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2021年7月19日(月)

A会場

招待講演

招待講演（津本浩平）
座長:小迫 英尊(徳島大学)
13:10 〜 14:00  A会場 (Zoomルーム1)

抗体工学のモダリティ創薬への貢献

*津本 浩平1 （1. 東京大学大学院工学系研究科）

   13:10 〜    14:00

[1A01]

2021年7月20日(火)

A会場

招待講演

招待講演（前田高宏）
座長:増田 豪(熊本大学)
10:55 〜 11:45  A会場 (Zoomルーム1)

CRISPR/Cas9遺伝子改変技術を用いた白血病治療標

的分子の同定

*前田 高宏1 （1. 九州大学大学院医学研究院 プレシジョン医

療学）

   10:55 〜    11:45

[2A01]

招待講演

KHUPO講演（ Y. Kim）
座長:小寺 義男(北里大学)
15:05 〜 15:55  A会場 (Zoomルーム1)

A Road to Clinical Proteomics

*Kim Youngsoo1 （1. Seoul National University College of

Medicine）

   15:05 〜    15:55

[2A02]

2021年7月21日(水)

A会場

招待講演

招待講演（星野歩子）
座長:今見 考志(京都大学)
10:55 〜 11:45  A会場 (Zoomルーム1)

がんにおけるエクソソームのプロテオミクス：転移

寄与分子と診断バイオマーカーの解析

*星野 歩子1 （1. 東京工業大学）

   10:55 〜    11:45

[3A01]

2021年7月19日(月)

B会場

教育セミナー

教育セミナー
座長:堂前 直(理化学研究所)、肥後 大輔(サーモフィッシャーサイエ

ンティフィック)
14:15 〜 16:15  B会場 (Zoomルーム2)

プロテオミクス＆ペプチドミクス　－生体内のタン

パク質存在様式を知りたい－

*小寺 義男1,2 （1. 北里大学理学部物理学科物性物理学講

座、2. 北里大学理学部附属疾患プロテオミクスセンター）

   14:15 〜    14:37

[1B01]

定量プロテオミクス解析における各手法の特徴につ

いて

*渡邊 史生1 （1. サーモフィッシャーサイエンティフィック

株式会社）

   14:37 〜    14:59

[1B02]

組織切片上で代謝物を可視化する質量分析技術、

Mass Imaging

*青木 淳賢1 （1. 東京大学）

   14:59 〜    15:31

[1B03]

ナノフロー液体 LC－ MS/MSとデータベース検索を

もちいた長鎖 RNAのキャラクタリゼーション

*中山 洋1、田岡 万悟2 （1. 理化学研究所 環境資源科学研究

センター、2. 東京都立大学 理学研究科）

   15:31 〜    15:53

[1B04]

jPOSTリポジトリと JPDMデータジャーナルの活用

*奥田 修二郎1 （1. 新潟大学）

   15:53 〜    16:15

[1B05]

2021年7月20日(火)

C会場

シンポジウム

プロテオスタシス研究の最前線
座長:岩崎 未央(京都大学)、増田 豪(熊本大)
09:00 〜 10:40  C会場 (Zoomルーム3)

細胞シグナリングのタンパク質合成段階による制御

*藤井 耕太郎1,2 （1. Dept. Molecular Genetics

&Microbiology, University of Florida、2. Center for

NeuroGenetics, University of Florida）

   09:00 〜    09:20

[2C01]

リソソームによる神経幹細胞の休眠制御

*小林 妙子1 （1. 京都大学）

   09:20 〜    09:40

[2C02]

多能性幹細胞に特異的な転写後制御機構の解明

*岩崎 未央1 （1. 京都大学iPS細胞研究所）

   09:40 〜    10:00

[2C03]
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細胞外プロテオスタシスにおけるレドックス制御と

タンパク質凝集との関連解析

*佐藤 卓史1、稲田 祐貴2、小橋川 敬博1、森岡 弘志1 （1.

熊本大学大学院生命科学研究部（薬）、2. 熊本大学大学院

薬学教育部）

   10:00 〜    10:20

[2C04]

アルツハイマー病モデルマウスのタンパク質共発現

ネットワーク解析

*津曲 和哉1、佐藤 義明2、青柳 浩史2、岡野 栄之1、黒光

淳郎2 （1. 慶應義塾大学医学部、2. エーザイ株式会社

エーザイ-慶應義塾大学認知症イノベーションラボ）

   10:20 〜    10:40

[2C05]

B会場

シンポジウム

医療応用や仮説構築のための臨床プロテオミクス最前

線〜フォーネスライフ社およびオーリンク社協賛〜
座長:唐澤 毅(オーリンク社)、和賀 巌(フォーネスライフ社)
09:00 〜 10:40  B会場 (Zoomルーム2)

アプタマーベースの技術を使用した老化血漿プロテ

オームの特性評価：老化バイオマーカーのマイニン

グ

*田中 稔子1、Giovanna Fantoni1、Stefania Bandinelli2、L

uigi Ferrucci1 （1. National Institute on Aging、2.

