会

告

日本きのこ学会 25 周年記念大会・式典のご案内（第２回）

日本きのこ学会 25 周年記念大会（第 18 回大会）のプログラムが決定しましたので，お知らせいたします．大会実行委
員一同，多数のご参加およびご発表を心よりお待ちしております．
日本きのこ学会 25 周年記念大会
大会委員長 本 田 与 一

記
期

日：

平成 26 年 9 月 10 日（水）－ 12 日（金）

10：10 － 11：00 総会（1 階大ホール）
11：00 － 12：00 受賞記念講演（1 階大ホール）

会

場：

12：00 － 13：00 昼休憩

京都大学 百周年時計台記念館
（1 階大ホールおよび 2 階国際交流ホールⅡ & Ⅲ）

13：00 － 13：10 ポスター賞表彰式（1 階大ホール）
13：15 － 16：30 特別シンポジウム（1 階大ホール）
「子実体形成はどこまでわかったか？」

京都市左京区吉田本町
http：//www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/

プログラム：
スケジュール：

● 9 月 11 日（木）

9 月 10 日（水）
（農学部総合館 S-186 室）

■市民公開シンポジウム（1 階大ホール 10：00 － 12：00）

12：00 － 13：30 編集委員会
14：00 － 17：00 理事会

テーマ：
「ブーム到来！きのこ女子と食の魅力」
昨今，
インターネットの SNS（ソーシャル・メディア・ネッ
トワーク）やグッズ販売等を中心として，
「きのこ女子」「
, 菌

9 月 11 日（木）
9：30 －

受付・登録

活」といった，きのこに愛着を感じる気運の高まりが見受け

（1 階大ホール）
10：00 － 12：00 市民公開シンポジウム

られるようになってきました．今回，その中でカリスマ的存

「ブーム到来！きのこ女子と食の魅力」

在として注目を浴びるとよ田キノ子氏をお迎えし，ブーム

12：00 － 13：00 昼休憩
評議員会（2 階国際交流ホールⅡ）
13：00 － 14：00 ポスター発表（一日目）
（2 階国際交流ホールⅢ）

の現状と将来について語っていただくとともに，精力的に
きのこの魅力を発信する学会員 3 名をお招きし，現在のき
のこブームときのこ産業との接点を模索する企画を考えま
した．本企画が，きのこ産業の将来にむけたブレーンストー

奇数番号：13：00 － 13：30

ミングの一助となることが出来ましたら，大変有り難いと

偶数番号：13：30 － 14：00

思っております．

小中高生による発表：13：00 － 13：45
14：00 － 14：10 小中高生表彰式（1 階大ホール）
14：10 － 16：00 記念式典（1 階大ホール）
終了後，記念写真撮影（1 階大ホール）

座 長：本田与一（京都大学）
特別講演
「拡がる胞子活動～きのこブームの現状～」
ウェブデザイナー・きのこ愛好家 とよ田キノ子 氏

18：00 － 20：30 祝賀会
（ウェスティン都ホテル京都
京都市東山区三条蹴上）

S-1 無限の可能性を秘めたきのこワールド
東京農業大学

江口文陽 氏

S-2 “菌活”のお手伝い
— きのこ農家としての取り組み —

9 月 12 日（金）
9：00 － 10：00

ポスター発表（二日目）
（2 階国際交流ホールⅢ）
奇数番号：9：00 － 9：30

（農）宝珠山きのこ生産組合 川村倫子 氏
S-3 調理次第できのこは一層おいしくなる
高崎健康福祉大学 宮澤紀子 氏

偶数番号：9：30 － 10：00
■評議員会（昼休憩）
（ 2 階国際交流ホールⅡ）

■小中高校生によるプレゼンテーション
（ 2 階国際交流ホールⅢ 13：00 ー 13：45）
C-1 タイワンシロアリの巣から発生するきのこ

奨励賞 原田栄津子 氏（㈱岩出菌学研究所）
「食用担子菌 Grifola gargal の分類学的解析およ
び培養技術の開発」

神戸市立福住小学校・兵庫きのこ研究会
和田匠平
C-2 オール秋田で取り組むオンリーワンのきのこづくり
への挑戦～地域資源を活用した私たちのグリーンイ
ノベーション～
秋田県立大曲農業高等学校
○立原昂平・後藤 滉・簗 芳洋・加藤慎也（指導者
高橋寿徳・照内之尋・田口健一・守屋 拓）
C-3 落葉を利用した菌床によるヒラタケ栽培
京都市立白河総合支援学校東山分校
○西坂英美子・栫 一光・谷 瑠夏・横村晃一
C-4 サナギタケの人工栽培に関する研究
群馬県立勢多農林高等学校
○栗原聖佳・牛込 咲・渡邉祐樹（指導者 富山朋二）
C-5 夏の高温から産地を守る～植物成長調節物質を活用
した新たな環境資材の開発～
静岡県立 富岳館高等学校
○田中捺未・望月芽以・加藤 諒・佐野幹太・今渕友理弥・
帖地一樹・内藤 黎・成島浩暉・刈谷美咲・大石純輝・
杉山絵里香（指導者 望月基希）

