
(1)原著論文(査読あり) 

【筆頭著者】 

タイトル : 「 Reconstitution of oxaloacetate metabolism in the tricarboxylic acid cycle in 

Synechocystis sp. PCC 6803: discovery of important factors that directly affect the conversion of 

oxaloacetate」 

著者: Ito S, Hakamada T, Ogino T, Osanai T. 発表年月: 2021 年 3 月  

掲載誌: The Plant Journal  巻: 105  号: 6  頁: 1449-1458 doi:10.1111/tpj.15120  

貢献: 研究内容の立案、実験、データの解析、論文の執筆を担当 

※本論文は、The Plant Journal誌のResearch highlightsに選出されました(下記のURL参照) 

https://doi.org/10.1111/tpj.15213 

 

タイトル : 「Fumarase from Cyanidioschyzon merolae stably shows high catalytic activity for 

fumarate hydration under high temperature conditions」 

著者: Ito S, Iwazumi K, Sukigara H, Osanai T.  発表年月: 2020年9月 

掲載誌: Frontiers in Microbiology 巻: 11  頁: 2190  doi: 10.3389/fmicb.2020.560894 

貢献: 研究内容の立案、実験、データの解析、論文の執筆を担当 

 

タイトル: 「Unconventional biochemical regulation of the oxidative pentose phosphate pathway in 

the model cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803」 

著者: Ito S, Osanai T.  発表年月: 2020年4月 

掲載誌: Biochemical Journal 巻: 477  号: 7  頁: 1309-1321  doi: 10.1042/BCJ20200038 

貢献: 研究内容の立案、実験、データの解析、論文の執筆を担当 

 

タイトル: 「Citrate synthase from Synechocystis is a distinct class of bacterial citrate synthase」 

著者: Ito S, Koyama N, Osanai T.  発表年月: 2019年4月 

掲載誌: Scientific Reports 巻: 9  号: 1  頁: 6038  doi: 10.1038/s41598-019-42659-z 

貢献: 研究内容の立案、実験、データの解析、論文の執筆を担当 

 

タイトル: 「Single amino acid change in 6-phosphogluconate dehydrogenase from Synechocystis 

conveys higher affinity for NADP+ and altered mode of inhibition by NADPH」 

著者: Ito S, Osanai T.  発表年月: 2018年12月 

掲載誌: Plant and Cell Physiology 巻: 59  号: 12  頁: 2452-2461  doi: 10.1093/pcp/pcy165   

貢献: 研究内容の立案、実験、データの解析、論文の執筆を担当 

 

タイトル: 「Substrate specificity and allosteric regulation of a D-lactate dehydrogenase from a 

unicellular cyanobacterium are altered by an amino acid substitution」 

https://doi.org/10.1111/tpj.15213


著者: Ito S, Takeya M, Osanai T.  発表年月: 2017年11月 

掲載誌: Scientific Reports 巻: 7  号: 1  頁: 15052  doi: 10.1038/s41598-017-15341-5   

貢献: 研究内容の立案、実験、データの解析、論文の執筆を担当 

 

【第二著者】 

タイトル: 「Purification and characterisation of malate dehydrogenase from Synechocystis sp. PCC 

6803: biochemical barrier of the oxidative tricarboxylic acid cycle」 

著者: Takeya M, Ito S, Sukigara H, Osanai T.  発表年月: 2018年7月 

掲載誌: Frontiers in Plant Science 巻: 9  頁:947  doi: 10.3389/fpls.2018.00947 

貢献: Figure 5の実験の内容とそのデータの解析法を立案 

 

 

(2)学会発表 

【国際学会】 

タイトル: 「The point mutated 6-phosphogluconate dehydrogenase from Synechocystis shows higher 

affinity for NADP+ and different mode of inhibition by NADPH」 

発表者: Shoki Ito  共同発表者: Takashi Osanai 発表年月: 2020年3月 

発表学会: ERATO International Symposium: Chemistry and Plant Biology  

主催者: 沼田圭司(理化学研究所 環境資源科学研究センター バイオ高分子研究チーム) 

開催地: 東京大学 武田ホール 

 