Azienda Sanitaria Firenze）

   09:00 〜    09:20

[2B01]

遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシスにおけ

るタンパク質バイオマーカーの発見

*Mills Evan1、唐澤 毅1 （1. Olink Proteomics Inc）

   09:20 〜    09:40

[2B02]

気分障害のバイオマーカーとしての血清中血小板由

来増殖因子（ PDGF-BB）に関する多施設共同研究

*井手本 啓太1、新津 富央1、石間 環2、畑 達記1、吉田 寿美

子3、服部 功太郎3、蓬莱 政4、大塚 郁夫4、山森 英長
5,6,7、戸田 重誠8,9、亀野 陽亮10、太田 貴代光1、小田 靖典
1、木村 敦史1、橋本 佐1、森 則夫10、菊知 充8、三邊 義雄
8、橋本 亮太5,6、菱本 明豊4,11、中込 和幸3、伊豫 雅臣
1,2、橋本 謙二2 （1. 千葉大学大学院医学研究院精神医

学、2. 千葉大学社会精神保健教育研究センター病態解析部

門、3. 国立精神・神経医療研究センター病院、4. 神戸大学

大学院医学研究科精神医学分野、5. 大阪大学大学院医学系

研究科情報統合医学講座精神医学、6. 国立精神・神経医療

研究センター精神保健研究所精神疾患病態研究部、7.

JCHO大阪病院、8. 金沢大学医薬保健学域医学類精神行動

科学、9. 昭和大学医学部精神医学講座、10. 浜松医科大学

[2B03]

医学部精神医学講座、11. 横浜市立大学大学院医学研究科

精神医学）

   09:40 〜    10:00

アルツハイマー病のバイオマーカー探索と疾患の分

子機構の解明に向けた複合オミクスのパイロット研

究

*徳岡 涼美1、浜野 文三江1、安藤 智広2、足達 俊吾3、伊井

雅幸2、夏目 徹3、小田 吉哉1 （1. 東京大学大学院医学系研

究科、2. Axcelead Drug Discoevry Partners株式会社、3.

産業技術総合研究所）

   10:00 〜    10:20

[2B04]

アプタマーを用いた Affinity Proteomics技術の予防

医療領域での社会実装

*和賀 巌1,2,3、堀井 克紀1、加藤 信太郎1,2、古市 真木夫
1、柴山 正樹1,2 （1. NECソリューションイノベータ、2.

フォーネスライフ、3. 東北大学）

   10:20 〜    10:30

[2B05]

Proximity Extension Assay: qPCR/NGSを活用した

血漿プロテオーム解析技術

*加藤 悠1、甲斐 渉1 （1. オーリンク株式会社）

   10:30 〜    10:40

[2B06]

シンポジウム

新技術
座長:今見 考志(京都大学)、吉川 治孝(徳島大学)
16:10 〜 17:50  B会場 (Zoomルーム2)

遺伝子発現を制御する転写メディエーターの構造解

析

*野澤 佳世1、Cramer Patrick2、胡桃坂 仁志1 （1. 東京大

学・定量生命科学研究所、2. Max Planck Institute for

Biophysical Chemistry）

   16:10 〜    16:26

[2B14]

質量分析による tRNA修飾の網羅的解析

*坂口 裕理子1、鈴木 勉1 （1. 東京大学工学部化学生命工

学）

   16:26 〜    16:42

[2B15]

代謝物の標的タンパク質を同定するケミカルプロテ

オミクスの新技術

*磯部 洋輔1,3,4、Nomura Daniel2、有田 誠1,3,4 （1. 理化学

研究所、2. カリフォルニア大学バークレー校、3. 慶應義塾

大学、4. 横浜市立大学）

   16:42 〜    16:58

[2B16]

プロテオミクスイオンモビリティ分離におけるペプ

チド衝突断面積予測

*小形 公亮1、Chang Chih-Hsiang1、Yeung Darien2,3,4、S

picer Victor 3、Krokhin Oleg 2,3,4,5、石濱 泰1,6 （1. 京都大

[2B17]
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学大学院薬学研究科、2. Department of Biochemistry and

