
 
 
 
※ 座長は五十音順、演題は発表順です。 
 
9 : 00～10 : 10 若手演題 S2-3 

座長：岡﨑 康司（順天堂大学）、八ツ賀 秀一（福岡大学） 
 
S2-3-1  ミトコンドリア標的治療による悪性脳腫瘍細胞増殖抑制効果 
  三木 健嗣 
  九州大学大学院医学研究院臨床検査医学分野 
 
S2-3-2  ミトコンドリア病 Leigh 症候群に対する新規治療方法の開発 
  中井 りつこ 
  大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 
 
S2-3-3  ミトコンドリア病に対するアポモルフィン誘導体の有効性の検討 
  小林 瑞 
  自治医科大学 小児科学 
 
S2-3-4  ミトコンドリア病原性変異 tRNA の活性化によるミトコンドリア機能の賦活化 
  友田 愛奈 
  東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻 
 
S2-3-5  5-ALA+SFC はミトコンドリア複合体 I 欠損ショウジョウバエで ATP 産生を増加させる 
  野澤 菜緒子 
  東京都立大学大学院理学研究科生命科学専攻 
 
S2-3-6  小腸平滑筋のアクチン消失を認めた偽性腸閉塞合併MELAS の 1 例  
  永尾 聡彬 
  福岡大学医学部医学科・小児科 
 
S3-3-7  ECHS1 遺伝子に対する網羅的なバリアントの機能検証 
  木下 善仁 
  近畿大学 理工学部 生命科学 
 
休  憩 （10分） 
 
10：20～11：45    シンポジウム-1 
  

  「疾患制御へ進むミトコンドリア新時代」 
座長：柳  茂（学習院大学）、五條 理志 (京都府立医科大学) 

 
1) 体細胞におけるミトコンドリアゲノム置換技術 
 五條 理志 (京都府立医科大学) 

 
2) 骨髄異形成症候群におけるミトコンドリア動態異常 
 林 嘉宏 (東京薬科大学) 

 
 

第２日目／3月 1７日（金） 



3) ミトコンドリア呼吸鎖における反応駆動由来の熱産生解析 
 武安 光太郎 (筑波大学) 

 
4) ミトコンドリアを標的とした抗老化戦略 
 尾池 雄一（熊本大学） 

 
休  憩 （５分） 
 
11：50～12：35   招待講演-1 
  

               「ミトコンドリア病とてんかん」 
座長：三牧 正和（帝京大学） 
演者：白石 秀明（北海道大学） 

  共催：エーザイ株式会社 
 
12：35～13：20    昼 食 （本部棟２F会議室５・５F 会議室２） 
 
13：20～13：55   ポスターセッション （本部棟２F ホワイエ） 
 
P-01  アルツハイマー病患者における酸化ストレス PET イメージング 
  井川 正道 
  福井大学医学部 内科学（２）分野 
 
P-02  3 世代にわたり感音性難聴とてんかんを呈しm.12207G＞Aが同定された家族例 
  味原 さや香 
  埼玉医科大学 小児科・ゲノム医療科 
 
P-03  老化ミトコンドリア原因説のマウス逆遺伝学 
  玉城 大敬 
  筑波大学大学院 理工情報生命学術院 生命地球科学研究群 
 
P-04  Drp1 機能不全によるミトコンドリア病病態の多様化 
  石川 香 
  筑波大学・生命環境系 
 
P-05  ミトコンドリアを標的とした新規低分子蛍光色素の開発とその応用 
  村井 雅樹 
  株式会社同仁化学研究所 
 
P-06  細胞配向性プレート培養による iPSC 由来心筋細胞の成熟促進効果 
  八塚 由紀子 
  順天堂大学大学院 医学研究科 難治性疾患診断・治療学／難病の診断と治療研究センター 
 
P-07  線虫 mitofilin 変異ならびに加齢に対するMA-5 の効果 
  清田 未来 
  東北大学 生命科学研究科分子遺伝生理分野 
 
P-08  脊髄小脳萎縮症に及ぼす腹式呼吸法改善効果 1 例経過報告 
  曽 紅 
  ミトコンドリア細胞呼吸学園代表 



 
P-09  ミトコンドリアと小胞体の接点形成・解離分子メカニズムを明らかにする 
  笠原 敦子 
  金沢大学がん進展制御研究所、新学術創成研究機構、ナノ生命科学研究所 
 