■特別シンポジウム（ 1 階大ホール 13：15 ー 16：30）
テーマ：
「子実体形成はどこまでわかったか？」
座 長：白坂憲章（近畿大学）
SS-1 高等菌類が共通に産生する子実体形成物質の探索
静岡大学 河岸洋和 氏
SS-2 子実体誘起物質の構造活性相関
（独）森林総合研究所 馬替由美 氏
SS-3 子実体形成と種菌の変異
— 菌株の継代培養と保存の問題点 —
京都菌類研究所 山中勝次 氏
座 長：会見忠則（鳥取大学）
SS-4 子実体形成時における各種酵素活性の変化について
近畿大学 福田泰久 氏
SS-5 光・重力が関与する子実体形成分子機構
（独）森林総合研究所 宮崎安将 氏
SS-6 ウシグソヒトヨタケ子実体の柄伸長および傘成長過
程の解析
秋田県立大学 村口 元 氏

14：00 より 1 階大ホールにて表彰式を行います．
■一般講演（ポスター発表）
■記念式典（1 階大ホール 14：10 ー 16：30）

一般講演をされる方への諸注意

学会創設 25 周年を記念して，来賓の方からご挨拶を頂く

⑴ 一般講演は，すべてポスター形式での発表となります．

ほか，懐かしい写真等でこれまでの学会の歩みを振り返り

⑵ ポスター上部には，必ず発表演題・所属・発表者氏名

ます．会員の皆様にお楽しみ頂ける式典を企画しておりま

を明記してください．文字・図表は少し離れた場所か

すので，お揃いでのご参加をお待ちしております．なお，式

らでも読み取れるような大きさにして下さい．

典終了後，参加者全員で記念撮影を行います．

⑶ 展示パネルは，幅 90 cm × 高さ 180 cm で，発表番号
を事務局で貼っておきます．押しピンは当日会場に準

■祝賀会（18：00 ー 20：30）
会場：ウェスティン都ホテル京都（2 階 山城の間）

備しますので，ご利用ください．
⑷ ポスターの説明は，奇数・偶数に分けて行います．発表

京都市東山区三条蹴上

者は，発表番号に従い，指定の時間帯に説明・質疑応答

http://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/

をして下さい．
⑸ 11 日発表の方（発表番号 1P-XX）は，当日 9：30 よ

● 9 月 12 日（金）
■受賞講演（１階大ホール 11：00 ー 12：00）
座 長：相場幸敏（㈱富士種苗）
学会賞 寺嶋芳江 氏（琉球大学）
「野外調査と室内実験によるきのこ生態解明研究」
技術賞 市村昌紀 氏・三原 聡 氏・小根澤秀人 氏・
篠田清嗣 氏
（中野市農業共同組合）
「エノキタケにおける液体種菌大量培養技術の確立」

り 13 時までの間にポスターを設置し，発表終了後は直
ちに撤去してください．12 日発表の方（発表番号 2PXX）は，11 日のポスター発表時間終了後から 12 日の
9：00 までにポスターを設置し，発表時間終了後，直ち
に撤去して下さい．
⑹ ポスター賞の表彰について
優秀なポスター発表者を表彰します．
表彰式を 9 月 12 日 13：00 － 13：10，1 階大ホール
にて行いますので，ご参集下さい．