Medical Genetics, University of Manitoba、3. Manitoba

Centre for Proteomics and Systems Biology, University of

Manitoba 、4. Department of Internal Medicine,

University of Manitoba、5. Department of Chemistry,

University of Manitoba、6. 医薬基盤・健康・栄養研究所）

   16:58 〜    17:14

Tamavidin 2-REVを用いたビオチン化ペプチド精製

方法の最適化

*西野 耕平1,2、吉川 治孝1、茂谷 康1、小迫 英尊1 （1. 徳島

大学 先端酵素学研究所 藤井節郎記念医科学センター 細胞

情報学分野、2. 徳島大学 技術支援部 蔵本技術部門）

   17:14 〜    17:30

[2B18]

高親和性キャプチャー HaloTagを用いた新規のタン

パク質-オリゴ DNA結合法

*矢崎 潤史1、川島 祐介1、小川 泰策1、小林 敦夫1、大越

麻友1、渡辺 貴志1、吉田 優2、喜井 勲1、江上 将平3、天谷

雅行3、細谷 孝充2、城口 克之1、小原 収1 （1. 理化学研究

所、2. 東京医科歯科大学、3. 慶応大学）

   17:30 〜    17:46

[2B19]

C会場

シンポジウム

拡大し変容するタンパク質の世界〜学術変革領域研究

(A)「マルチファセット・プロテインズ」共催〜
座長:田口 英樹(東京工業大学)、松本 雅記(新潟大学)
16:10 〜 17:50  C会場 (Zoomルーム3)

非典型的な翻訳から迫る「拡大するタンパク質の世

界」

*田口 英樹1 （1. 東京工業大学科学技術創成研究院細胞制御

工学研究センター）

   16:10 〜    16:25

[2C13]

未踏 ORFの同定と生理機能の解析

*松本 有樹修1 （1. 九州大学 生体防御医学研究所）

   16:25 〜    16:45

[2C14]

新生ポリペプチド鎖オミクスによる共翻訳修飾の解

明

*今見 考志1、内山 純貴1、Rohini Roy2、王 丹2,3、三嶋

雄一郎4、石濱 泰1 （1. 京都大学 大学院薬学研究科、2.

京都大学 物質－細胞統合システム拠点、3. 理化学研究所

生命機能科学研究センター、4. 京都産業大学 大学院生命科

学研究科）

   16:45 〜    17:05

[2C15]

N末端プロテオミクスによる新規翻訳開始点の同定

*西田 紘士1、今見 考志1、石濱 泰1 （1. 京都大学大学院薬

[2C16]

学研究科）

   17:05 〜    17:20

質量分析を用いたヒト上流 ORF由来タンパク質検出

法の開発

*橋本 陽太1、赤瀬 太地1、丹羽 達也1,2、田口 英樹1,2、相澤

康則1 （1. 東京工業大学 生命理工学院、2. 東京工業大学

科学技術創成研究院）

   17:20 〜    17:35

[2C17]

質量分析計を用いた未開拓プロテオームへの挑戦

*松本 雅記1 （1. 新潟大学大学院医歯学総合研究科）

   17:35 〜    17:50

[2C18]

2021年7月21日(水)

B会場

シンポジウム

創薬への応用
座長:長野 光司(中外製薬)、田中 恒平(田辺三菱製薬)
09:00 〜 10:40  B会場 (Zoomルーム2)

血漿プロテオミクスによる子宮内膜症のバイオ

マーカー探索

大森 寛1、小林 慎太1、西本（垣内） 綾子1、田窪 亮子
1、山海 直2、今野 良3、*長野 光司1 （1. 中外製薬株式会

社、2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、3.

自治医科大学）

   09:00 〜    09:20

[3B01]

次世代プロテオミクスによる進行性線維化を伴う間

質性肺疾患の新規バイオマーカー探索

*榎本 貴俊1、武田 吉人1、白井 雄也1、足立 淳2、伊藤 眞里
3、夏目 やよい3、熊ノ郷 淳1 （1. 大阪大学大学院医学系研

究科、2. 医薬基盤研究所プロテオームリサーチプロジェク

ト、3. 医薬基盤研究所バイオインフォマティクスプロ

ジェクト）

   09:20 〜    09:40

[3B02]

PROTACの作用機序：標的タンパク質分解を促進す

るユビキチンコードの解明

*大竹 史明1 （1. 星薬科大学）

   09:40 〜    10:00

[3B03]

医薬品候補化合物の網羅的毒性ターゲット探索法の

構築

*鎌倉 健雄1、阿部 文音1、松山 恵吾1、佐野 正武1、足立

淳2 （1. 塩野義製薬株式会社、2. 医薬基盤・健康・栄養研

究所）

   10:00 〜    10:20

[3B04]

ヒスチジン重水素置換質量分析法による標的タンパ

ク質同定法の検討

[3B05]
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*田中 恒平1、岸本 太郎1、渡辺 心子1、光井 かおり1、宮城