P-10  MT-CO2 遺伝子の新規バリアントが同定された下肢筋力低下の 5例 
  上田 菜穂子 
  東京大学大学院医学系研究科 
 
P-11  Mitochondrial dysfunction in adult T-cell leukemia cells induced by triterpenoid 
  Yasuhiro Yoshida 
  University of Occupational and Environmental Health, Japan 
 
P-12  Split-GFP を用いたミトコンドリア転写開始複合体可視化システムの検証 
  中村 行則 
  東北大・加齢研・モドミクス医学 
 
P-13  新規ミトコンドリアタンパク質翻訳解析法への挑戦 
  早川 雄人 
  東北大学 加齢医学研究所モドミクス医学分野 
 
P-14  Peptide-encoded mRNA can regulate intracellular protein-protein interactions 
  田谷 俊彦 
  京都府立医科大学循環器腎臓内科学 
 
P-15  ミトコンドリア病 Leigh 症候群における免疫異常の病態解明 
  中井 りつこ 
  大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科学 
 
P-16  A dual functional drug to mitochondria and lysosome enforces bacterial killing  
  against polymicrobial sepsis  
  鈴木 陽介 
  京都府立医科大学 循環器腎臓内科学 
 
P-17  TARS2 遺伝子異常を原因とする新生児期発症のミトコンドリア病症例 
  五十嵐 愛子 
  福井大学医学部附属病院 小児科 
 
休  憩 （５分） 
 
 
14：00～15：00    一般演題 S1-2    

座長：大澤 郁朗 (東京都健康長寿医療センター)、佐藤 栄人 (順天堂大学) 
 
S1-2-1 Autologous adipose stem cells mitochondria transfer improves the developmental 

potential of cryopreserved oocytes and develops healthy offspring 
  Sanath Udayanga Kankanam Gamage 
  HORAC Grand Front Osaka Clinic 
 



S1-2-2  ミトコンドリア融合は LONP1 枯渇に伴うタンパク質凝集体ストレスを緩和する   
  松島 雄一 
  大阪大学大学院 理学研究科 生物科学 
 
S1-2-3 精密制御のミトコンドリアゲノム削減によるミトコンドリア品質管理: Genetically induced 

Mitophagy 
  上 大介  
  京都府立医科大学 人工臓器・心臓移植再生医学講座 
 
S1-2-4  変異 mtDNA を持つヘテロプラスミー細胞におけるミトコンドリアダイナミクスの役割 
  小笠原 絵美 
  大阪大学大学院理学研究科 
 
S1-2-5  試験管内再構成によるミトコンドリア膜融合機構の解明 
  伴 匡人 
  久留米大学 分子生命科学研究所 
 
 
休  憩 （10分） 
 
 
15：10～16：40    シンポジウム-2 
  

  「オールジャパンで築くミトコンドリア病診療」 
座長：村山 圭（千葉こども病院）、小坂 仁   (自治医科大学) 

 
1) ミトコンドリア病診療マニュアル 2023 のアウトライン 
  小坂 仁   (自治医科大学) 

 
2) ミトコンドリア心筋症の診断 update 
  武田 充人 (北海道大学) 

 
3) ミトコンドリア病の難聴診療 
  松永 達雄 (国立病院機構東京医療センター) 

 
4) ミトコンドリアニューロパチー 
  岡本 裕嗣 (鹿児島大学) 

 
5) ミトコンドリア腎症診療のさらなる向上を目指して 
  今澤 俊之 (国立病院機構千葉東病院) 

 
 
休  憩 （10分） 
 
 
16：50～17：40    特別講演-2  
  

「ミトコンドリア呼吸鎖を標的とした新規薬剤の開発」 
 座長：遠海 重裕（帝京大学） 
 演者：北    潔 （長崎大学） 



 
休  憩 （10分） 
 
17：50～      会員連絡会（理事会からのお知らせ） 

若手優秀演題表彰  
 