● 9 月 11 日（2 階国際交流ホールⅢ）

1P-14

説明時間 奇数：13：00 － 13：30

調制御による LED 光照射の効果

偶数：13：30 － 14：00
1P-01

○辻山彰一・鈴木 彰*・北本 豊**（京都府大，*東

クヌギの木粉を利用したシイタケ栽培培地の三相
構造が子実体収量に及ぼす影響

京都市大，**吉林農業大）
1P-15

* *宮崎林技セ，
**宮崎大・
○新田 剛*, **・目黒貞利***, （

○吉田昂平・高木浩一・坂本裕一*（岩手大・院工，

シイタケ菌床栽培における早生樹「ヤナギ」の利用Ⅱ
○原田 陽・折橋 健・檜山 亮・宜寿次盛生・

*岩手生工研）
1P-16

棚野孝夫*（道総研林産試，* 釧路町村会・白糠町）
1P-03

原木ナメコ栽培におけるイヤ地現象について
竹を利用した食用キノコ 4 種の菌床栽培

離された昆虫病原性糸状菌について
内隆弘**（富山県森林研究所，*上田産業㈱，** ㈱北
研）

レーディング）
脱脂米ぬかを用いたブナシメジ栽培（Ⅱ）

1P-19
1P-20

*築野食品工業）

○北島

用茸協同組合）
1P-21

メカニズムの解明
徹*, ****・大田ゆかり**・秦田勇二**・黒澤

incubation.
○Yun-Kyeoung Jeoung・Yun-Hae Lee・Il-Sun

**海洋研究開発機構，***中野市農協，****前田製作

Baek・Jeong-Han Kim・Jeong-Hyeon Ji（京畿道

所）

農業研究所，Korea）

オオワライタケ子実体の安定生産技術の開発
○佐藤竜太・坂本吉生・北村直樹*・一柳

1P-10

1P-22

剛*・會

俊之・瀬戸ゆかり・寺下隆夫*・

白坂憲章・川田正敏*・川西秀紀**・川西孝彦***・
稲富

きのこの発酵作用を用いた国産キノアからの抗酸
化物質の生成
○田崎拓杜・中村和夫・武藤さつき・河波伸一*（山

ナメコ菌床栽培への高水溶性カルシウム「リン酸

梨大院・医工総合・生命，* ㈱シャローム）

化オリゴ糖カルシウム（POs-Ca）
」の利用
○増野和彦・鈴木大介*・釜阪

聡****（近大・農，*日本米飯管理士協会，

** ㈱パセオ，***幸南食糧，****ホクト㈱）
1P-23

隆（江崎グリコ㈱）

寛*（長野林総セ，

1P-24

○加藤愛実・渡辺峰子・中村和夫（山梨大院・医工

冷蔵刺激がシイタケ菌床栽培での子実体発生に及

総合・生命）

ぼす影響
○山口 亮，鈴木拓馬（静岡県農林技研・森林研セ）

1P-25

ブナシメジ生産における紫色 LED 照射の青色

田征彦*・松井徳光（武庫川女子大・食栄，*機能性

〇大賀祥治・嶋谷頼毅*・辻山彰一**・鈴木 彰***・
**京都府大，***東京都市大，****吉林農大）

担子菌の発酵能による機能性黒大豆味噌の開発
○海堀円香・浅野睦美・鮫島由香・田畑麻里子・杉

LED 照射を超える省エネルギー効果の実証試験
北本 豊****（九大・院農，*㈱大木きのこ種菌研，

高濃度の食塩に対して高い耐塩性を示すスエヒロ
タケのプロテアーゼ

*江崎グリコ健康科学研究所）

1P-13

尚子・郡

高水溶性カルシウム「リン酸化オリゴ糖カルシウ
ム（POs-Ca）
」がヒラタケの生育に与える影響

1P-12

きのこを用いた中高年向け健康弁当の開発
○蒲

見忠則*・霜村典宏*（鳥取大院農，*鳥取大農）

○鈴木大介，佐藤裕子，吉松大介，釜阪 寛，栗木
1P-11

Influence on uniform primordia formation of
Pleurotus ostreatus by CO2 concentration during