大2 （1. 田辺三菱製薬株式会社、2. ケース・ウェスタ

ン・リザーブ大学）

   10:20 〜    10:40

C会場

シンポジウム

プロテオミクスの様々な活用：基礎から応用まで
座長:紀藤 圭治(明治大学)、西内 巧(金沢大学)
09:00 〜 10:40  C会場 (Zoomルーム3)

植物表層における病原微生物との相互作用に関わる

タンパク質の探索

*西内 巧1 （1. 金沢大学）

   09:00 〜    09:20

[3C01]

陸上植物の免疫システム

*中神 弘史1 （1. マックス・プランク植物育種学研究所）

   09:20 〜    09:35

[3C02]

トランスクリプトームとプロテオーム解析を用いた

て植物免疫を上昇させる細胞外分泌ペプチドの探索

*花田 耕介1 （1. 九州工業大学）

   09:35 〜    09:50

[3C03]

プロテオームデータを用いた光合成微生物の動的代

謝モデリング

*松田 史生1 （1. 大阪大学）

   09:50 〜    10:10

[3C04]

大腸菌細胞質プロテアーゼ欠損株の定量プロテオミ

クス解析

*丹羽 達也1、上村 英里1、茶谷 悠平1、田口 英樹1 （1. 東京

工業大学 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センター）

   10:10 〜    10:25

[3C05]

食品加工プロセス研究におけるプロテオミクスの活

用

*小南 友里1 （1. 東京大学）

   10:25 〜    10:40

[3C06]

A会場

シンポジウム

機能プロテオミクスが切り開く新たな生物学
座長:足達 俊吾(AIST)、幡野 敦(新潟大学)
15:05 〜 16:45  A会場 (Zoomルーム1)

クロマチンプロテオミクス ChEPによるインスリン依

存的な転写システムの解明

*幡野 敦1 （1. 新潟大学）

   15:10 〜    15:28

[3A02]

脂肪細胞におけるインスリン依存性糖代謝の速度論[3A03]

的トランスオミクス解析

*大野 聡1、黒田 真也1 （1. 東京大学）

   15:28 〜    15:46

c-Myc複合体の効率的な精製と構成因子の絶対定量

解析

*白石 千瑳1、松本 有樹修1、松本 雅記2、中山 敬一1 （1.

九州大学 生体防御医学研究所、2. 新潟大学）

   15:46 〜    16:04

[3A04]

プロテアソーム液滴基質のプロテオーム解析

*土屋 光1、佐伯 泰1 （1. 東京都医学総合研究所）

   16:04 〜    16:22

[3A05]

複数シグナル経路活性の同時計測を可能とするタン

パク質複合体解析

*足達 俊吾1、草野 秀夫1、西村 久美子1、穂本 真佐江1、夏

目 徹1 （1. 産業技術総合研究所）

   16:22 〜    16:40

[3A06]

D会場

シンポジウム

バイオインフォマティクスが担う多様なオミクス解析
座長:奥田 修二郎(新潟大学)、吉沢 明康(京都大学)
15:05 〜 16:45  D会場 (Zoomルーム4)

大規模ゲノム・オミックス解析を使った認知症研

究

*重水 大智1,2,3 （1. 国立長寿医療研究センター メディカル

ゲノムセンター、2. 東京医科歯科大学 難治疾患研究所、3.

理化学研究所 生命医科学研究センター）

   15:05 〜    15:25

[3D02]

ヒトの初期胚で活性化する LTR型レトロトランスポ

ゾン

*橋本 浩介1 （1. 大阪大学）

   15:25 〜    15:45

[3D03]

メタボロミクス研究に資する質量分析インフォマ

ティクス

*津川 裕司1,2,3,4 （1. 東京農工大学、2. 理化学研究所生命医

科学研究センター、3. 理化学研究所環境資源科学研究セン

ター、4. 横浜市立大学生命医科学研究科）

   15:45 〜    16:05

[3D04]

jPOSTの現状とプロテミクスデータの標準化に向け

た国際連携

*河野 信1,2 （1. 富山国際大学現代社会学部、2. 情報・シス

テム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設ライフサ

イエンス統合データベースセンター）

   16:05 〜    16:25

[3D05]

OncoProGx〜プロテオゲノミクスの未来を切り拓く[3D06]
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革新的なソフトウェア

*野口 玲1、吉松 有紀1、申 育實1、小野 拓也1、土屋 流人
1、小迫 英尊2、近藤 格1 （1. 国立がん研究センター希少が

ん研究分野、2. 徳島大学藤井記念医科学センター細胞情報

学分野）

   16:25 〜    16:45

2021年7月20日(火)

B会場

一般口頭発表

一般口頭発表1
座長:近藤 格(国立がん研究センター)、松本 俊英(北里大学)
13:10 〜 14:50  B会場 (Zoomルーム2)

細胞表面タンパク質の網羅的解析を通した卵巣がん

新規治療標的分子の探索

*小林 信1、片山 博之1、Fahrmann F. Johannes1、Iradizad

Ehsan1、Mao Xiangying1、Vykoukal V. Jody1、Yu Chuan-

Yih 1、Cai Yining1、杉本 幸太郎2、千葉 英樹2、Celestino

Joseph3、Liu Jinsong4、Lu H. Karen3、Hanash M. Samir1

（1. Department of Clinical Cancer Prevention, The

University of Texas M.D. Anderson Cancer Center、2.

