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3C29p03
（3月24日）

一般講演 β-ユーデスモールによる冷受容
チャネルの活性化

○小原 一朗、北尾 紗代子、岡田
紘幸、高橋 千佳、眞鍋 簡利、大
内 潤1、佐々木 克敏1、形山 幹生

キリンホールディングス株式会
社、1協和発酵キリン株式会社

★2012トピックス賞
産経ニュース（2012.03.16）
日経バイオテク(2012.03.08)

4A04a08
（3月25日）

一般講演 熱ショックタンパク質誘導活性を有
する新規化合物の単離及び構造決
定

○伊藤 知洋、松浦 英幸1、三浦
健人、藤井 創

株式会社アミノアップ化学、1北大
院農・応生科

健康産業新聞（2012.04.18）
CNET Japan（2012.03.29）
財経新聞（2012.03.29）

4J14a02
（3月25日）

一般講演 苦味の少ないピーマン「こどもピー
マン(品種名：ピー太郎)」とピーマン
の苦味に関する研究

○恩田 恵子1、中西 希2、森光 康
次郎1,2、久保田 紀久枝1,2、六角
啓一3

1お茶大・食物栄養、2お茶大院・
ライフ、3タキイ種苗・研究農場

オリコンスタイル(2012.03.19)
マイライフ手帳@ニュース（2012.03.26）

3C26a03
（3月24日）

一般講演 スダチ果皮抽出物であるスダチチ
ンによる食餌誘発性肥満マウスの
糖・脂質代謝改善効果

○吉田 知美、笹賀 早也香、三好
まどか、堤 理恵、首藤 恵泉、保
坂 利男1、新居 佳孝2、津嘉山 正
夫2、岡久 修己2、岩田 深也2、酒
井 徹

徳島大院HBS研究部実践栄養、1
埼玉医科大学、2徳島県工業技術
センター

徳島新聞(2012.04.25)

2J12p15
（3月23日）

一般講演 マイタケ抽出物摂取によるマウスお
よびラットの脂質代謝への影響

○川面 香奈、西田 浩志1、佐藤
浩二2、田中 昭弘、鈴木 蘭、佐藤
眞治1、小西 徹也1

株式会社雪国まいたけ、1新潟薬
大　応生科、2新潟薬大薬

47News(2012.03.22)

2C26p06
（3月23日）

一般講演 脂質代謝改善作用を有するトマト由
来機能性成分の品種間含有量比
較及び安定性評価

○高橋 春弥、金 英一、平井 静、
後藤 剛、大矢根 智恵、津金 胤昭
1、小西 千秋2、藤井 崇2、稲井
秀二2、飯島 陽子3、青木 考3、柴
田 大輔3、高橋 信之、河田 照雄

京大院農・食品生物、1千葉農林
総研、2日本デルモンテ、3かずさ
DNA 研

★2012トピックス賞
日経バイオテク(2012.03.28)

2J12a15
（3月23日）

一般講演 希少糖D-プシコースのC. elegans
寿命延長効果

○佐藤 正資、砂古口 博文、大石
有紗、木下 由香、藤沢 俊樹、坂
下 健太、新谷 知也1、大隈 一裕
1、何森 健2

香川大・農、1松谷化学工業(株）、
2香川大・希少糖研究セ

マイナビニュース(2012.03.27)
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2J12a12
（3月23日）

一般講演 大豆イソフラボンの美白効果 ○上野 省一、鳥居 宏右 （株）ノエビア　研究開発部 マイライフ手帳＠ニュース（2012.03.26）
マイナビニュース(2012.03.27)

3J15a01
（3月24日）

一般講演 炭酸水の体温低下抑制作用 ○沢村 信一、岡部 利恵、三富 敦
浩、粟野 いづみ、瀧原 孝宣、成
川 真隆1、渡辺 達夫1

（株）伊藤園、1静岡県大・食栄 ★2012トピックス賞
マイナビニュース(2012.03.27)

3J13a06
（3月24日）

一般講演 日常飲酒者の血清GGTに対する
Lactobacillus brevis  SBC8803株の
影響

○脇田 義久、清水 千賀子1、中
北 保一、金田 弘拳1、神田 一、
瀬川 修一、執行 達朗、大竹 孝明
2、藤谷 幹浩2、高後 裕2

サッポロビール・価値創造フロン
ティア研究所、1サッポロホール
ディングス・食品開発IC、2旭川医
科大学・内科学講座

日刊工業新聞(2012.03.23)

2J16p09
（3月23日）

一般講演 コク味を有する新規γグルタミルペ
プチドの創出

○田原 優樹、大洲 竹晃、金子
恵、中沢 正和、宮村 直宏、網野
裕右、江藤 譲

味の素（株） ★2012トピックス賞
日経バイオテク(2012.03.15)

4C20a10
（3月25日）

一般講演 イソプロピルアルコール高生産大腸
菌の開発

○天野 仰、白井 智量、松本 佳
子、平野 淳一郎、高橋 均、竹林
のぞみ、森重 敬、舘野 俊博、古
澤 力1、平沢 敬1、清水 浩1、和
田 光史

三井化学（株）　触媒研、1阪大院
情報・バイオ情報

★2012トピックス賞
日経バイオテク(2012.03.09)

4A06a01
（3月25日）

一般講演 新規タデ藍抽出物の病原性真菌
Malassezia furfurに対する抗真菌活
性

○山下 健太郎、草刈 剛、繁田 泰
民、山本 和司、長内 理大1、中根
明夫1、北原 晴男1、花田 勝美1

サンスター、1弘前大 粧業新聞（2012.05.14）

3J12a06
（3月24日）

一般講演 Lactobacillus  GG発酵乳による腸
管上皮のホメオスタシス調節機能
に関する研究

○依田 一豊、何 方、宮澤 賢司、
川瀬 学、久保田 晃、平松 優、
Fang Yan1

タカナシ乳業（株）・商品研究所、
1Vanderbilt大・医

マイライフ手帳＠ニュース（2012.05.17）

P33
（3月24日）

ジュニア農芸化学
会

ダイコンの耐セシウム性 長田茉莉1、吉田真歩子1、山口
夏希1、新谷愛佳1、齊藤ちひろ2、
須田朋美2、北島理央3、西田健
人3（顧問：寺岸俊哉1、橋爪清成
2、舟津　優3）

石川県立小松高等学校1、福島県
立福島高校2、小松市立板津中学
校3

富山新聞（2012.03.27）
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P21
（3月24日）

ジュニア農芸化学
会

廃棄物に光を！！～卵殻膜で作っ
た改良型太陽電池～

重永皐月、千原那月、安部希綱、
谷輪弥音、香川奈緒子、遠藤未
来、大江ひかる（顧問：谷藤尚貴）

米子工業高等専門学校 読売新聞（2012.04.10）

（3月22日） 農芸化学技術賞 腸溶加工技術に着目したラクトフェ
リン含有機能性食品の開発

杉山 圭吉、村越 倫明、小野 知
二、星野 達雄1

ライオン、NRLファーマ1 粧業新聞（2012.03.09）
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