タイトル: 「Cyanobacterial 6-phosphogluconate dehydrogenases are divided into two types by 

difference of a single amino acid residue」 

発表者: Shoki Ito  共同発表者: Takashi Osanai 発表年月: 2018年11月 

発表学会: International Symposium on Photosynthesis and Chloroplast Biogenesis 

主催: 文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「新光合成:光エネルギー変換システ

ムの再最適化」 

開催地: 倉敷国際ホテル(11月7日)、倉敷市民会館(11月8日～10日) 

 

【国内学会】 

タイトル: 「モデルラン藻の6-ホスホグルコン酸脱水素酵素はラン藻の中で仲間外れ (6-

Phosphogluconate dehydrogenase from Synechocystis sp. PCC 6803 is an unconventional 

cyanobacterial 6-phosphogluconate dehydrogenase)」 

発表者: 伊東 昇紀  共同発表者: 小山内 崇 発表年月: 2019年9月 

発表学会: 第13回バイオ関連化学シンポジウム 

主催: 日本化学会生体機能関連化学部会、日本化学会バイオテクノロジー部会 



開催地: 東北大学青葉山東キャンパス 

 

タイトル: 「モデルラン藻Synechocystis由来D-乳酸脱水素酵素の機能改変 (Functional 

modification of a D-lactate dehydrogenase from the model cyanobacterium Synechocystis)」  

発表者: 伊東 昇紀  共同発表者: 竹屋 壮浩、小山内 崇 発表年月: 2018年9月 

発表学会: 第12回バイオ関連化学シンポジウム 

主催: 日本化学会生体関連化学部会、日本化学会バイオテクノロジー部会 

開催地: 大阪大学吹田キャンパス 

 

タイトル: 「モデルラン藻のD-乳酸脱水素酵素のアロステリック特性及び基質特異性の改

変」 

発表者: 伊東 昇紀  共同発表者: 竹屋 壮浩、小山内 崇 発表年月: 2018年9月 

発表学会: 第6回バイオ関連化学シンポジウム若手フォーラム 

主催: 日本化学会生体関連化学部会若手の会、日本化学会バイオテクノロジー部会若手の

会 

開催地: 大阪大学吹田キャンパス 

 

タイトル: 「有機酸増産に向けたラン藻由来D-乳酸脱水素酵素の機能改変」 

発表者: 伊東 昇紀  共同発表者: 小山内 崇  発表年月: 2018年5月 

発表学会: 第20回マリンバイオテクノロジー学会大会 

主催: マリンバイオテクノロジー学会 

開催地: フェニックス・シーガイア・リゾート 

 

タイトル: 「ラン藻Synechocystis sp. PCC 6803由来D-乳酸脱水素酵素の機能改変」 

発表者: 伊東 昇紀  共同発表者: 竹屋 壮浩、小山内 崇 発表年月: 2017年9月 

発表学会: 第69回日本生物工学会大会 

主催: 日本生物工学会 

開催地: 早稲田大学西早稲田キャンパス 

 

タイトル: 「ラン藻Synechocystisの乳酸脱水素酵素の生化学解析」 

発表者: 伊東 昇紀  共同発表者: 竹屋 壮浩、小山内 崇 発表年月: 2016年9月 

発表学会: 第68回日本生物工学会大会 

主催: 日本生物工学会 

開催地: 富山国際会議場 

 

 



(3)外部研究費の取得状況 

研究費名称: 特別研究員奨励費 

研究課題名: 「モデルラン藻のバイオプラスチック原料生成経路の重点的解析」 

研究期間: 2020年4月～2023年3月 

研究課題番号（科学研究費助成事業）: 20J21011 

研究代表者: 伊東 昇紀 

金額: 2,600,000円 

 

 

(4)受賞・表彰など 

校友会卒業生表彰(2020年3月、明治大学校友会) 

日本学生支援機構第一種奨学金全額免除(2020年3月、日本学生支援機構) 

修士論文発表会最優秀論文賞(2020年3月、明治大学大学院農学研究科) 

明治大学大学院研究奨励奨学金B(2018年および2019年、明治大学大学院) 

農学部学生顕彰優秀賞(2018年3月、明治大学農学部) 