Department of Basic Pathology, School of Medicine,

Fukushima Medical University、3. Department of

Gynecologic Oncology and Reproductive Medicine, The

University of Texas M.D. Anderson Cancer Center、4.

Department of Pathology, The University of Texas M.D.

Anderson Cancer Center）

   13:10 〜    13:24

[2B07]

血清中の細胞外小胞のプロテオーム解析による膵臓

癌の新規診断マーカーの探索

*米窪 莉子1、高野 重紹2、大塚 将之2、足立 淳3、朝長

毅3、鳴海 良平3、石田 美海子3、磯山 純子3、曽川 一幸4

（1. 麻布大学 生命環境科 臨床検査技術学科、2. 千葉大学

大学院医学研究院臓器制御外科学、3. 国立研究開発法人医

薬基盤・健康・栄養研究所創薬デザインセンター創薬標的

プロテオミクスプロジェクト兼プロテオームリサーチプロ

ジェクト、4. 麻布大学生命・環境科学部生化学研究室）

   13:24 〜    13:38

[2B08]

大腸がん判定を目的とした血清糖タンパク質

マーカーの探索

*田辺 和弘1、篠崎 英司2 （1. 株式会社ＬＳＩメディエン

ス、2. 公益財団法人がん研究会有明病院）

   13:38 〜    13:52

[2B09]

便を対象としたDIA-MSによる胆道閉鎖症の早期診断

マーカー探索

[2B10]

*渡辺 栄一郎1,2、川島 祐介3、須田 亙4、柿原 知4,2、高澤

慎也5、中島 大輔3、中村 蓮3、西 明5、鈴木 完2、小原

收3、藤代 準2 （1. 国立研究開発法人 国立成育医療研究セ

ンター 臓器・運動器病態外科部 外科、2. 東京大学医学部

小児外科、3. かずさDNA研究所、4. 理化学研究所 統合生命

医科学研究センター マイクロバイオーム研究チーム、5.

群馬県立小児医療センター 外科）

   13:52 〜    14:06

大腸腫瘍組織における翻訳後修飾変化の解析

*三城 恵美1、藤下 晃章1、小島 康1、梶野 リエ1、田中

努2、田近 正洋2、青木 正博1 （1. 愛知県がんセンター研究

所 がん病態生理学分野、2. 愛知県がんセンター病院 内視鏡

部）

   14:06 〜    14:20

[2B11]

プロテオミクスを用いたスキルス胃がんにおける変

異型 RhoAタンパクの機能解析

*荻原 裕人1,2、佐々木 裕輔3、金澤 宏樹1、山本 一樹2、中

山 綾2、油谷 浩幸3、田中 十志也3、小笹 徹1、川村 猛2,3

（1. 横浜薬科大学、2. 東京大学アイソトープ総合セン

ター、3. 東京大学先端科学技術研究センター）

   14:20 〜    14:34

[2B12]

胆管癌由来の癌幹細胞の樹立とプロテオミクスによ

る性状解析

*PANAWAN ORASA1,2、Silsirivanit Atit2、Putthisen

Siyaporn2、Kaewkong Worasak3、Muisuk Kanha4、D

etarya Marutpong2、Luang Sukanya2、Okada Seiji5、W

ongkham Sopit2、Araki Norie1 （1. Dept. of Tumor

genetic &Mol. Biol. Graduate school. Kumamoto

University, Japan、2. Dept. of Biochem. Fac. of Med.

Khon Kaen University, Thailand、3. Dept. of Biochem.

Fac. of Med. Sci. Naresuan University, Thailand、4. Dept.

of Forensic Med. Fac. of Med. Khon Kaen University,

Thailand、5. Div. of Hematopoiesis Ctr. of AIDS Res.