佳奈子**・市村昌紀***・篠田清嗣***（*東北大院医，

1P-09

博・佐藤大樹・坂田春生*・国友幸夫*（森

林総研，*群馬林試）

ソフト水熱プロセスによる廃きのこ培地再生処理
○宮本

9 月に採集したムラサキアツバ幼虫の休眠蛹率と
死亡率

海藻を利用したシイタケ菌床栽培
○今埜実希・佐藤資之* （宮城県林技セ，*宮城県食

1P-08

シイタケほだ場で発生する害虫とその発生時期
○加藤 徹（静岡県農林技研・森林研セ）

○小山智行・山中 崇*・築野卓夫*（長野県野菜花き，
1P-07

シイタケ栽培ハウス内において双翅目昆虫より分
○佐々木史・高畠幸司・本江謙一*・高畑昇輝*・山

バガスパウダーを用いたエノキタケ栽培
○風間 宏・杉井則夫*（長野県花き，* ㈲シダート

1P-06

無胞子性エリンギ栽培品種「菌興エリンギ 1 号」
○奥田康仁・磯部正雄・長谷幸一・村上重幸（菌蕈研）

1P-18

○上辻久敏・水谷和人（岐阜森林研）
1P-05

オオイチョウタケの空調施設栽培について
○西井孝文（三重林研）

1P-17

○古川 仁・片桐一弘・増野和彦（長野県林総セ）
1P-04

高電圧パルスパワーを用いた電気刺激によるシイ
タケ菌糸への影響

院農工，***宮崎大・農）
1P-02

アミスギタケ子実体原基形成に対するパルス幅変

食品研究株式会社）
1P-26

担子菌の発酵能によるチロシナーゼ阻害剤のスク
リーニング

○山口真奈・鈴木扶沙子・鮫島由香・田畑麻里子・

みゆき野青年会議所，***（一社）日本きのこマイス

杉田柾彦*・松井徳光（武庫川女子大・食栄，*ヘル
スビューティー㈱）
1P-27

ター協会）
1P-39

担子菌の発酵能を用いた機能性後発酵茶の開発

マッピング

○鮫島由香・鈴木扶沙子・田畑麻里子・松井徳光（武
1P-28

○宮崎和弘・宮崎安将・坂本裕一*・金子真也**・浅

庫川女子大・食栄）

野（松下）さとみ**・山内隆弘***・宮本亮平****・

担子菌の発酵能による機能性醤油様調味料の開発

石井秀之*****・沖井英里香******・白石

○十倉実咲・阪本愛美・鮫島由香・田畑麻里子・松

****大分県東部振興局，*****大分県農研セ，******九

担子菌の発酵能による機能性おから味噌の開発
○植田愛美・鮫島由香*・田畑麻里子*・松井徳光*（武

州大学農学研究院）
1P-40

宮崎安将**・白石 進***・宮崎和弘**（岩手生工研，

担子菌の発酵能を利用した機能性ワインの開発
○中川綾音・寺前友美子・鮫島由香・田畑麻里子・

*東工大・生命理工，**森林総研，***九大・農学研
究院）

松井徳光（武庫川女子大・食栄）
1P-31

抗酸化物質エルゴチオネインの高生産担子菌のス

1P-41

○澤 菜穂・馬場友里・鮫島由香・村中知香子*・衛

○鈴木博子・千葉洋史・渡辺崇人*・菅野茂夫*・宮

藤静乃*・八木芙雪*・田畑麻里子・松井徳光（武

脇克行*・村口 元**・野地澄晴・刑部敬史*（徳島

庫川女子大・食栄，*三菱商事フードテック㈱ 開
発・研究センター）

大・院生命，*徳島大・農工，**秋田県立大・生物）
1P-42

マイタケに含まれるビタミンＤの加工特性

○上田光宏・森本和樹・中澤昌美・阪本龍司・楠田

社，*京都菌類研究所）

瑞穂・坂口 実*・大内謙二**（阪府大院・生環科，

マイタケ「大雪華の舞 1 号」子実体の CE-MS によ

*大薬大・薬，**ホクト）

るメタボローム解析

1P-43

○佐藤真由美・宮城敦子*・米山彰造・得字圭彦**・

1P-34

去システムの構築

川合真紀*（道総研・林産試，*埼玉大・院理工，

徳田宏晴・○野村春香*・松井 徹**・本間裕人・
小泉幸道*（東農大・醸造，*東農大院・醸造，**琉

リン酸化オリゴ糖カルシウム（POs-Ca）添加によ

球大・分生科研）
1P-44

える影響

野農工研，*江崎グリコ㈱）

○池田隆造・平 修*・近藤隆一郎**・後藤秀幸（石

タモギタケ胞子欠損性株の呈味および抗酸化成分

川県大・食品化学，*福井県大・応用生化学，**九

の評価

大院農・サスティナブル資源科学）

○米山彰造・佐藤真由美・宜寿次盛生*・松本晃幸**
（道総研・林産試，*道総研・森林研究本部，**鳥

1P-45

○豊川知華・菖蒲心咲・本田与一*・上辻久敏**・泉

ヒラタケ属新品種に含まれる呈味性成分量と官能

津弘佑・鈴木一実・入江俊一（滋賀県大・環境科学，

特性について
誠*・大

内謙二・稲冨 聡（ホクト㈱，*信州大学・繊維）
1P-37

*京都大・院農，**岐阜森林研）
1P-46

西村裕志・渡邊崇人・本田与一*・○渡辺隆司 （京
都大生存研，*京都大・院農）

長野県内の小学生を対象とした食育活動
○宮澤紀子・岡田彩芽・栗原香織・斉藤千香・馬場
美沙子・渡邉秀樹*, **・土屋定久***・前澤憲雄***（高
崎健康福祉大・栄養，* ㈲渡邉きのこ園，**
（一社）

