定 

日本比較免疫学会 第 25 回学術集会  

2013/08/27 岡山理科大 

 

岡本 修太，柴崎 康宏，松浦 雄太，藪 健史，森友 忠昭，中西 照幸 

GVHD 誘導に伴うドナーT リンパ球における免疫関連遺伝子の発現解析 

日本比較免疫学会 第 25 回学術集会 

2013/08/27 岡山理科大 

 

Haitham M. Tartor, Sukanta K. Nayak, Teruyuki Nakanishi 

Requirement of contact for direct antibacterial activity of lymphocyte subpopulations in ginbuna crucian carp 

1
st
 International Conference of Fish and Shellfish Immunology, 

June 25-28, 2013, Vigo, Spain 

 

糸長浩司 

原発事故被災者の飯舘村民の移住・生活再建意向からみる政策提案 

日本建築学会大会梗概集 

2013/08/30 

 

香川 亘, 新井 直人, 市川 雄一, 五月女 美香, 柴田 武彦, 胡桃坂 仁志 

酵母 Rad52 C 末端側領域の相同組換えにおける役割 

第 36 回日本分子生物学会年会 

2013/12/05 

 

新井直人, 鎭目恭平, 新宮良宣, 美川務, 柴田武彦 

出芽酵母 Rad51 の重合反応が相同組換えに与える影響 

第 36 回日本分子生物学会年会 

2013/12/03 

 

松木哲郎、伊藤優佑、渡邉恵利花、上田賢志、高野英晃 

Corynebacterium glutamicum から見出した新規な光応答性転写調節タンパク質の解析 

日本農芸化学会 2014 年度大会 

2014/03/28 

 

見世光、萩原健太、平田 直哉、上田 賢志、高野 英晃 

Bacillus megaterium QM B1551 株の光誘導性カロテノイド生産機構の解明 

日本農芸化学会 2014 年度大会 

2014/03/28 

高野英晃、見世光、上田賢志 

B. megaterium の光誘導性カロテノイド生産機構の解明 



第 8 回 日本ゲノム微生物学会年会 

2014/03/09 

 

Hideaki Takano, Kou Mise, Kenta Hagiwara, Naoya Hirata, Kenji 

LitR/CarH family, a light-sensitive AdoB12-photoreceptor widely distributed in non-photosynthetic bacteria 

第 36 回日本分子生物学会年会 

2013/12/03 

 

高野英晃 

一般細菌の光応答転写制御の普遍性と多様性に関する研究 

2013 年度国立遺伝学研究所研究会｢細菌細胞の増殖と代謝研究会（スイッチング制御）｣ 

2013/11/29 

 

高野英晃、松木哲郎、伊藤優佑、渡邉恵利花、上田賢志 

Corynebacterium glutamicum の光依存的なカロテノイド生産制御機構の解析 

2013 年度（第 28 回）日本放線菌学会大会 

2013/09/06 

 

高野英晃（招待講演） 

新規な光センサー型転写調節蛋白質の生化学および構造学的研究 

公益財団法人長瀬科学技術振興財団 平成２４年度研究成果発表会 

2013/04/25 

 

 