Kumamoto University Japan）

   14:34 〜    14:48

[2B13]

C会場

一般口頭発表

一般口頭発表2
座長:木下 英司(広島文教大学)、木村 弥生(横浜市立大学)
13:10 〜 14:50  C会場 (Zoomルーム3)

多角的糖鎖解析システムにより組織中特定タンパク

質上の糖鎖の違いを見つける

*久野 敦1、梶 裕之1、岡谷 千晶1、松田 厚志1,2、高倉 大輔
2,3、我妻 孝則1,2,3、山崎 剣2,3、服部 幸男3、坂元 亨宇2

[2C06]
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（1. 国立研究開発法人 産業技術総合研究所、2. 慶應義塾大

学、3. バイオインダストリー協会）

   13:10 〜    13:24

チロシンホスファターゼ大規模解析に向けたリン酸

化チロシンミミックペプチドプローブの開発

*新苗 智也1、津曲 和哉1,2、今見 考志1、杉山 直幸1、大高

章3、石濱 泰1 （1. 京都大学薬学研究科、2. 慶應義塾大学

医学部、3. 徳島大学医歯薬学研究部）

   13:24 〜    13:38

[2C07]

荷電位置選択的分離に基づいたイオン交換クロマト

グラフィーによる新規のタンパク質 N末端ペプチド

濃縮法

*張 智翔1,2、張 心儀2、ウリ ラッシイベ2、石濱 泰2 （1.

熊本大学、2. 京都大学）

   13:38 〜    13:52

[2C08]

ウシ胎児血清を含む哺乳類細胞培養上清の高深度プ

ロテオーム解析法の確立

*中村 蓮1,2、中島 大輔2、佐藤 裕範2、遠藤 裕介2、小原 收
2、川島 祐介2 （1. 国際医療福祉大学、2. かずさDNA研究

所）

   13:52 〜    14:06

[2C09]

標的プロテオミクスによる膜タンパク質定量のペプ

チド分画による高感度化

*宮野 綾華1、森 彩乃2、増田 豪1,2、伊藤 慎悟1,2、大槻 純男
1,2 （1. 熊本大学大学院薬学教育部、2. 熊本大学薬学部）

   14:06 〜    14:20

[2C10]

ショットガンプロテオミクス法による Holliday構造

DNA結合蛋白質の網羅的解析

*韓 龍雲1、夫 恒範2,3、Sharif Jafar1、塩屋 樹里1、清田

純1、小原 收1,4、金 大貴2 （1. 理化学研究所生命医科学研

究センター、2. 大阪市立大学大学院工学研究科、3. ナノ

アース、4. かずさDNA研究所）

   14:20 〜    14:34

[2C11]

ハイスループット SWATH Acquisitionによる定量的

プロテオミクスの迅速化

*柴田 猛1、Antonoplis Alexandra2、Hunter Christie2 （1.

株式会社エービー・サイエックス、2. SCIEX USA）

   14:34 〜    14:48

[2C12]

2021年7月21日(水)

B会場

一般口頭発表

一般口頭発表3
座長:立川 正憲(徳島大学)、阿部 雄一(愛知県がんセンター研究所)
13:10 〜 14:50  B会場 (Zoomルーム2)

質量分析と患者由来肉腫細胞株により同定した悪性

末梢神経鞘腫の新規治療薬候補

*土屋 流人1,2、野口 玲1、吉松 有紀1、申 育實1、小野 拓也
1、清 茜1、小迫 英尊3、川井 章4、近藤 格1 （1. 国立がん研

究センター研究所希少がん研究分野、2. 千葉大学大学院医

学研究院整形外科学、3. 徳島大学先端酵素学研究所藤井節

郎記念医科学センター細胞情報学分野、4. 国立がん研究セ

ンター中央病院骨軟部腫瘍・リハビリテーション科）

   13:10 〜    13:24

[3B06]

患者由来の癌モデルを用いた肉腫の機能的プロテオ

ゲノミクス

*吉松 有紀1、野口 玲1、申 育實1、土屋 流人1、小野 拓也
1、吉田 朗彦1、川井 章1、小迫 英尊2、近藤 格1 （1. 国立が

ん研究センター 、2. 徳島大学藤井節郎記念医科学セン

ター細胞情報学分野）

   13:24 〜    13:38

[3B07]

縦断コホートを用いた糖尿病性認知機能低下のグラ

イコプロテオミクス

*三浦 ゆり1、川上 恭司郎1、井出野 佑太1、増井 幸恵1、稲

垣 宏樹1、津元 裕樹1、梅澤 啓太郎1、新井 康通2、池邉

一典3、石崎 達郎1、神出 計3、権藤 恭之3、遠藤 玉夫1 （1.

東京都健康長寿医療センター研究所、2. 慶応大学、3. 大阪

大学）

   13:38 〜    13:52

[3B08]

活性酸素処理により酸化修飾を導入した

Myeloperoxidase 免疫による自己抗体の産生

*芝野 祐斗1、吉元 瞭2、柴原 美乃里1、佐藤 政秋3、佐藤

利行3、黒川 真奈絵4、永井 宏平1,2、加藤 智啓3 （1. 近畿大

学生物理工学部 、2. 近畿大学大学院生物理工学研究科、3.