選択的リグニン分解菌 Ceriporiopsis subvermispora
が産生するラジカル反応を統御する二次代謝物

シイタケ収穫後の柄の褐変について
○水谷和人・上辻久敏（岐阜森林研）

1P-38

PKAc 過剰発現株はヒラタケのリグニン分解速度
を増加させる

取大農）

○安積良仁・土居香織・田口悟朗*・下坂

緩衝液成分がラッカーゼの酵素反応速度パラメー
ターおよびラッカーゼ・メディエーター活性に与

○城石雅弘・丸田弥生子・鈴木大介*・釜阪 寛*（長

1P-36

担子菌を用いた 2‐メルカプトベンゾチアゾール除

**帯畜大・食品）
る食用きのこの成分変化

1P-35

コナサナギタケ（Paecilomyces farinosus）由来の
プロテアーゼの精製・性質と遺伝子クローニング

○沼田史江・川口信久・山中勝次*（一正蒲鉾株式会
1P-33

ゲノム編集の利用に向けた Coprinopsis cinerea に
おける形質転換方法の確立

クリーニングおよび生産方法の研究

1P-32

育種への応用を目的としたシイタケゲノム配列整備
○坂本裕一・佐藤志穂・金子真也*・浅野さとみ*・

庫川女子大院・食栄，*武庫川女子大・食栄）
1P-30

進******

（ 森 林 総 研，*岩 手 生 工 研，**東 工 大，***北 研，

井徳光（武庫川女子大・食栄）
1P-29

シイタケの子実体発生温度特性に関連する QTL

1P-47

担子菌 Ceriporiopsis subvermispora における β -tubulin
遺伝子のプロモーター解析（第二報）
○坂口 拓・中沢威人・坂本正弘・本田与一（京都大・