聖マリアンナ医科大学大学院・疾患プロテオーム・分子病

態治療学、4. 聖マリアンナ医科大学大学院・疾患バイオ

メーカー・標的分子制御学）

   13:52 〜    14:06

[3B09]

MPO-ANCA 陽性者由来好中球 Myeloperoxidase

翻訳後修飾の網羅的定量解析

*吉元 瞭1、佐藤 政秋2、里川 晴夏3、柴野 祐斗3、佐藤 利行
2、黒川 真奈絵4、永井 宏平1,3、加藤 智啓2 （1. 近畿大学大

学院生物理工学研究科、2. 聖マリアンナ医科大学大学院

疾患プロテオーム・分子病態治療学、3. 近畿大学生物理工

学部、4. 聖マリアンナ医科大学大学院 疾患バイオ

マーカー・標的分子制御学）

   14:06 〜    14:20

[3B10]

DIA-MSによるヒト iPS細胞由来神経幹細胞の定量プ

ロテオーム解析

*浦澤 貴哉1、小泉 匠1、木村 一雅1、太田 悠葵1、川崎 ナナ
1 （1. 横浜市立大学大学院）

[3B11]
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   14:20 〜    14:34

DIA-MSによるプロテオーム解析を用いた乳児腸液中

宿主由来タンパク質の網羅的解析

*柿原 知1、渡辺 栄一郎1、藤雄木 亨真1、三宅 和恵1、朝長

高太郎1、吉田 真理子1、中島 大輔2、中村 蓮2、川島 祐介
2、藤代 準1 （1. 東京大学医学系研究科 小児外科学、2.

かずさDNA研究所 技術開発チーム）

   14:34 〜    14:48

[3B12]

C会場

一般口頭発表

一般口頭発表4
座長:荒川 憲昭(国立医薬品食品衛生研究所)、小林 大樹(新潟大学大

学院医歯学総合研究科)
13:10 〜 14:50  C会場 (Zoomルーム3)

SWATH法による食品由来成分の抗炎症作用の分子機

構解明の試み

*黒川 萌音1、吉本 健人2、近江 響1、永井 宏平1,2 （1. 近畿

大学生物理工学部、2. 近畿大学大学院生物理工学研究科）

   13:10 〜    13:24

[3C07]

SWATH法による高脂肪食誘導マウスの肝臓の定量プ

ロテオミクス

*吉元 健人1、井関 七海2、黒川 萌音2、三澤 成葉2、長嶺

凛子2、岸田 邦博1,2、永井 宏平1,2 （1. 近畿大学大学院生物

理工学研究科、2. 近畿大学生物理工学部）

   13:24 〜    13:38

[3C08]

翻訳後修飾の網羅的な定量比較によるブタ I型コ

ラーゲンの組織特異的翻訳後修飾の解析

*永井 宏平1,2、黒河 夏帆2、柳園 彩歌2、吉元 瞭1、國井

沙織2、森本 康一1,2 （1. 近畿大学大学院生物理工学研究

科、2. 近畿大学生物理工学部）

   13:38 〜    13:52

[3C09]

孔辺細胞の細胞死や植物免疫を制御するシロイヌナ

ズナの MAPKKKの解析

*シディク ヤシル1、リンス メリコ1、西内 巧1 （1.

Kanazawa University）

   13:52 〜    14:06

[3C10]

エチレン非感受変異体ein3-1のムギ類赤かび病菌感

染葉の表皮におけるプロテオーム解析

*玉置 大介1、池田 大志2、唐原 一郎1、西内 巧3 （1. 富山大

学学術研究部理学系、2. 富山大学理学部生物学科、3. 金沢

大学研究基盤支援施設）

   14:06 〜    14:20

[3C11]

Pseudomonas sp. SN4株の細胞外多糖画分による植

物成長促進効果

*施 書琦1、西内 巧2、西田 彩夏1、梶原 悠3、井藤 俊行

[3C12]

3、宮本 浩邦1,4,5、児玉 浩明1 （1. 千葉大学園芸学研究

科、2. 金沢大・研究基盤、3. 京葉ガスエナジーソ

リューション、4. サーマス、5. 理研・IMS）

   14:20 〜    14:34

組織グライコームマップデータベース LM-

GlycomeAtlasの組織染色データ表示に関する改良

*岡谷 千晶1、Zou Xia2、藤田 典昭1、曽我部 勇3、荒川

康一3、永井 美杉1、安形 清彦1、Zhang Yan2、木下 聖子
3、久野 敦1 （1. 産業技術総合研究所、2. 上海交通大学、3.

創価大学）

   14:34 〜    14:48

[3C13]

2021年7月19日(月)

A会場

受賞講演

総会・授賞式・受賞講演
座長:石濱 泰(京都大学)、小寺 義男(北里大学)
16:30 〜 18:00  A会場 (Zoomルーム1)

農学プロテオミクスの展開と環境ストレス耐性作物

作出への応用

*小松 節子1 （1. 福井工業大学）

   17:20 〜    17:40

[1A02]

プロテオーム解析を用いたがん個別化医療のための

バイオマーカー開発

*近藤 格1 （1. 国立がん研究センター）

   17:40 〜    18:00

[1A03]

2021年7月21日(水)

B会場

受賞講演

受賞講演
座長:足立 淳(NIBIOHN)、小寺 義男(北里大学)、平野 久(群馬パース

大学)、朝長 毅(NIBIOHN)
17:00 〜 18:00  B会場 (Zoomルーム2)

血漿ペプチドーム分析法の開発と新規生理活性ペプ

チド探索への応用

*小寺 義男1,2 （1. 北里大学理学部物理学科物性物理学講

座、2. 北里大学理学部附属疾患プロテオミクスセンター）

   17:00 〜    17:20

[3B13]

患者由来試料を用いたリン酸化プロテオーム解析手

法の開発と胃がん生検試料への応用

*阿部 雄一1,2、平野 秀和3、青木 雅彦3、庄司 広和3、鬼谷

薫4、本田 一文4,5、朴 成和3、朝長 毅2、足立 淳2 （1. 愛知

県がんセンター研究所、2. 医薬基盤・健康・栄養研究

所、3. 国立がん研究センター中央病院、4. 国立がん研究セ

[3B14]
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ンター研究所、5. 日本医科大学大学院医学研究科）

   17:20 〜    17:30

卵巣明細胞癌における臨床応用に向けた新規バイオ

マーカー探索とその機能解析

*松本 俊英1,2、秋谷 昌史1、川島 祐介3、小寺 義男3、横井

愛香1、小栗 康子1、橋村 美紀1、三枝 信1 （1. 北里大学医

学部病理学、2. 北里大学医療衛生学部病理学、3. 北里大学

理学部附属疾患プロテオミクスセンター）

   17:30 〜    17:40

[3B15]

新規卵巣癌診断マーカー TFPI2の発見から臨床応用

に至る産学協働研究

*大竹 則久1、明庭 昇平1、島田 英実1、尾本 大輔1、千々岩

信勝1、新谷 晃司1 （1. 東ソー株式会社）

   17:40 〜    17:50

[3B16]

モノリスシリカカラムを用いたプロテオミクス基盤

技術の開発と多能性幹細胞解析への展開

*岩崎 未央1 （1. 京都大学iPS細胞研究所）

   17:50 〜    18:00

[3B17]

2021年7月20日(火)

D会場

ランチタイムセミナー、新製品・技術紹介セミナー

新製品・技術紹介セミナー
座長:堂前 直(理化学研究所)、小迫 英尊(徳島大学)
12:00 〜 13:00  D会場 (Zoomルーム4)

PaSERがやってきた！

*瀧浪 欣彦1 （1. ブルカージャパン株式会社）

   12:00 〜    12:10

[2D01]

Covarisの AFAテクノロジーで広がるプロテオーム解

析の可能性

*Bhattacharyya Debadeep1、中村 隆太郎2、清水 浩顕2

（1. Covaris Inc.、2. エムエス機器株式会社）

   12:10 〜    12:20

[2D02]

ハイスループットかつ堅牢・正確な TMT定量を達成

する最新技術

*高原 健太郎1、牛山 正人1 （1. サーモフィッシャーサイエ

ンティフィック株式会社）

   12:20 〜    12:30

[2D03]

SCIEX 最新高分解能質量分析装置のご紹介

*結束 一成1 （1. SCIEX）

   12:30 〜    12:40

[2D04]

プロテオミクスにおける最新の前処理及びクロマト

グラフィ技術

*板東 泰彦1 （1. エーエムアール株式会社）

   12:40 〜    12:50

[2D05]

2021年7月21日(水)

D会場

ランチタイムセミナー、新製品・技術紹介セミナー

大塚製薬ランチタイムセミナー
座長:藤峰 慶徳(大塚製薬)、小迫 英尊(徳島大学)
12:00 〜 13:00  D会場 (Zoomルーム4)

シグナル伝達機構を明らかにするための様々なプロ

テオーム解析技術

*小迫 英尊1 （1. 徳島大学 先端酵素学研究所 藤井節郎記念

医科学センター）

   12:00 〜    13:00

[3D01]