院農）
1P-48

院連農，*鳥取大農）

ヒラタケにおける分泌型レポーターシステムの開発

2P-10

○上田真広・四辻諒平・坂口 拓・中沢威人・坂本
正弘・由里本博也・阪井康能・本田与一（京都大・
院農）
1P-49

*琉球大・農）
2P-11

2P-12

正彦*・齋藤洋太郎*・中沢威人・

2P-13

マツタケのデンプン分解能簡易測定
○下北英輔・服部武文*・阿部正範（徳島県・農水産

坂本正弘・小池謙造**・○本田与一（京都大・院農，

技セ，*徳島大・SAS）

*京都大・生存研，**花王㈱・ビューティーケア研
究センター）

仁*・増野和彦*・山田明義（信

州大・院農，*長野県林業総合センター）

木材腐朽菌によるメラニン脱色機構の解析
沼田大志・南

ホンシメジ菌床を用いた菌根苗の作出
○横井翔太・古川

*京都大・生存研）
1P-50

琪・仲野翔太・会見忠則*・霜村典宏*（鳥取

大院連農，*鳥取大農）

潤・吉岡康一*・○中沢威人・

坂本正弘・渡辺隆司*・本田与一（京都大・院農，

外生菌根菌ショウロの土壌内における菌糸成長の解析
〇高

ヒラタケの野生型 MnP2 の糖鎖構造解析
伊藤奎梧・長岡

オオシロアリタケによるモウソウチク材の腐朽試験
○小野和子・吉村 剛・金城一彦*（京都大・生存研，

2P-14

宿主デンプンを利用したマツタケの培養特性
○藤原直哉（岡森研）

● 9 月 12 日（2 階国際交流ホールⅢ）

2P-15

隆夫（近大院応生化，*大阪府大院生命・応生化）

偶数：9：30 － 10：00
2P-01 “ムキタケ”として国内で採取された保存菌株の再

2P-16

○大沼広宜・福田泰久・楠田瑞穂*・寺下隆夫・白坂

澤栄史***（森林総研九州，*佐賀県林試，**元佐賀

憲章（近畿大・院農応生化，*大阪府大・院生命応

県林試，***菌蕈研）

生化）

ハルシメジの菌根合成および分子系統解析

2P-17

農，*森林総研）

○藤田 徹・藤田博美・伊藤 武・栗栖敏浩*・山口

マツカサきのこ Strobilurus 属の国内分布状態を
説明する生理学的特徴

宗義**（京森セ，*環境テク，**森総研）
2P-18

○Pham N. D. Hoang・寺嶋芳江（琉大・熱生研）
2P-04

○下川知子・山口宗義・村田 仁（森林総研）
2P-19

○辻山彰一・辻山駒子*（京府大生環，*無所属）
2P-05

○山口宗義・成松眞樹*・宜寿次盛生**（森林総合研

いて
2P-06

究所，*岩手林技セ，**道総研林産試）
2P-20

アセビ樹皮に発生するコウヤクタケ類の未同定種
○牛島秀爾・前川二太郎（鳥大・農）

田 智**・伊ケ崎知弘**（森林総研，*信州大）
2P-21

ブナシメジ高温耐性株の選抜

,

○成松眞樹* **・小岩俊行*・山口宗義***・坂本裕
一****・俵谷圭太郎*****（*岩手林技セ，**岩手連大

資活研セ，*福岡県緑セ）

農，***森林総研，****岩手生工研，*****山形大農）

クロアワビタケの品質向上のための分離育種およ
び交配育種の試み

2P-22

阿部正範*・太田 明**（徳島大・SAS，*徳島県農

セ，* 福岡緑化セ）

技セ，**滋賀県・琵環セ）

外生菌根菌ショウロの担子胞子発芽に及ぼす培地
組成および NaCl ストレスの影響
○仲野翔太，高 琪，会見忠則*，霜村典宏*（鳥取大

マツタケにおける（E）
-ケイ皮酸メチル生合成経路
○服部武文・都築弘充・天羽宏枝・横井川久己男・

○上田景子・森 康浩・金子周平 *（福岡農林試資源
2P-09

マツタケのコロニー（シロ）の被覆が菌体量にお
よぼす影響

○森 康浩・上田景子・金子周平*（福岡県農林試・
2P-08

マツタケと広葉樹の感染苗の解剖学的解析
○根田 仁・村田 仁・山田明義*・丸山 毅**・横

について
2P-07

北海道マツタケ発生地における地下部マツタケ菌
糸体の詳細な動態把握

八丈島における光るきのこを中心とした活動につ
○大場由美子・森本麻夜（
（NPO）八丈島観光レク研）

色素結合多糖を利用した寒天培地上でのマツタケ
関連菌株のスクリーニング

京都市吉田山におけるナラ枯れ前後の大型菌類の
発生状況（続報）

アカマツ新根の誘導によるマツタケ菌根の林地へ
の定着の試み

○堀米由夏，村田 仁*，丸山 毅*，山田明義（信大
2P-03

マツタケ（Tricholoma matsutake）由来菌体外エ
キソ型セルラーゼの精製

検証について
○宮崎和弘・小坂 肇・前田由美*・蒲原邦行**・長

2P-02

マツタケはどんな多糖を分解できるのか？
○亀井健吾・楠田瑞穂*・福田泰久・白坂憲章・寺下

説明時間 奇数：9：00 － 9：30

2P-23

マツタケ子実体におけるフェニルアラニンアンモ
ニアリアーゼ遺伝子の発現と桂皮酸メチルの生成

○田﨑裕二・宮川駿人・勝田尚樹（長岡高専）
2P-24

質 enokipodins A-D における生産性と各種生理活

現地実証試験によるハナイグチ増殖方法の普及に

性評価

ついて

○田淵諒子・作野えみ・岡久美子*・二村友史**・本山

○片桐一弘・山田明義*・古川 仁・増野和彦（長野

高幸**・長田裕之**・Noemia Kazue Ishikawa***・

県林業総合センター，*信州大・農）
2P-25

長澤栄史・時本景亮（菌蕈研，*鳥取大農，**理研，

安定同位体比分析による原木栽培および菌床栽培
シイタケの原産地判別の可能性

*** INPA）
2P-35

○鈴木彌生子・中下留美子*・田淵諒子**・作野え

○江口文陽・瀬山智子・市村昌紀*・宮澤紀子**・吉

み**・時本景亮**（農研機構食総研，*森林総研，

本博明***（東農大・地域環境，* JA 中野市，**高崎
健康福祉大，***マッシュ・テック㈱）

**菌蕈研）
2P-26

香りセンサーは，キノコの種類を判別できるのか？

2P-36

○藤岡宏樹・清水信夫*・馬目佳信・冨澤康子**（東

○岡久美子・作野えみ*・長沢栄史*・中桐

ヒメマツタケ廃菌床単回施用が水田土壌に及ぼす
経年変化
○吉本博明・鷲見

亮*・西島純基*・木村一彦**・

動態調査
大院農，*栃木県林業セ）
2P-38

工食品の摂取における肥満抑制作用の確認

○坂本文徳・香西直文・椎名和弘・田中健之・行川

社，*鈴鹿医療大医療栄養）
ネパールヒマラヤにおける冬虫夏草の産出と上海

淳・大貫敏彦（原子力機構・先端基礎研究センター）
2P-39

での市況

淳・大貫敏彦（原子力機構・先端基礎研究センター）
2P-40

ルトリブバン大・植物学）
2P-30

○椎名和弘・坂本文徳・香西直文・田中健之・行川

える影響

淳・大貫敏彦（原子力機構・先端基礎研究センター）
2P-41

○行川 淳・坂本文徳・香西直文・椎名和弘・田中

渡 辺 和 夫****・Mahesh Kumar Adhikari ****・

健之・大貫敏彦（原子力機構・先端基礎研究セン

Hira Kaji Manandhar ****・ 清 水 邦 義**（ 九 大 院

ター）

生資環，*宮崎県木材利用技術セ，**九大院農，

2P-42

○高橋健太郎・成松眞樹・太田 浩・照井重光（岩

ブナシメジ熱水抽出物のアンジオテンシン I 変換
に及ぼす効果

手県林技セ）
2P-43

一***・天野良彦・松澤恒友（信州大工，*信州大農，

○福山一世・上田橋克・山田真義・八木史郎*・山口
隆司**・山内正仁（鹿児島高専，*鹿児島大，**長岡

**長野県短大，***長野農工研）
沖縄産担子菌抽出液の抗腫瘍活性の探索

技大）
2P-44

ヌメリスギタケ（Pholiota adiposa）抽出物に含ま

正幸**・笹原 均***（東農大・地域環境，
*マッシュ・

れる機能性成分の探索
○馬場純子・清水邦義*（九大院生資環，*九大院農）
2P-34

Flammulina velutipes および F. rossica の抗菌物

放射性セシウムの霊芝子実体への移行解析
○江口文陽・石塚紀子・瀬山智子・吉本博明*・清澤

*沖縄高専・専・創造シス）
2P-33

ヒラタケを利用したセシウムの回収に関する基礎
研究

○ 上 條 岳 巳・ 中 村 浩 蔵*・ 志 塚 ふ じ 子**・ 宮 尾 淳

○上里裕樹・中里 凌*・田邊俊朗（沖縄高専・生資工，

シイタケホダ場から除去された堆積有機物層保管
場所周辺の空間放射線量率

酵素阻害活性および高血圧自然発症ラットの血圧

2P-32

菌糸培養期間と放射性セシウム濃集割合の関係

実**・ 深 見 克 哉***・Gopal Prasad Parajuli ****・

***九大有体物管理センター，**** NARC）
2P-31

放射性セシウムを濃集する菌糸を保持するゲル基
材の選択

ネパール原生きのこ抽出物がメラニン生合成に与
○西田麻理奈・Tran Hai Bang・須原弘登*・土居克

しいたけ廃菌床を利用した放射性セシウムの回収
○田中健之・坂本文徳・香西直文・椎名和弘・行川

○大賀祥治・チャンドラ・ポクレル*・アルビン・ティ
ミルシナ*・バラット・オジャ*（九大・院農，*ネパー

きのこ菌糸を利用した放射性セシウム濃集の野外
実験

○松浦信男・松下彬子・大槻 誠*（万協製薬株式会
2P-29

菌根性樹木の根系を介した放射性セシウムの移行
○山根崇弘・大橋洋二*・杉本恵里子*・山田明義（信

* ㈱日健総本社，**農業，***東農大地域環境）
肥満ゼブラフィッシュを使用したハナビラタケ加

昭・石

原 亨（鳥取大・農，*菌蕈研）
2P-37

瀬山智子***・江口文陽***（マッシュ・テック㈱，
2P-28

植物病原糸状菌に対して抗菌活性を示す Russula
属きのこ由来揮発性物質の単離・同定

京慈恵医大・医，*統計数理研，**東京女子医大・医）
2P-27

えのき氷の摂食による抗糖尿病効果

テック㈱，**日本肥糧㈱，***日本霊芝協議会）
2P-45

きのこへの放射性セシウム移行を低減させる新規
栽培法の開発

○石塚紀子・瀬山智子*・高畠幸司**・吉本博明***・
飯島倫明*・江口文陽*（東農大・院農，*東農大・

○國友幸夫・坂田春生（群馬県林試）
2P-56

地域環境，**富山県森林研，***マッシュ・テック株

策―Ⅲ

式会社）
2P-46

なめこ子実体へ移行する放射性セシウムの低減対
○板橋康弘・入澤

歩*・木野康志*・中島丈博・郡

シイタケ原木の放射性セシウム測定のための検査

山慎一・木村栄一・鴫原 隆（㈱キノックス，*東

装置の開発

北大院理）

○鈴木靖之・松崎辰夫・鈴木金一*・山田心一*（㈲
品川通，信計装サービス，*あぶくま地域広葉樹利
用組合）
2P-47

原木中の放射性 Cs 測定に関する非破壊検査装置

▼展示および販売
ポスター会場にて，グッズ・書籍等の販売を予定してい
ます．奮ってご利用下さい．

での測定と Ge 半導体検出器 γ 線スペクトロメー
タ―測定との相関に係る調査
○石川洋一・福井陸夫*・大森敬久**・吉野将生***・
大橋洋二・杉本恵里子（栃木林業セ，*全国食用き
のこ種菌協会，**島津製作所，***古河機械金属 ㈱
素材総合研究所）
2P-48

▼参加費等の払込について
事前参加登録をされた方で，払込がまだお済みでない方
は，至急，手続きをお済ませ下さい．
要旨集は，入金確認が取れてから発送致します．
8 月 31 日までに確認ができない場合には，要旨集の発送

原発事故後 3 年を経過したきのこ栽培用原木に付

は行わず，大会当日受付にて「当日参加費」によるお手続き

着した放射性セシウムに対する水温別の洗浄処理

をして頂くことになりますので，ご注意願います．

効果

なお，新規の事前参加申込は，既に終了いたしました．

○山口晶子・小林久泰・寺崎正孝*（茨城県林業技術
センター，*茨城県西農林事務所）
2P-49

郵便振替

放射性 Cs の子実体への移行を低減化する原木シ

口座記号番号： 0 0 1 3 0 - 5 - 7 8 1 6 5 3

イタケ栽培法，並びに，移行メカニズムの解明に

加入者名：日本きのこ学会年次大会

ついて
○相場幸敏・橘田美香・降矢郁美・大貫敏彦*（株式
会社富士種菌，*日本原子力研究開発機構）
2P-50

シイタケの原木露地栽培における放射性 Cs 汚染

通信欄に内訳と合計金額をお書き下さい．
（会報（Vol. 22 No. 1）に挟み込みの振込用紙をご利用頂
けます．
）

の抑制
○武井利之・阿部正久*・渡部正明**（福島県林研セ，
*福島県相双農林事務所，**福島県林業振興課）
2P-51

京都大学へは，公共交通機関の乗り物をご利用下さい．駐

シイタケ原木栽培における放射性セシウムの移行

車場は一切ございません．詳細は次ページ以降の地図また

特性

は以下のホームページの交通・キャンパス案内もご参照下

○岩澤勝巳（千葉県農林総研森林）
2P-52

▼アクセスについて

原木シイタケ栽培におけるカリウム化合物による

さい．
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_y.htm

放射性セシウム吸収抑制効果
○杉本恵里子・福井陸夫・石川洋一・大橋洋二・二
元 隆（栃林セ）
2P-53

シイタケ原木栽培における放射性セシウム二次汚

前停から 31，201，206 系統（祇園方面行き）で東山三条

染について

下車徒歩 10 分程度，
またはタクシーで 800 円程度です．
（次

○大橋洋二・石川洋一・杉本恵里子（栃林セ）
2P-54

また，祝賀会が開催されるウェスティン都ホテル京都へ
は，各自でご参集下さい．京都大学からは，市バス京大正門

プルシアンブルーによるシイタケ原木栽培におけ
る放射性セシウム移行低減技術の改良について

ページ以降の地図をご参照下さい．
）
なお京都駅からは無料シャトルバスもございます．詳細
は下記ホームページをご覧下さい．

○坂田春生・根田 仁*・平出政和*・砂川政英*・國
2P-55

友幸夫（群馬県林試，*森林総研）

http://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/access/index.

プルシアンブルーによる菌床マイタケ栽培におけ

html/

る放射性セシウム移行低減について（2）

アクセスマップ
京都大学
百周年時計台記念館

京都駅より
市バス（乗車時間は 35 分程度ですが，交通事情により異なります．）
D2 乗り場

206 系統にて「京大正門前」下車，徒歩３分

A2 乗り場

17 系統にて「百万遍」下車，徒歩５分

地下鉄（比較的，所要時間が少なく，お急ぎの方向けのルートです．）
烏丸線にて「今出川」下車後，タクシーにて約 10 分（約 800 円程度）
京阪出町柳駅より

徒歩 15 分

百周年時計台記念館
フロアマップ

ポスター発表会場について
２階

国際交流ホールⅡ＆Ⅲ

●展示パネルは，幅 90 cm × 高さ 180 cm で，発表番号は上図の様に並んでいます．
押しピンは当日会場に準備しますので，ご利用ください．
● 11 日発表の方（発表番号 1P-XX）は，当日 9：30 より 13 時までの間にポスターを設置し，
発表終了後は直ちに撤去してください．
● 12 日発表の方（発表番号 2P-XX）は，11 日のポスター発表時間終了後から 12 日の
9：00 までにポスターを設置し，発表時間終了後，直ちに撤去して下さい．
●ポスター賞の表彰について
優秀なポスター発表者を表彰します．
表彰式を 9 月 12 日 13：00 － 13：10 ，１階大ホールにて行いますので，ご参集下さい．

祝賀会会場
ウェスティン都ホテル京都
（２階

山城の間）

アクセス
京都大学（学会会場）より :
『京大正門前』より，市バス 31・201・206 系統（祇園方面行き）に乗車し
『東山三条』下車後，徒歩 10 分．
タクシーの場合は 800 円程度．
京都駅より：
ホテルの無料シャトルバスがございます．
詳しくは，下記のホームページをご覧下さい．
http://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/access/index.html/

